
第23回関東中学校駅伝競走大会　　群馬県成績
八王子市上柚季公園陸上競技場及び周辺コース 平成26年11月30日（日）

女子

第１区 第２区 第３区 第４区 第５区

(3.218km) (2.395km) (2.395km) (2.395km) (3.218km)

富士見 田中　美帆(3) 金子 美聡(3) 阿部　知宙(2) 樺沢　帆乃佳(1) 林　英麻(3)

1 46:17 総合 (19）　11:25 ( 3)　　 19:23  ( 2)　 　27:32 ( 2)    35:50 ( 1)　　46:17

区間 (19）　11:25 （ 1)　　07:58 ( 1)　   08:09 ( 1)　　08:18 ( 1)　　10:27

大胡 佐藤 佑衣(1) 関口 美都(3) 吉澤 歩望(2) 樋口 愛果(2) 今井 夏希(2)

13 48:21 総合 (21）　11:25 (14)　　19:42 (13)　　 28:12    (12)    36:50 (13)　　40:28

区間 (21）　11:25 （ 4）　　08:17 (12)　　 08:30 (11)　　08:38 (14)　　11:31

中之条 塚越 萌香(2) 田邊 乃愛(3) 田邊理愛奈(2) 木暮　友里夏(1) 浅川 紗妃(2)

19 49:19 総合 (23）　11:30 (22)　　20:06 (17)　　 28:34 (18)    37:20 (19)　　49:19

区間 (23）　11:30 （20)　　08:36 ( 9)　　 08:28 (14)　　08:46 (23)　　11:59

富岡西 臼田 涼香(2) 林 亜美(1) 吉田 葉南(1) 岩崎　美優(3) 大小原綾香(3)

25 50.:19 総合 (29）　11:52 (25)　　20:17 (24)　　 29:07 (24)   38:19 (25)　　50:19

区間 (29）　11:52 （　9)　　08:25 (22)　　 08:50 (25) 　09:12 (24)　　12:00

男子

第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区

(3.618km) (2.818km) (2.818km) (2.818km) (2.818km) (3.218km)

富士見 新井 大貴(2) 池田 賢治(3) 阿久澤隆成(2) 寺嶌 渓一(3) 伊井　修司(1) 樺澤綺颯志(3)

5 56:32 総合 (6)　 11:02 ( 9)   19:56 ( 5)    28:42 ( 2)    37:07 ( 6)　　46:32 （ 5) 　 56:32

区間 (6)　 11:02 (14)   08:54 ( 4)    08:46 ( 1)    08:25 (21)　　09:25 ( 6)　　10:00

中之条 飯塚 那智(3) 清水 琢馬(2) 上原　隆之介(2) 土屋 陸玖(3) 篠原 謙太(3) 福原 広大(3)

4 56:32 総合 (7)　 11:02  ( 6)    19:50 ( 8)   28:47 (10)    37:58 ( 8)　　46:52 （ 4) 　　56:32

区間 (7)　 11:02  ( 6)    08:48 (14)   08:57 (20)    09:11 ( 2)　　08:54 ( 2) 　　09:40

吉岡 千明 朋玄(2) 今井　優輝(2) 三浦瞭太郎(3) 千明 郁斗(2) 小路 一真(2) 原　雅貴(3)

28 59:25 総合 (24)　 11:34 (30)   21:02 (29)   30:06 (28)    39:17 (26)　　48:34 (28)　　59::25

区間 (24)　 11:34 (30)   09:28 (20)   09:04 (20)    09:11 (19)　　09:17 (29)　　10:51

伊勢崎第一 早野 碩人(3) 堀川 純暉(3) 三井 颯斗(3) 黒沼 蓮(3) 妥敏尊クリス(2) 森田 海生(3)

11 57:19 総合 (11)　 11:09 (11)   20:00 (15)   29:12 (13)    38:09 (15)　　47:39 (11)　　57:19

区間 (11)　 11:09 (11)   08:51 (23)   09:12 (  8)    08:57 (23)　　09:30 (  1)　　09:33

順位 学校名タイム

順位 タイム 学校名


