
第１９回関東中学校駅伝競走大会　　群馬県成績
熊谷ｽﾎﾟｰﾂ文化公園陸上競技場及び周辺コース 平成22年１２月5日（日）

女子
第１区 第２区 第３区 第４区 第５区
(3.26km) (2.00km) (2.00km) (2.00km) (3.00km)

吉岡 池田 遙(2) 志村 茉央(1) 佐藤 園佳(3) 松田 幸(2) 大澤由未佳(3)
10 41:52 総合 (20)  11.08   (15) 17.36      (14)  24.53     (13) 31.41    (10) 41.52    

区間   (20)  11.08    (11)   6.45   (17)   6.59    ( 4)  6.48    ( 8) 10.11    
中之条 小室日香莉(1) 原澤 彩香(3) 池田 真夏(2) 村山 瑞季(2) 舘 あさひ(1)

14 42:15 総合 (25) 11.19 (23) 18.19 (15) 24.55 (14) 31.42 (14) 42.15
区間 (25) 11.19 (21)  7.00 ( 2)  6.36 ( 3)  6.47 (21) 10.33
新島学園 団野 彩(3) 高田 知佳(1) 萩原 愛理(2) 山口　千佳(3) 白田 美紀(2)

12 42:00 総合 ( 9) 10.52 ( 7) 17.31 ( 6) 24.18 ( 7) 31.33 (12) 42.00
区間 ( 9) 10.52 ( 6) 6.39 ( 4)  6.47 (26)  7.15 (16) 10.27
富士見 井上 蒼唯(2) 小野真里亜(2) 持田 奈々(3) 琴寄 優衣(1) 萩原 百萌(1)

22 42:54 総合 (12) 11.00 (18) 18.00 (22) 25.14 (21) 32.26 (22) 42.54
区間 (12) 11.00 (21)  7.00 (27)  7.14 (22)  7.12 (17) 10.28

男子
第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区
(3.26km) (3.00km) (3.00km) (3.00km) (3.00km) (3.00km)

赤堀 菊池 優(3) 秋間 正輝(2) 小林 竜太(3) 小林 健太(3) 関根 研太(3) 山内 和也(3)
9 56.12 総合 ( 9)  9.40    ( 4) 18.34     ( 4) 27.51    (10) 37.17    (10) 46.45    ( 9) 56.12    

区間 ( 9)  9.40    ( 3)  8.54    (14)  9.17   (18)  9.26    ( 7)  9.28    (14)  9.27    
中之条 小池 悠介(3) 高橋 知久(3) 樋田 涼太(3) 阿久澤友也(3) 関 夏生(3) 新井 紳吾(3)

19 57:10 総合 ( 1)  9.29 ( 7) 18.43 ( 15) 28.12 (17) 37.50 (19) 47.34 (19) 57.10
区間 ( 1)  9.29 (18)  9.14 (20)  9.29 (26)  9.38 (22)  9.44 (24)  9.36
吉岡 吉沢 俊矢(3) 荒木 優麻(3) 渡邉 涼太(3) 田中 恒輔(3) 新井 憲伍(3) 水上　愼也(3)

8 56:08 総合 (13)  9.50    (12) 18.56 ( 7) 27.56 ( 7) 37.15 ( 8) 46.40 ( 8) 56.08
区間 (13)  9.50    (12)  9.06 ( 2)  9.00 (12)  9.19 ( 5)  9.25 (16)  9.28
入野 永井 諒(2) 小板橋俊成(3) 新井 大翔(3) 太田 裕也(2) 江原 佑介(3) 篠﨑 貴洋(3)

24 57:46 総合 (24) 10.03 (24) 19.32 (25) 29.05 (24) 38.32 (21) 48.09 (24) 57.46
区間 (24) 10.03 (24)  9.29 (24)  9.33 (19)  9.27 (18)  9.37 (25)  9.37

順位 タイム 学校名

順位 タイム 学校名


