
第22回関東中学校駅伝競走大会 　群馬県成績
那須野が原公園内特設周回コース 平成25年12月1日（日）

女子
第１区 第２区 第３区 第４区 第５区

(3.155km) (2.359km) (2.359km) (2.359km) (2.869km)
富士見 樺沢和佳奈(3) 金子 美聡(2) 伊井　笑歩(1) 田邊　比奈乃(3) 林 英麻(2)

1 42:54 総合 (1）　10:02 (1)　　 17:51 (1)　　 25:52 (1)　　33:37 (1)　　42:54
区間 (1）　10:02 （1)　　07 :49 (3)　　  08:01 (1)　　07:45 (1)　　09:17

中之条 新井可奈子(3) 鎌田 里咲(3) 塚越 萌香(1) 田邊 乃愛(2) 永井 玲奈(3)
8 45:10 総合 (17)   10:38 (12)   18:51 (13)    27:15 (11)   35:34 (8)    45:15

区間 (17)   10:38 (13)   08:13 (17)    08:24 (5)     08:19 (4)    09:41
吉井中央 八田ももか(2) 里見紀世来(1) 西尾 星那(2) 栗原　響(2) 橋本 美咲(3)

5 45:15 総合 (5)　　10:21 （8)　　18:38 (9)    26:55 (10)     35:31 (5)   45:10
区間 (5)　　10:21 （17)　08:17 (11)　08:17 (16)　　08:36 (3)   09:39

富岡西 大小原綾香(2) 古舘 茉夢(1) 勅使河原優夏(1) 新井友梨奈(3) 塩山 琴音(3)
27 47:17 総合 (31)  11:26 (29)  19:46 (28)   28:21 (27)     37:00 (27)   47:17

区間 (31)  11:26 (20)  08:20 (22)   08:35 (18)     08:39 (20)  10 :17

男子
第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区

(3.665km) (2.869km) (2.869km) (2.869km) (2.869km) (2.869km)
中之条 清水 崚汰(3) 飯塚 那智(2) 富澤 達弘(3) 清水 琢馬(1) 上原　滉介(3) 福原 広大(2)

1 55:57 総合 (8)   11:11 (3)   19:55 (3)   28:51 (3)   37:52 (1)　　46:56 (1) 　　55:57
区間 (8)   11:11 (2)    08:44 (8)   08:56 (4)    09:01 (2)　　09:04 (6)　　　09:01
吉岡 坂本 海京(3) 横山 大智(3) 伸澤　陸(3) 三浦瞭太郎(2) 大島 大地(3) 稲 達也(3)

8 56:39 総合 (24)  11:30 (17)  20:26 (11)  29:18 (8)   38:16 (7)    47:29 (8)     56:39
区間 (24)  11:30 (5)    08:56 (5)    08:52 (3)    08:58 (6)    09:13 (13)    09:10

伊勢崎第一 西山 和弥(3) 細谷 遼平(3) 石原　嵩仁(3) 井上 司(3) 栗原 夏葵(3) 森田 海生(2)
2 56:06 総合 (2) 　10:43 (2)    19:45 (6)     28:59 (7)   38:15 (6)   47:15 (2)   56:06

区間 (2) 　10:43 (12)   09:02 (25)    09:14 (20)  09:16 (1)   09:00 (1)    08:51
伊勢崎第四 日野原智也(3) 平田 和也(3) 守谷 陸(2) 曽田 伊吹(1) 工藤 光介(3) 田口　浩平(3)

20 57:25 総合 (13)   11:18 (10)   20:17 (16)   29:23 (18)   38:46 (16)   48:06 (20)   57:25
区間 (13)   11:18 (7)    08:59 (18)    09:06 (29)    09:23 (15)   09:20 (20)   09:19
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