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2018年 第18回群馬県小学生駅伝競走大会
兼 小学生マラソン大会
主催:群馬陸上競技協会
会場:正田醤油スタジアム群馬並びに周辺コース（群馬県立敷島公園陸上競技場）
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
日付:2018-11-17 最終コール:0:00 競技開始:12:10

総合成績リスト 男子学校対抗の部

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 1区 2区 3区 4区
1.0km 1.0km 1.0km 1.0km

1 12:10 10中之条町立中之条小A 小池　広平(6) 起原　啓伍(6) 小渕　光成(6) 木暮　耀幸(6)
ｺｲｹ ｺｳﾍｲ ｷﾊﾗ ｹｲｺﾞ ｵﾌﾞﾁ ｺｳｾｲ ｺｸﾞﾚ ﾖｳｺｳ
(1) 2:52 (1) 6:01 (1) 9:08 (1) 12:10
(1) 2:52 (2) 3:09 (1) 3:07 (1) 3:02

2 12:36 6渋川市立古巻小学校A 狩野伊歩希(6) 保科　陽向(5) 佐久間健史郎(6) 関口　　凌(6)
ｶﾉｳ ｲﾌﾞｷ ﾎｼﾅ ﾋﾅｶ ｻｸﾏ ｹﾝｼﾛｳ ｾｷｸﾞﾁ ﾘｮｳ
(2) 3:00 (2) 6:11 (2) 9:25 (2) 12:36
(2) 3:00 (4) 3:11 (2) 3:14 (6) 3:11

3 12:39 9 高崎市立北小学校 島津　尚弘(6) 小川　哲生(6) 牧　　秀真(5) 井澤　颯斗(6)
ｼﾏﾂﾞ ﾅｵﾋﾛ ｵｶﾞﾜ ﾃﾂｵ ﾏｷ ｼｭｳﾏ ｲｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ
(6) 3:04 (4) 6:12 (4) 9:32 (3) 12:39
(6) 3:04 (1) 3:08 (5) 3:20 (4) 3:07

4 12:47 15高崎市立城東小学校A 佐藤　秀磨(6) 高野　　颯(6) 渡邊　頌仁(5) 栗原啓太郎(6)
ｻﾄｳ ｼｭｳﾏ ｺｳﾉ ﾊﾔﾃ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂｸﾞﾋﾄ ｸﾘﾊﾗ ｹｲﾀﾛｳ
(4) 3:02 (3) 6:11 (3) 9:28 (4) 12:47
(4) 3:02 (2) 3:09 (3) 3:17 (11) 3:19

5 13:01 1前橋市立勝山小学校A 牧野　　渉(6) 八高　慧信(6) 山宮　大知(6) 大井　渉平(6)
ﾏｷﾉ ｱﾕﾑ ﾔｺｳ ｹｲｼﾝ ﾔﾏﾐﾔ ﾀｲﾁ ｵｵｲ ｼｮｳﾍｲ
(8) 3:12 (6) 6:29 (7) 9:56 (5) 13:01
(8) 3:12 (5) 3:17 (12) 3:27 (2) 3:05

6 13:02 22東吾妻町立原町小学校 小林　匠統(6) 下前　智慈(6) 山本　康生(6) 赤池　竜馬(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾑ ｼﾓﾏｴ ｻﾄｼ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｾｲ ｱｶｲｹ ﾘｮｳﾏ
(3) 3:02 (8) 6:35 (9) 9:57 (6) 13:02
(3) 3:02 (15) 3:33 (9) 3:22 (2) 3:05

7 13:08 26 渋川市立渋川北小A 佐々木隆太郎(6) 樋田琉之介(6) 加藤　　漣(6) 赤澤　理希(6)
ｻｻｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ ﾋﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ ｶﾄｳ ﾚﾝ ｱｶｻﾞﾜ ﾏｻｷ
(7) 3:06 (5) 6:24 (5) 9:47 (7) 13:08
(7) 3:06 (7) 3:18 (10) 3:23 (12) 3:21

8 13:17 11中之条町立中之条小B 宮嵜　直人(5) 吉田　旺生(6) 宮﨑　瀬奈(5) 田村　煌希(6)
ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｵﾄ ﾖｼﾀﾞ ｵｳｷ ﾐﾔｻﾞｷ ｾﾅ ﾀﾑﾗ ｺｳｷ
(13) 3:21 (9) 6:38 (10) 9:59 (8) 13:17
(13) 3:21 (5) 3:17 (6) 3:21 (9) 3:18

9 13:21 16高崎市立城東小学校B 栄　　輝紀(6) 渡辺　　諒(6) 藤松　毅至(5) 竹林　大輝(5)
ｻｶｴ ﾃﾙｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ ﾌｼﾞﾏﾂ ﾂﾖｼ ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ
(9) 3:15 (10) 6:38 (6) 9:55 (9) 13:21
(9) 3:15 (9) 3:23 (3) 3:17 (13) 3:26

10 13:25 20 高崎市立六郷小学校 館　　海斗(6) 深野　陽向(6) 深野　陽光(6) 竹内　聖瑛(6)
ﾀﾁ ｶｲﾄ ﾌｶﾉ ﾋﾅﾀ ﾌｶﾉ ﾋｶﾙ ﾀｹｳﾁ ｼｮｳｴｲ
(10) 3:16 (13) 6:46 (12) 10:07 (10) 13:25
(10) 3:16 (12) 3:30 (6) 3:21 (9) 3:18

11 13:26 3前橋市立山王小学校A 堀江　　歩(6) 松下　隼大(6) 平野　　空(6) 小笹　泰志(6)
ﾎﾘｴ ｱﾕﾑ ﾏﾂｼﾀ ﾊﾔﾄ ﾋﾗﾉ ｿﾗ ｺｻｻ ﾀｲｼ
(5) 3:04 (7) 6:34 (8) 9:57 (11) 13:26
(5) 3:04 (12) 3:30 (10) 3:23 (15) 3:29

12 13:37 23 前橋市立桂萱東小A 金子　宙生(6) 石綿　　蒼(6) 大崎　奏雲(6) 齋田　　将(6)
ｶﾈｺ ﾋﾛｷ ｲｼﾜﾀ ｱｵｲ ｵｵｻｷ ｿｳｳﾝ ｻｲﾀﾞ ﾀｽｸ
(14) 3:22 (11) 6:44 (11) 10:05 (12) 13:37
(14) 3:22 (8) 3:22 (6) 3:21 (17) 3:32

13 13:58 27 渋川市立渋川北小B 内海　直斗(5) 萩原　啓太(5) 井上　拓海(5) 綿貫　晴斗(5)
ｳﾂﾐ ﾅｵﾄ ﾊｷﾞﾜﾗ ｹｲﾀ ｲﾉｳｴ ﾀｸﾐ ﾜﾀﾇｷ ﾊﾙﾄ
(11) 3:18 (12) 6:45 (13) 10:16 (13) 13:58
(11) 3:18 (11) 3:27 (15) 3:31 (22) 3:42

14 14:01 14 高崎市立東部小学校 佐藤　雅晃(6) 木暮　悠輝(5) 原　　朝音(5) 茂木　公志(6)
ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ ｺｸﾞﾚ ﾊﾙｷ ﾊﾗ ｱｻﾄ ﾓｷﾞ ｻﾄｼ
(12) 3:20 (15) 7:01 (19) 10:54 (14) 14:01
(12) 3:20 (20) 3:41 (26) 3:53 (4) 3:07
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2018年 第18回群馬県小学生駅伝競走大会
兼 小学生マラソン大会
主催:群馬陸上競技協会
会場:正田醤油スタジアム群馬並びに周辺コース（群馬県立敷島公園陸上競技場）
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
日付:2018-11-17 最終コール:0:00 競技開始:12:10

総合成績リスト 男子学校対抗の部

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 1区 2区 3区 4区
1.0km 1.0km 1.0km 1.0km

15 14:02 12 前橋市立中川小学校 夏井　吾哲(6) 齊藤　　知(5) 長谷川凌也(6) 深作　駿介(6)
ﾅﾂｲ ｱｻﾄ ｻｲﾄｳ ﾄﾓ ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳﾔ ﾌｶｻｸ ｼｭﾝｽｹ
(21) 3:38 (16) 7:04 (18) 10:51 (15) 14:02
(21) 3:38 (10) 3:26 (23) 3:47 (6) 3:11

16 14:02 4前橋市立山王小学校B 大石　啓勢(6) 西尾　長士(6) 井野　晴太(5) 羽鳥　颯馬(5)
ｵｵｲｼ ﾋﾛｾ ﾆｼｵ ﾀｹｼ ｲﾉ ﾊﾙﾀ ﾊﾄﾘ ｿｳﾏ
(16) 3:26 (17) 7:05 (15) 10:34 (16) 14:02
(16) 3:26 (18) 3:39 (14) 3:29 (14) 3:28

17 14:06 17高崎市立城東小学校C 中村　　航(6) 上村　奏和(6) 新井　健司(5) 江原慶一朗(5)
ﾅｶﾑﾗ ﾜﾀﾙ ｶﾐﾑﾗ ｶﾅﾄ ｱﾗｲ ﾀｹｼ ｴﾊﾞﾗ ｹｲｲﾁﾛｳ
(17) 3:27 (14) 6:57 (14) 10:29 (17) 14:06
(17) 3:27 (12) 3:30 (16) 3:32 (21) 3:37

18 14:19 5伊勢崎市立殖蓮小学校 森　　悠人(6) 諏佐　尚哉(5) 松島　泰史(5) 平田　　湊(6)
ﾓﾘ ﾋｻﾄ ｽｻ ﾅｵﾔ ﾏﾂｼﾏ ﾀｲｼ ﾋﾗﾀ ﾐﾅﾄ
(24) 3:41 (20) 7:16 (16) 10:43 (18) 14:19
(24) 3:41 (16) 3:35 (12) 3:27 (19) 3:36

19 14:21 8渋川市立古巻小学校C 有馬　凪人(6) 田村　彩人(6) 千明　知暉(6) 蟻川　聖人(6)
ｱﾘﾏ ﾅｷﾞﾄ ﾀﾑﾗ ｱﾔﾄ ﾁｷﾞﾗ ﾄﾓｷ ｱﾘｶﾜ ﾏｻﾄ
(26) 3:44 (24) 7:30 (23) 11:04 (19) 14:21
(26) 3:44 (22) 3:46 (18) 3:34 (8) 3:17

20 14:24 19高崎市立新高尾小学校 串田　陸人(5) 長崎　大輝(5) 郷緒　孝成(5) 秀島　弘聖(6)
ｸｼﾀﾞ ﾘｸﾄ ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｷ ｺﾞｳｵ ｺｳｾｲ ﾋﾃﾞｼﾏ ｺｳｾｲ
(20) 3:37 (19) 7:16 (20) 10:54 (20) 14:24
(20) 3:37 (18) 3:39 (21) 3:38 (16) 3:30

21 14:31 24 前橋市立桂萱東小B 角田　歩汰(6) 齋藤　悠河(6) 池田　　健(6) 宮地　瑛大(6)
ﾂﾉﾀﾞ ｱﾕﾀ ｻｲﾄｳ ﾕｳｶﾞ ｲｹﾀﾞ ｹﾝ ﾐﾔﾁ ｴｲﾀ
(18) 3:34 (22) 7:20 (21) 10:55 (21) 14:31
(18) 3:34 (22) 3:46 (19) 3:35 (19) 3:36

22 14:31 21 高崎市立金古小学校 飯嶋　洸瑛(6) 中島　蒼太(6) 新宮　陽太(6) 橋本　歩夢(6)
ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛｱｷ ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳﾀ ｼﾝｸﾞｳ ﾖｳﾀ ﾊｼﾓﾄ ｱﾕﾑ
(23) 3:40 (21) 7:17 (17) 10:49 (22) 14:31
(23) 3:40 (17) 3:37 (16) 3:32 (22) 3:42

23 14:38 2前橋市立勝山小学校B 昼間慎一郎(6) 住谷　晃規(6) 山口　秀真(6) 山崎　　倖(6)
ﾋﾙﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ ｽﾐﾔ ｺｳｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳﾏ ﾔﾏｻｷ ｺｳ
(19) 3:35 (23) 7:20 (22) 10:56 (23) 14:38
(19) 3:35 (21) 3:45 (20) 3:36 (22) 3:42

24 14:47 13長野原町立中央小学校 清水　大夢(5) 黒岩　翔瑠(5) 竹内　隆星(5) 塩野谷　迅(5)
ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾑ ｸﾛｲﾜ ｶｹﾙ ﾀｹｳﾁ ﾘｭｳｾｲ ｼｵﾉﾔ ｼﾞﾝ
(15) 3:26 (18) 7:12 (24) 11:14 (24) 14:47
(15) 3:26 (22) 3:46 (27) 4:02 (18) 3:33

25 15:02 7渋川市立古巻小学校B 黒澤　良介(6) 町田　　翔(6) 西巻　祐汰(6) 中村　流空(6)
ｸﾛｻﾜ ﾘｮｳｽｹ ﾏﾁﾀﾞ ｼｮｳ ﾆｼﾏｷ ﾕｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ
(25) 3:44 (25) 7:32 (25) 11:20 (25) 15:02
(25) 3:44 (25) 3:48 (24) 3:48 (22) 3:42

26 15:30 25 前橋市立桂萱東小C 渡邉　　陸(6) 湯澤　拓哉(6) 玉置　大翼(6) 鈴木　粋士(6)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸ ﾕｻﾞﾜ ﾀｸﾔ ﾀﾏｵｷ ﾀﾞｲｽｹ ｽｽﾞｷ ｲｷﾄ
(27) 3:48 (26) 7:41 (26) 11:21 (26) 15:30
(27) 3:48 (26) 3:53 (22) 3:40 (27) 4:09

27 15:34 18高崎市立城東小学校D 倉田　倫生(6) 田中　将真(6) 大塚　　翼(5) 清水　真琴(5)
ｸﾗﾀ ﾄﾓｷ ﾀﾅｶ ｼｮｳﾏ ｵｵﾂｶ ﾂﾊﾞｻ ｼﾐｽﾞ ﾏｺﾄ
(22) 3:39 (27) 7:47 (27) 11:36 (27) 15:34
(22) 3:39 (27) 4:08 (25) 3:49 (26) 3:58
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2018年 第18回群馬県小学生駅伝競走大会
兼 小学生マラソン大会
主催:群馬陸上競技協会
会場:正田醤油スタジアム群馬並びに周辺コース（群馬県立敷島公園陸上競技場）
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
日付:2018-11-17 最終コール:0:00 競技開始:13:20

総合成績リスト 女子学校対抗の部

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 1区 2区 3区 4区
1.0km 1.0km 1.0km 1.0km

1 13:13 5渋川市立古巻小学校A 桑原　理緒(6) 清水　りの(5) 井上　菜帆(5) 髙橋　真朱(6)
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘｵ ｼﾐｽﾞ ﾘﾉ ｲﾉｳｴ ﾅﾎ ﾀｶﾊｼ ﾏｼｭ
(4) 3:21 (1) 6:28 (1) 9:56 (1) 13:13
(4) 3:21 (1) 3:07 (1) 3:28 (4) 3:17

2 13:20 8中之条町立中之条小A 綿貫　優羽(5) 塚田　優奈(6) 神野　紗蘭(6) 福田　有菜(6)
ﾜﾀﾇｷ ﾕｳ ﾂｶﾀﾞ ﾕﾅ ｺｳﾉ ｻﾗ ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾅ
(3) 3:17 (3) 6:35 (2) 10:04 (2) 13:20
(3) 3:17 (2) 3:18 (4) 3:29 (2) 3:16

3 13:20 7 高崎市立北小学校 植原　万遥(6) 谷口　和以(6) 井田　優那(6) 井坂　美天(6)
ｳｴﾊﾗ ﾏﾊﾙ ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｽﾞｲ ｲﾀﾞ ﾕｳﾅ ｲｻｶ ﾐｱ
(1) 3:09 (2) 6:30 (3) 10:05 (3) 13:20
(1) 3:09 (4) 3:21 (9) 3:35 (1) 3:15

4 13:37 22 前橋市立桂萱東小A 青柳　咲良(6) 齋藤　葵美(6) 荒井　咲輝(6) 荒井　美輝(6)
ｱｵﾔｷﾞ ｻｸﾗ ｻｲﾄｳ ｱｵﾐ ｱﾗｲ ｻｷ ｱﾗｲ ﾐｷ
(5) 3:21 (4) 6:46 (4) 10:15 (4) 13:37
(5) 3:21 (5) 3:25 (4) 3:29 (6) 3:22

5 13:41 13高崎市立東部小学校A 金子　　雅(6) 千木良風香(6) 石黒　美優(6) 吉田　希羽(6)
ｶﾈｺ ﾐﾔﾋﾞ ﾁｷﾞﾗ ﾌｳｶ ｲｼｸﾞﾛ ﾐﾕｳ ﾖｼﾀﾞ ｷﾊﾈ
(6) 3:25 (5) 6:54 (5) 10:22 (5) 13:41
(6) 3:25 (7) 3:29 (1) 3:28 (5) 3:19

6 13:50 26藤岡市立美土里小学校 大林　佳奈(6) 大林　美桜(5) 小暮　茅乃(6) 内海　愛浬(6)
ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶﾅ ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾐｵ ｺｸﾞﾚ ﾁﾉ ｳﾂﾐ ｱｲﾘ
(8) 3:28 (6) 6:54 (6) 10:22 (6) 13:50
(8) 3:28 (6) 3:26 (1) 3:28 (9) 3:28

7 13:55 3前橋市立山王小学校A 中村　莉菜(6) 小石　芹奈(6) 橋本　唯花(6) 山根　伶奈(5)
ﾅｶﾑﾗ ﾘﾅ ｺｲｼ ｾﾘﾅ ﾊｼﾓﾄ ﾕｲｶ ﾔﾏﾈ ﾚﾅ
(7) 3:25 (7) 6:55 (7) 10:32 (7) 13:55
(7) 3:25 (8) 3:30 (10) 3:37 (7) 3:23

8 14:04 27沼田市立沼田東小学校 遠藤　愛碧(6) 今泉　　苗(6) 能登　美海(6) 笠原　怜姫(6)
ｴﾝﾄﾞｳ ｱｲﾘ ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾅｴ ﾉﾄ ﾐｳ かｻﾊﾗ ｻﾄｷ
(17) 3:44 (8) 7:03 (10) 10:48 (8) 14:04
(17) 3:44 (3) 3:19 (13) 3:45 (2) 3:16

9 14:10 23 前橋市立桂萱東小B 市根井菜々子(6) 塩野目　優(6) 齊藤　瑠葵(6) 足尾　　南(6)
ｲﾁﾈｲ ﾅﾅｺ ｼｵﾉﾒ ﾕｳ ｻｲﾄｳ ﾙｷ ｱｼｵ ﾐﾅﾐ
(10) 3:32 (10) 7:05 (8) 10:34 (9) 14:10
(10) 3:32 (10) 3:33 (4) 3:29 (12) 3:36

10 14:10 20 片品村立片品小学校 髙橋　優菜(6) 梅澤　爽快(5) 萩原　柚夏(6) 笠原　凜音(6)
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ ｳﾒｻﾞﾜ ｻﾔｶ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕﾅ ｶｻﾊﾗ ﾘｵ
(2) 3:17 (12) 7:08 (9) 10:38 (10) 14:10
(2) 3:17 (20) 3:51 (7) 3:30 (10) 3:32

11 14:16 21 東吾妻町立原町小Ａ 篠原　美妃(6) 小池　　萌(6) 市村穂乃香(6) 土谷　奏奈(6)
ｼﾉﾊﾗ ﾐｻｷ ｺｲｹ ﾓｴ ｲﾁﾑﾗ ﾎﾉｶ ﾂﾁﾔ ｿﾅ
(12) 3:34 (11) 7:05 (11) 10:49 (11) 14:16
(12) 3:34 (9) 3:31 (12) 3:44 (8) 3:27

12 14:28 9中之条町立中之条小B 二宮　陽向(6) 塩原　郁美(5) 阪本　麻優(6) 佐藤　璃桜(5)
ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾅﾀ ｼｵﾊﾞﾗ ｲｸﾐ ｻｶﾓﾄ ﾏﾕ ｻﾄｳ ﾘｵ
(22) 3:50 (15) 7:23 (12) 10:53 (12) 14:28
(22) 3:50 (10) 3:33 (7) 3:30 (11) 3:35

13 14:50 12 前橋市立中川小学校 渡邉　怜雛(5) 安達　莉瑠(6) 石田　悠季(6) 伊丹　優那(6)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲﾋﾅ ｱﾀﾞﾁ ﾘﾙ ｲｼﾀﾞ ﾕｷ ｲﾀﾐ ﾕﾅ
(18) 3:45 (20) 7:32 (16) 11:13 (13) 14:50
(18) 3:45 (17) 3:47 (11) 3:41 (13) 3:37

14 15:02 28 渋川市立渋川北小A 飯野　結杏(6) 松岡　朋花(6) 河村　陽香(6) 萩原　結菜(6)
ｲｲﾉ ﾕｱ ﾏﾂｵｶ ﾄﾓｶ ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙｶ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕﾅ
(14) 3:35 (13) 7:18 (14) 11:04 (14) 15:02
(14) 3:35 (16) 3:43 (14) 3:46 (18) 3:58
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2018年 第18回群馬県小学生駅伝競走大会
兼 小学生マラソン大会
主催:群馬陸上競技協会
会場:正田醤油スタジアム群馬並びに周辺コース（群馬県立敷島公園陸上競技場）
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
日付:2018-11-17 最終コール:0:00 競技開始:13:20

総合成績リスト 女子学校対抗の部

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 1区 2区 3区 4区
1.0km 1.0km 1.0km 1.0km

15 15:08 24 前橋市立桂萱東小C 山本　茉弥(6) 茂木　陽香(6) 新井　沙梨(6) 川口　美花(6)
ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾔ ﾓｷﾞ ﾊﾙｶ ｱﾗｲ ｻﾘ ｶﾜｸﾞﾁ ﾐｶ
(19) 3:46 (14) 7:23 (15) 11:10 (15) 15:08
(19) 3:46 (14) 3:37 (15) 3:47 (18) 3:58

16 15:10 10 東吾妻町立原町小Ｂ 丸橋　あず(5) 大槻ヒカル(5) 斉藤　楓鈴(5) 小池　里奈(5)
ﾏﾙﾊﾞｼ ｱｽﾞ ｵｵﾂｷ ﾋｶﾙ ｻｲﾄｳ ﾌﾜﾘ ｺｲｹ ﾘﾅ
(15) 3:36 (18) 7:30 (17) 11:24 (16) 15:10
(15) 3:36 (22) 3:54 (17) 3:54 (15) 3:46

17 15:16 15 高崎市立城東小学校 岩田　怜桜(6) 三木　永愛(6) 淺見ののか(5) 小林　青葉(5)
ｲﾜﾀ ﾚｵ ﾐｷ ﾄｱ ｱｻﾐ ﾉﾉｶ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵﾊ
(9) 3:30 (9) 7:04 (13) 11:01 (17) 15:16
(9) 3:30 (12) 3:34 (18) 3:57 (24) 4:15

18 15:18 4前橋市立山王小学校B 逢坂　美蘭(5) 生形　愛菜(5) 小屋　妃那(5) 檜山紗枝良(5)
ｵｳｻｶ ﾐﾗﾝ ｳﾌﾞｶﾀ ｱｲﾅ ｺﾔ ﾋﾅ ﾋﾔﾏ ｻｴﾗ
(21) 3:48 (16) 7:24 (19) 11:25 (18) 15:18
(21) 3:48 (13) 3:36 (22) 4:01 (16) 3:53

19 15:22 14高崎市立東部小学校B 髙橋ひなの(6) 高橋　百花(5) 森山　有理(5) 堀井　史菜(5)
ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾉ ﾀｶﾊｼ ﾓｶ ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳﾘ ﾎﾘｲ ｼﾅ
(11) 3:32 (19) 7:32 (22) 11:42 (19) 15:22
(11) 3:32 (25) 4:00 (24) 4:10 (14) 3:40

20 15:29 6渋川市立古巻小学校B 川端　るな(6) 有坂　唯愛(6) 布施　歩美(6) 塚越　美琴(6)
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾙﾅ ｱﾘｻｶ ｲﾁｶ ﾌｾ ｱﾕﾐ ﾂｶｺﾞｼ ﾐｺﾄ
(24) 3:56 (21) 7:33 (20) 11:32 (20) 15:29
(24) 3:56 (14) 3:37 (20) 3:59 (17) 3:57

21 15:31 1前橋市立勝山小学校A 藤枝さくら(6) 生方　蒼唯(6) 長尾　若奈(6) 櫻井　加音(6)
ﾌｼﾞｴﾀﾞ ｻｸﾗ ｳﾌﾞｶﾀ ｱｵｲ ﾅｶﾞｵ ﾜｶﾅ ｻｸﾗｲ ｶﾉﾝ
(16) 3:42 (23) 7:41 (21) 11:33 (21) 15:31
(16) 3:42 (23) 3:59 (16) 3:52 (18) 3:58

22 15:32 2前橋市立勝山小学校B 金城　幸来(6) 古澤　紗希(6) 大竹ひまり(6) 萩原亜由菜(6)
ｷﾝｼﾞｮｳ ｻｷ ﾌﾙｻﾜ ｻｷ ｵｵﾀｹ ﾋﾏﾘ ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾕﾅ
(13) 3:35 (17) 7:26 (18) 11:24 (22) 15:32
(13) 3:35 (20) 3:51 (19) 3:58 (23) 4:08

23 15:49 16高崎市立金古小学校A 川野　柚季(5) 一場　亜実(6) 深津　羽那(6) 大場萌々香(5)
ｶﾜﾉ ﾕｽﾞｷ ｲﾁﾊﾞ ｱﾐ ﾌｶﾂﾞ ﾊﾅ ｵｵﾊﾞ ﾓﾓｶ
(23) 3:51 (22) 7:39 (23) 11:45 (23) 15:49
(23) 3:51 (18) 3:48 (23) 4:06 (22) 4:04

24 16:06 25 前橋市立桂萱東小D 栗原さくら(6) 松倉　美月(6) 森田　瑠奈(6) 藤本　初音(5)
ｸﾘﾊﾞﾗ ｻｸﾗ ﾏﾂｸﾗ ﾐﾂｷ ﾓﾘﾀ ﾙﾅ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾂﾈ
(25) 3:58 (25) 7:48 (24) 11:48 (24) 16:06
(25) 3:58 (19) 3:50 (21) 4:00 (25) 4:18

25 16:14 17高崎市立金古小学校B 青木　優芽(5) 廣木　和栞(6) 浦野　莉花(6) 杉澤　愛依(6)
ｱｵｷ ﾕﾒ ﾋﾛｷ ﾎﾉｶ ｳﾗﾉ ﾘｶ ｽｷﾞｻﾜ ﾒｲ
(20) 3:47 (24) 7:46 (25) 12:13 (25) 16:14
(20) 3:47 (23) 3:59 (27) 4:27 (21) 4:01

26 17:02 19高崎市立金古小学校D 植杉　加音(5) 萩原　心那(5) 今城　杏紀(5) 鈴木秀奈子(5)
ｳｴｽｷﾞ ｶｵﾝ ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｺﾅ ｲﾏﾅﾘ ｱｷ ｽｽﾞｷ ﾋﾅｺ
(27) 4:10 (27) 8:28 (27) 12:39 (26) 17:02
(27) 4:10 (27) 4:18 (25) 4:11 (26) 4:23

27 17:04 18高崎市立金古小学校C 城田　香鈴(5) 黒崎まどか(5) 成願ひなの(6) 権藤希和子(6)
ｼﾛﾀ ｶﾘﾝ ｸﾛｻｷ ﾏﾄﾞｶ ｼﾞｮｳｶﾞﾝ ﾋﾅﾉ ｺﾞﾝﾄﾞｳ ｷﾜｺ
(26) 4:04 (26) 8:17 (26) 12:36 (27) 17:04
(26) 4:04 (26) 4:13 (26) 4:19 (27) 4:28

11中之条町立中之条小D
DNS

29 渋川市立渋川北小B
DNS



Page:1 of 3

2018年 第18回群馬県小学生駅伝競走大会
兼 小学生マラソン大会
主催:群馬陸上競技協会
会場:正田醤油スタジアム群馬並びに周辺コース（群馬県立敷島公園陸上競技場）
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
日付:2018-11-17 最終コール:0:00 競技開始:9:15

総合成績リスト 男子クラブ対抗の部

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 1区 2区 3区 4区
1.0km 1.0km 1.0km 1.0km

1 11:50 21 アラマキッズ Ａ 藤井　信磨(6) 平松りょう(6) 谷川　航太(6) 茂木　公志(6)
ﾌｼﾞｲ ｼﾝﾏ ﾋﾗﾏﾂ ﾘｮｳ ﾀﾆｶﾞﾜ ｺｳﾀ ﾓｷﾞ ｻﾄｼ
(6) 2:57 (3) 5:54 (1) 8:50 (1) 11:50
(6) 2:57 (1) 2:57 (1) 2:56 (2) 3:00

2 11:56 3 吾妻榛嶺クラブ Ａ 小池　広平(6) 木暮　耀幸(6) 起原　啓伍(6) 小林　匠統(6)
ｺｲｹ ｺｳﾍｲ ｺｸﾞﾚ ﾖｳｺｳ ｷﾊﾗ ｹｲｺﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾑ
(4) 2:53 (1) 5:52 (2) 8:55 (2) 11:56
(4) 2:53 (2) 2:59 (2) 3:03 (3) 3:01

3 12:07 13 高崎Winds Ａ 岩瀬　駿介(6) 藤井　大輔(6) 清水　涼介(6) 諸田　侑祇(6)
ｲﾜｾ ｼｭﾝｽｹ ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｽｹ ﾓﾛﾀﾞ ﾕｳｷ
(7) 2:58 (4) 5:57 (4) 9:08 (3) 12:07
(7) 2:58 (2) 2:59 (6) 3:11 (1) 2:59

4 12:09 19 おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰA 田島　　朔(6) 久保田歩夢(5) 藤本　康生(5) 富岡　慈織(5)
ﾀｼﾞﾏ ｻｸ ｸﾎﾞﾀ ｱﾕﾑ ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｾｲ ﾄﾐｵｶ ｲｵﾘ
(1) 2:50 (2) 5:53 (3) 9:00 (4) 12:09
(1) 2:50 (5) 3:03 (3) 3:07 (7) 3:09

5 12:23 28前橋市陸上競技協会A 吉田　　隼(6) 平野　誠也(6) 村田　侑紀(6) 村田　昂紀(6)
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ ﾋﾗﾉ ｾｲﾔ ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ ﾑﾗﾀ ｺｳｷ
(8) 3:01 (5) 6:01 (5) 9:15 (5) 12:23
(8) 3:01 (4) 3:00 (9) 3:14 (5) 3:08

6 12:29 32 新田陸上競技倶楽部 山鹿　快琉(6) 荻原　拓己(5) 関本　　響(5) 峯岸　大知(5)
ﾔﾏｶﾞ ｶｲﾙ ｵｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ ｾｷﾓﾄ ｷｮｳ ﾐﾈｷﾞｼ ﾀﾞｲﾁ
(3) 2:52 (6) 6:01 (6) 9:16 (6) 12:29
(3) 2:52 (9) 3:09 (12) 3:15 (11) 3:13

7 12:29 24 どりかむ太田 Ａ 宇土　翔太(6) 朝倉　康成(6) 青木　陽央(6) 栗原　大綺(6)
ｳﾄ ｼｮｳﾀ ｱｻｸﾗ ｺｳｾｲ ｱｵｷ ﾊﾙﾁｶ ｸﾘﾊﾗ ﾄｱ
(2) 2:52 (8) 6:10 (7) 9:21 (7) 12:29
(2) 2:52 (18) 3:18 (6) 3:11 (5) 3:08

8 12:35 22 アラマキッズ Ｂ 小池　玲央(6) 高野　　颯(6) 関　　太陽(5) 内山　遥人(6)
ｺｲｹ ﾚｵ ｺｳﾉ ﾊﾔﾃ ｾｷ ﾀｲﾖｳ ｳﾁﾔﾏ ﾊﾙﾄ
(9) 3:06 (9) 6:11 (10) 9:31 (8) 12:35
(9) 3:06 (7) 3:05 (14) 3:20 (4) 3:04

9 12:41 4 吾妻榛嶺クラブ Ｂ 赤池　竜馬(6) 澁谷優寿朗(5) 黒岩官九郎(5) 堀込　　颯(6)
ｱｶｲｹ ﾘｮｳﾏ ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｼﾞｭﾛｳ ｸﾛｲﾜ ｶﾝｸﾛｳ ﾎﾘｺﾞﾒ ﾊﾔﾃ
(12) 3:08 (12) 6:23 (9) 9:31 (9) 12:41
(12) 3:08 (12) 3:15 (4) 3:08 (9) 3:10

10 12:41 6 伊勢崎陸上ｸﾗﾌﾞA 澤上隼太郎(5) 久保田大翔(6) 下谷　太悟(6) 長瀬　慎平(6)
ｻﾜｶﾞﾐ ｼｭﾝﾀﾛｳ ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾄ ｼﾓﾔ ﾀﾞｲｺﾞ ﾅｶﾞｾ ｼﾝﾍﾟｲ
(19) 3:14 (10) 6:18 (12) 9:32 (10) 12:41
(19) 3:14 (6) 3:04 (9) 3:14 (7) 3:09

11 12:45 20 おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰB 吉村　龍我(5) 工藤　　要(5) 西山　暖人(5) 神谷　　伯(6)
ﾖｼﾑﾗ ﾘｭｳｶﾞ ｸﾄﾞｳ ｶﾅﾒ ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ ｶﾐﾔ ﾊｸ
(11) 3:08 (13) 6:24 (13) 9:35 (11) 12:45
(11) 3:08 (14) 3:16 (6) 3:11 (9) 3:10

12 12:46 2 子持少年陸上クラブ 野口虎太郎(6) 内海　直斗(5) 茂木　風輝(6) 大森　一樹(5)
ﾉｸﾞﾁ ｺﾀﾛｳ ｳﾂﾐ ﾅｵﾄ ﾓｷﾞ ﾌｳｷ ｵｵﾓﾘ ｲﾂｷ
(5) 2:55 (7) 6:09 (11) 9:32 (12) 12:46
(5) 2:55 (11) 3:14 (15) 3:23 (12) 3:14

13 12:52 26沼田ランナーズクラブ 石倉　　岳(5) 小林　遼汰(5) 中村　学翔(5) 峯川　　晴(5)
ｲｼｸﾗ ｶﾞｸ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ｶﾞｸﾄ ﾐﾈｶﾜ ﾊﾙ
(14) 3:11 (11) 6:19 (8) 9:29 (13) 12:52
(14) 3:11 (8) 3:08 (5) 3:10 (17) 3:23

14 13:09 14 高崎Winds Ｂ 渡邊　頌仁(5) 大須賀悠樹(6) 小林　健吾(6) 伊勢川大雅(6)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂｸﾞﾋﾄ ｵｵｽｶ ﾊﾙｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｺﾞ ｲｾｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ
(21) 3:17 (19) 6:34 (15) 9:48 (14) 13:09
(21) 3:17 (16) 3:17 (9) 3:14 (16) 3:21
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2018年 第18回群馬県小学生駅伝競走大会
兼 小学生マラソン大会
主催:群馬陸上競技協会
会場:正田醤油スタジアム群馬並びに周辺コース（群馬県立敷島公園陸上競技場）
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
日付:2018-11-17 最終コール:0:00 競技開始:9:15

総合成績リスト 男子クラブ対抗の部

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 1区 2区 3区 4区
1.0km 1.0km 1.0km 1.0km

15 13:09 29前橋市陸上競技協会B 成田　拓夢(5) 松倉　　孔(5) 櫛渕　快哩(6) 林　　拓史(5)
ﾅﾘﾀ ﾀｸﾑ ﾏﾂｸﾗ ｺｳ ｸｼﾌﾞﾁ ｶｲﾘ ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ
(10) 3:07 (14) 6:26 (14) 9:45 (15) 13:09
(10) 3:07 (20) 3:19 (13) 3:19 (19) 3:24

16 13:13 18 桐生市陸上競技協会 佐野　仁哉(6) 青木　龍惺(6) 齋藤　　眞(6) 髙草木　涼(6)
ｻﾉ ｼﾞﾝﾔ ｱｵｷ ﾘｭｳｾｲ ｻｲﾄｳ ｼﾝ ﾀｶｸｻｷﾞ ﾘｮｳ
(18) 3:14 (18) 6:30 (16) 9:56 (16) 13:13
(18) 3:14 (14) 3:16 (16) 3:26 (13) 3:17

17 13:21 7 伊勢崎陸上ｸﾗﾌﾞB 杉田　海翔(5) 関根　瑞基(6) 佐藤　賢人(5) 根岸　敬太(6)
ｽｷﾞﾀ ｶｲﾄ ｾｷﾈ ﾐｽﾞｷ ｻﾄｳ ｹﾝﾄ ﾈｷﾞｼ ｹｲﾀ
(20) 3:16 (16) 6:29 (19) 10:01 (17) 13:21
(20) 3:16 (10) 3:13 (23) 3:32 (15) 3:20

18 13:23 27 境クラブ 村田　　遼(6) 高橋　　玄(6) 菅井　祐希(5) 山田　旬祐(5)
ﾑﾗﾀ ﾘｮｳ ﾀｶﾊｼ ｹﾞﾝ ｽｶﾞｲ ﾕｳｷ ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ
(17) 3:12 (15) 6:27 (17) 9:57 (18) 13:23
(17) 3:12 (12) 3:15 (21) 3:30 (21) 3:26

19 13:27 31 碓水陸上競技クラブ 松橋　　悠(5) 守屋　哉汰(5) 茂木　貴哉(6) 石坂　一紗(6)
ﾏﾂﾊｼ ﾊﾙｶ ﾓﾘﾔ ｶﾅﾀ ﾓﾃｷ ﾀｶﾔ ｲｼｻﾞｶ ｲｯｻ
(15) 3:11 (17) 6:29 (18) 9:58 (19) 13:27
(15) 3:11 (18) 3:18 (20) 3:29 (23) 3:29

20 13:28 1 たちばなR.C 塩谷　心輝(6) 吉田　凛久(6) 松村　琉泉(6) 内田　碧人(5)
ｼｵｶﾞｲ ｺｳｷ ﾖｼﾀﾞ ﾘｸ ﾏﾂﾑﾗ ﾙｲ ｳﾁﾀﾞ ﾘｸﾄ
(16) 3:12 (21) 6:36 (21) 10:10 (20) 13:28
(16) 3:12 (21) 3:24 (24) 3:34 (14) 3:18

21 13:30 5 吾妻榛嶺クラブ Ｃ 松井　　漣(5) 吉田　旺生(6) 宮﨑　瀬奈(5) 田村　煌希(6)
ﾏﾂｲ ﾚﾝ ﾖｼﾀﾞ ｵｳｷ ﾐﾔｻﾞｷ ｾﾅ ﾀﾑﾗ ｺｳｷ
(24) 3:23 (22) 6:40 (20) 10:06 (21) 13:30
(24) 3:23 (16) 3:17 (16) 3:26 (19) 3:24

22 13:53 17金古ランニングクラブ 永田　詩音(5) 中村　鞠太(5) 堀越　　真(5) 米山　飛大(5)
ﾅｶﾞﾀ ｼｵﾝ ﾅｶﾑﾗ ｷｸﾀ ﾎﾘｺｼ ｼﾝ ﾖﾈﾔﾏ ﾋｯﾀ
(13) 3:10 (20) 6:35 (22) 10:15 (22) 13:53
(13) 3:10 (22) 3:25 (25) 3:40 (26) 3:38

23 13:55 12 TEAM★K 薄井　柊希(6) 木下　盛登(5) 大野　柳真(5) 柳澤　杏多(6)
ｳｽｲ ｼｭｳｷ ｷﾉｼﾀ ﾀｹﾄ ｵｵﾉ ﾘｭｼﾝ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｷｮｳﾀ
(26) 3:29 (25) 7:01 (23) 10:27 (23) 13:55
(26) 3:29 (26) 3:32 (16) 3:26 (22) 3:28

24 13:59 25 どりかむ太田 Ｂ 御子貝竜汰(5) 小林　眞悟(5) 関根　瑛平(5) 周藤　祐心(5)
ﾐｺｶﾞｲ ﾘｭｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ ｾｷﾈ ﾖｳﾍｲ ｼｭｳﾄｳ ﾕｳｼﾝ
(22) 3:21 (23) 6:51 (24) 10:36 (24) 13:59
(22) 3:21 (24) 3:30 (27) 3:45 (17) 3:23

25 14:09 16 高崎Winds Ｄ 勅使川原海斗(5) 西井　瑛人(5) 松村　僚真(5) 大澤　　仁(5)
ﾃｼｶﾞﾜﾗ ｶｲﾄ ﾆｼｲ ｴｲﾄ ﾏﾂﾑﾗ ﾘｮｳﾏ ｵｵｻﾜ ｼﾞﾝ
(23) 3:23 (24) 6:55 (26) 10:37 (25) 14:09
(23) 3:23 (26) 3:32 (26) 3:42 (24) 3:32

26 14:14 23 アラマキッズ Ｃ 天田優衣斗(5) 高野　博斗(5) 森下　啓玖(5) 青木　大治(5)
ｱﾏﾀﾞ ﾕｲﾄ ﾀｶﾉ ﾋﾛﾄ ﾓﾘｼﾀ ﾋﾗｸ ｱｵｷ ﾀｲﾁ
(31) 3:45 (26) 7:10 (25) 10:36 (26) 14:14
(31) 3:45 (22) 3:25 (16) 3:26 (26) 3:38

27 14:40 15 高崎Winds Ｃ 住谷　　航(6) 大嶋　駿介(6) 手島　透吾(6) 秀島　弘聖(6)
ｽﾐﾔ ﾜﾀﾙ ｵｵｼﾏ ｼｭﾝｽｹ ﾃｼﾞﾏ ﾄｳｺﾞ ﾋﾃﾞｼﾏ ｺｳｾｲ
(25) 3:29 (30) 7:17 (30) 11:07 (27) 14:40
(25) 3:29 (30) 3:48 (29) 3:50 (25) 3:33
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2018年 第18回群馬県小学生駅伝競走大会
兼 小学生マラソン大会
主催:群馬陸上競技協会
会場:正田醤油スタジアム群馬並びに周辺コース（群馬県立敷島公園陸上競技場）
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
日付:2018-11-17 最終コール:0:00 競技開始:9:15

総合成績リスト 男子クラブ対抗の部

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 1区 2区 3区 4区
1.0km 1.0km 1.0km 1.0km

28 14:49 8 伊勢崎陸上ｸﾗﾌﾞC 渡邉　柊也(5) 中島　文陽(5) 大栗伸太朗(5) 若月　煌空(5)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾔ ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｻﾔ ｵｵｸﾘ ｼﾝﾀﾛｳ ﾜｶﾂｷ ｿﾗ
(27) 3:35 (29) 7:15 (31) 11:08 (28) 14:49
(27) 3:35 (29) 3:40 (31) 3:53 (28) 3:41

29 14:55 10 ｽｰﾊﾟｰｱｽﾘｰﾄ玉村 羽鳥　優希(6) 木村優太郎(6) 茂木琥太郎(6) 大塚　　煌(6)
ﾊﾄﾘ ﾕｳｷ ｷﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ ﾓﾃｷ ｺﾀﾛｳ ｵｵﾂｶ ｷﾗ
(28) 3:37 (28) 7:14 (29) 11:06 (29) 14:55
(28) 3:37 (28) 3:37 (30) 3:52 (29) 3:49

30 14:57 9 伊勢崎陸上ｸﾗﾌﾞD 高野　一馬(5) 雨宮　一煌(6) 川島　空翔(6) 神田　颯汰(5)
ﾀｶﾉ ｶｽﾞﾏ ｱﾒﾐﾔ ｲｯｺｳ ｶﾜｼﾏ ｿﾗ ｶﾝﾀﾞ ｿｳﾀ
(29) 3:38 (31) 7:36 (28) 11:06 (30) 14:57
(29) 3:38 (31) 3:58 (21) 3:30 (30) 3:51

31 14:58 30前橋市陸上競技協会C 都丸　知隼(5) 田中　昂輝(5) 深澤　裕大(6) 千葉　大成(5)
ﾄﾏﾙ ﾁﾊﾔ ﾀﾅｶ ｲﾌﾞｷ ﾌｶｻﾜ ﾕｳﾀ ﾁﾊﾞ ﾀｲｾｲ
(30) 3:39 (27) 7:10 (27) 10:59 (31) 14:58
(30) 3:39 (25) 3:31 (28) 3:49 (31) 3:59

11 ｽｰﾊﾟｰｱｽﾘｰﾄ玉村A
DNS
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2018年 第18回群馬県小学生駅伝競走大会
兼 小学生マラソン大会
主催:群馬陸上競技協会
会場:正田醤油スタジアム群馬並びに周辺コース（群馬県立敷島公園陸上競技場）
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
日付:2018-11-17 最終コール:0:00 競技開始:10:00

総合成績リスト 女子クラブ対抗の部

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 1区 2区 3区 4区
1.0km 1.0km 1.0km 1.0km

1 12:18 20 アラマキッズ Ａ 落合優希奈(6) 中村　愛花(6) 山田　小華(6) 清水　りの(5)
ｵﾁｱｲ ﾕｷﾅ ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅｶ ﾔﾏﾀﾞ ｺﾊ ｼﾐｽﾞ ﾘﾉ
(9) 3:13 (1) 6:03 (1) 9:13 (1) 12:18
(9) 3:13 (1) 2:50 (1) 3:10 (1) 3:05

2 12:49 24 どりかむ太田 Ａ 横倉　　杏(6) 関　　葵衣(6) 飯塚菜々美(5) 成澤　柚日(5)
ﾖｺｸﾗ ｱﾝｽﾞ ｾｷ ｱｵｲ ｲｲｽﾞｶ ﾅﾅﾐ ﾅﾘｻﾜ ﾕｳﾋ
(3) 3:07 (4) 6:18 (2) 9:33 (2) 12:49
(3) 3:07 (5) 3:11 (2) 3:15 (4) 3:16

3 12:54 21 アラマキッズ Ｂ 柳田　美緒(6) 杉森　由萌(5) 千木良風香(6) 金子　　雅(6)
ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾐｵ ｽｷﾞﾓﾘ ﾕﾒ ﾁｷﾞﾗ ﾌｳｶ ｶﾈｺ ﾐﾔﾋﾞ
(1) 3:05 (3) 6:14 (4) 9:40 (3) 12:54
(1) 3:05 (3) 3:09 (7) 3:26 (2) 3:14

4 13:06 26 境クラブ 小泉　咲菜(6) 新井那津希(5) 南澤　優妃(6) 平尾　華音(6)
ｺｲｽﾞﾐ ｻﾅ ｱﾗｲ ﾅﾂｷ ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ﾕｳﾋ ﾋﾗｵ ｶﾉﾝ
(4) 3:10 (5) 6:19 (3) 9:39 (4) 13:06
(4) 3:10 (3) 3:09 (3) 3:20 (13) 3:27

5 13:11 3 吾妻榛嶺クラブ Ａ 白鳥　月華(6) 青木　裕希(6) 飯塚　　悠(5) 綿貫　優羽(5)
ｼﾗﾄﾘ ﾙｶ ｱｵｷ ﾕｳｷ ｲｲﾂﾞｶ ﾕｳｷ ﾜﾀﾇｷ ﾕｳ
(13) 3:19 (10) 6:34 (7) 9:56 (5) 13:11
(13) 3:19 (7) 3:15 (6) 3:22 (3) 3:15

6 13:12 22 アラマキッズ Ｃ 深田　実優(5) 大林　美桜(5) 大林　佳奈(6) 山崎陽南子(6)
ﾌｶﾀﾞ ﾐﾕ ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾐｵ ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶﾅ ﾔﾏｻｷ ﾋﾅｺ
(10) 3:14 (9) 6:33 (6) 9:54 (6) 13:12
(10) 3:14 (9) 3:19 (5) 3:21 (5) 3:18

7 13:17 18 おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰA 豊﨑　妃夏(6) 高橋こはる(6) 星野　来未(5) 青木　　文(5)
ﾄﾖｻｷ ﾋﾅﾂ ﾀｶﾊｼ ｺﾊﾙ ﾎｼﾉ ｸﾙﾐ ｱｵｷ ｱﾔ
(5) 3:11 (2) 6:12 (5) 9:43 (7) 13:17
(5) 3:11 (2) 3:01 (11) 3:31 (17) 3:34

8 13:23 10 高崎Winds Ａ 太田　　藍(6) 鶴田　彩夏(6) 後閑妃愛花(5) 久保　亜月(6)
ｵｵﾀ ｱｲ ﾂﾙﾀ ｱﾔｶ ｺﾞｶﾝ ﾋﾒｶ ｸﾎﾞ ｱﾂﾞｷ
(7) 3:12 (6) 6:26 (9) 9:58 (8) 13:23
(7) 3:12 (6) 3:14 (12) 3:32 (11) 3:25

9 13:30 17 桐生市陸上競技協会 加藤　ゆい(6) 谷　　亜純(6) 田島　優安(6) 小林　奏惠(6)
ｶﾄｳ ﾕｲ ﾀﾆ ｱｽﾞﾐ ﾀｼﾞﾏ ﾕｱﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅｴ
(8) 3:13 (8) 6:33 (10) 10:06 (9) 13:30
(8) 3:13 (11) 3:20 (14) 3:33 (10) 3:24

10 13:32 27前橋市陸上競技協会A 黒岩　知榎(6) 桑原　理緒(6) 石黒　美優(6) 横山　涼葉(6)
ｸﾛｲﾜ ﾁｶ ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘｵ ｲｼｸﾞﾛ ﾐﾕ ﾖｺﾔﾏ ｽｽﾞﾊ
(16) 3:25 (12) 6:44 (12) 10:14 (10) 13:32
(16) 3:25 (9) 3:19 (9) 3:30 (5) 3:18

11 13:39 4 吾妻榛嶺クラブ Ｂ 塚田　優奈(6) 土谷　奏奈(6) 横沢なつき(6) 神野　紗蘭(6)
ﾂｶﾀﾞ ﾕﾅ ﾂﾁﾔ ｿﾅ ﾖｺｻﾜ ﾅﾂｷ ｺｳﾉ ｻﾗ
(12) 3:18 (11) 6:42 (13) 10:14 (11) 13:39
(12) 3:18 (12) 3:24 (12) 3:32 (11) 3:25

12 13:40 1 たちばなR.C 堀口　光咲(6) 君島　希佳(6) 櫻井　彩音(5) 松井　綾音(6)
ﾎﾘｸﾞﾁ ﾐｻｷ ｷﾐｼﾞﾏ ﾉﾉｶ ｻｸﾗｲ ｱﾔﾈ ﾏﾂｲ ｱﾔﾈ
(2) 3:06 (7) 6:30 (8) 9:58 (12) 13:40
(2) 3:06 (12) 3:24 (8) 3:28 (24) 3:42

13 13:43 23 アラマキッズ D 爲谷　陽愛(5) 片山　翔亜(5) 舘野　眞子(5) 田代莉奈子(5)
ﾀﾒｶﾞｲ ﾋﾖﾘ ｶﾀﾔﾏ ﾄｱ ﾀﾃﾉ ﾏｺ ﾀｼﾛ ﾘﾅｺ
(11) 3:18 (13) 6:45 (15) 10:20 (13) 13:43
(11) 3:18 (15) 3:27 (16) 3:35 (8) 3:23

14 13:46 8 伊勢崎陸上ｸﾗﾌﾞA 岡田　陽奈(6) 浅田　　菖(6) 小茂田琉七(6) 飯島　　葵(5)
ｵｶﾀﾞ ﾋﾅ ｱｻﾀﾞ ｱﾔﾒ ｺﾓﾀﾞ ﾙﾅ ｲｲｼﾞﾏ ｱｵｲ
(15) 3:22 (16) 6:49 (11) 10:09 (14) 13:46
(15) 3:22 (15) 3:27 (3) 3:20 (20) 3:37
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2018年 第18回群馬県小学生駅伝競走大会
兼 小学生マラソン大会
主催:群馬陸上競技協会
会場:正田醤油スタジアム群馬並びに周辺コース（群馬県立敷島公園陸上競技場）
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
日付:2018-11-17 最終コール:0:00 競技開始:10:00

総合成績リスト 女子クラブ対抗の部

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 1区 2区 3区 4区
1.0km 1.0km 1.0km 1.0km

15 13:47 25 どりかむ太田 Ｂ 阪下愛純美(5) 佐藤　　汐(5) 相子　優衣(5) 坂間　杏津(6)
ｻｶｼﾀ ﾏｽﾐ ｻﾄｳ ﾕｳ ｱｲｺ ﾕｲ ｻｶﾏ ｱﾝﾂﾞ
(6) 3:12 (14) 6:46 (14) 10:16 (15) 13:47
(6) 3:12 (21) 3:34 (9) 3:30 (15) 3:31

16 13:50 2 子持少年陸上クラブ 小川　莉央(5) 池澤　星夏(5) 樋口　陽葵(6) 岡田　奈緒(6)
ｵｶﾞﾜ ﾘｵ ｲｹｻﾞﾜ ｾﾅ ﾋｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ ｵｶﾀﾞ ﾅｵ
(24) 3:32 (17) 6:50 (16) 10:28 (16) 13:50
(24) 3:32 (8) 3:18 (19) 3:38 (7) 3:22

17 13:52 28前橋市陸上競技協会B 栁下　香乃(6) 西内　心結(6) 川野　美結(6) 小林万祐子(6)
ﾔﾅｷﾞｼﾀ ｶﾉ ﾆｼｳﾁ ﾐﾕ ｶﾜﾉ ﾐﾕ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕｺ
(17) 3:27 (18) 6:54 (17) 10:29 (17) 13:52
(17) 3:27 (15) 3:27 (16) 3:35 (8) 3:23

18 13:58 5 吾妻榛嶺クラブ Ｃ 篠原　美妃(6) 金子ほのか(6) 丸山　優結(5) 塩原　郁美(5)
ｼﾉﾊﾗ ﾐｻｷ ｶﾈｺ ﾎﾉｶ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾕ ｼｵﾊﾞﾗ ｲｸﾐ
(21) 3:30 (19) 6:55 (18) 10:31 (18) 13:58
(21) 3:30 (14) 3:25 (18) 3:36 (13) 3:27

19 14:11 6 吾妻榛嶺クラブ D 福田　有菜(6) 阪本　麻優(6) 二宮　陽向(6) 小池　　萌(6)
ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾅ ｻｶﾓﾄ ﾏﾕ ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾅﾀ ｺｲｹ ﾓｴ
(14) 3:20 (15) 6:48 (20) 10:38 (19) 14:11
(14) 3:20 (18) 3:28 (29) 3:50 (16) 3:33

20 14:16 11 高崎Winds Ｂ 門倉　由依(6) 渡邉　響弓(6) 大月　　光(6) 岩渕　和奏(6)
ｶﾄﾞｸﾗ ﾕｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ ｵｵﾂｷ ﾋｶﾘ ｲﾜﾌﾞﾁ ﾜｶﾅ
(19) 3:28 (20) 7:00 (19) 10:34 (20) 14:16
(19) 3:28 (20) 3:32 (15) 3:34 (24) 3:42

21 14:23 29前橋市陸上競技協会C 中村　莉菜(6) 小石　芹奈(6) 角田　穂香(6) 林　　英夢(6)
ﾅｶﾑﾗ ﾘﾅ ｺｲｼ ｾﾘﾅ ﾂﾉﾀﾞ ﾎﾉｶ ﾊﾔｼ ｴﾑ
(29) 3:35 (21) 7:05 (22) 10:47 (21) 14:23
(29) 3:35 (19) 3:30 (25) 3:42 (18) 3:36

22 14:27 32 碓水陸上競技クラブ 小林　飛奈(6) 須藤　凛人(5) 中澤　春陽(5) 中澤　　澄(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅ ｽﾄｳ ﾘﾝ ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙﾋ ﾅｶｻﾞﾜ ｽﾐﾚ
(23) 3:31 (23) 7:08 (21) 10:47 (22) 14:27
(23) 3:31 (23) 3:37 (23) 3:39 (22) 3:40

23 14:27 7 吾妻榛嶺クラブ E 佐藤　璃桜(5) 勝本　夢理(6) 羽鳥　碧葉(6) 飯塚　　杏(6)
ｻﾄｳ ﾘｵ ｶﾂﾓﾄ ﾕﾒﾘ ﾊﾄﾘ ｱｵﾊﾞ ｲｲﾂﾞｶ ｱﾝ
(22) 3:31 (26) 7:12 (24) 10:50 (23) 14:27
(22) 3:31 (27) 3:41 (19) 3:38 (20) 3:37

24 14:29 19 おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰB 山口　紗矢(5) 阿部　　渚(5) 山口　陽暖(6) 似内　志帆(5)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾔ ｱﾍﾞ ﾅｷﾞｻ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾉ ﾆﾀﾅｲ ｼﾎ
(18) 3:27 (22) 7:07 (26) 10:53 (24) 14:29
(18) 3:27 (26) 3:40 (27) 3:46 (18) 3:36

25 14:35 30前橋市陸上競技協会D 引田　　翠(6) 金城　幸来(6) 関　　莉乃(6) 石原　恭佳(6)
ﾋｷﾀﾞ ｽｲ ｷﾝｼﾞｮｳ ｻｷ ｾｷ ﾘﾉ ｲｼﾊﾗ ｷｮｳｶ
(20) 3:29 (25) 7:10 (23) 10:49 (25) 14:35
(20) 3:29 (27) 3:41 (23) 3:39 (28) 3:46

26 14:40 9 伊勢崎陸上ｸﾗﾌﾞB 茂木　桃華(5) 中島　陽夏(5) 大島萌衣里(6) 新井ひろか(6)
ﾓｷﾞ ﾓﾓｶ ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾅﾂ ｵｵｼﾏ ﾒｲﾘ ｱﾗｲ ﾋﾛｶ
(26) 3:34 (28) 7:13 (25) 10:51 (26) 14:40
(26) 3:34 (25) 3:39 (19) 3:38 (29) 3:49

27 14:45 13 高崎Winds Ｄ 太田　　玲(5) 伊澤恵俐佳(6) 吉田　澪香(6) 福島　知笑(5)
ｵｵﾀ ﾚｲ ｲｻﾞﾜ ｴﾘｶ ﾖｼﾀﾞ ﾚｲｶ ﾌｸｼﾏ ﾁｴﾐ
(25) 3:33 (29) 7:14 (29) 11:05 (27) 14:45
(25) 3:33 (27) 3:41 (31) 3:51 (22) 3:40

28 14:45 14 高崎Winds Ｅ 高橋　由奈(5) 植松ひなの(5) 小島　紗季(5) 井形　玲菜(5)
ﾀｶﾊｼ ﾕﾅ ｳｴﾏﾂ ﾋﾅﾉ ｺｼﾞﾏ ｻｷ ｲｶﾀ ﾚﾅ
(28) 3:34 (24) 7:10 (28) 11:00 (28) 14:45
(28) 3:34 (22) 3:36 (29) 3:50 (27) 3:45



Page:3 of 3

2018年 第18回群馬県小学生駅伝競走大会
兼 小学生マラソン大会
主催:群馬陸上競技協会
会場:正田醤油スタジアム群馬並びに周辺コース（群馬県立敷島公園陸上競技場）
後援：群馬県教育委員会　上毛新聞社
日付:2018-11-17 最終コール:0:00 競技開始:10:00

総合成績リスト 女子クラブ対抗の部

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 1区 2区 3区 4区
1.0km 1.0km 1.0km 1.0km

29 14:51 12 高崎Winds Ｃ 今井寧々花(6) 石榑　笑李(6) 磯貝美由紀(6) 大友保乃花(6)
ｲﾏｲ ﾈﾈｶ ｲｼｸﾞﾚ ｴﾐﾘ ｲｿｶﾞｲ ﾐﾕｷ ｵｵﾄﾓ ﾎﾉｶ
(30) 3:35 (32) 7:31 (30) 11:09 (29) 14:51
(30) 3:35 (32) 3:56 (19) 3:38 (24) 3:42

30 15:10 33前橋市陸上競技協会Ｆ 髙村　結愛(2) 中村　凪沙(5) 摺淵　　杏(5) 齋藤　桃嘉(5)
ﾀｶﾑﾗ ﾕｱ ﾅｶﾑﾗ ﾅｷﾞｻ ｽﾘﾌﾞﾁ ｱｽﾞ ｻｲﾄｳ ﾓﾓｶ
(27) 3:34 (27) 7:12 (27) 10:56 (30) 15:10
(27) 3:34 (24) 3:38 (26) 3:44 (32) 4:14

31 15:15 16金古ランニングクラブ 川野　柚季(5) 中村　心春(5) 一場　亜実(6) 深津　羽那(6)
ｶﾜﾉ ﾕｽﾞｷ ﾅｶﾑﾗ ｺﾊﾙ ｲﾁﾊﾞ ｱﾐ ﾌｶﾂﾞ ﾊﾅ
(32) 3:40 (31) 7:28 (31) 11:14 (31) 15:15
(32) 3:40 (31) 3:48 (27) 3:46 (31) 4:01

32 15:23 31前橋市陸上競技協会E 奈良　愛凜(6) 黒岩　希風(6) 中原　まい(6) 町田　凛子(6)
ﾅﾗ ｱｲﾘ ｸﾛｲﾜ ﾉﾉｶ ﾅｶﾊﾗ ﾏｲ ﾏﾁﾀﾞ ﾘﾝｺ
(31) 3:35 (30) 7:16 (32) 11:31 (32) 15:23
(31) 3:35 (27) 3:41 (32) 4:15 (30) 3:52

15 高崎Winds Ｆ
DNS
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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
マラソン（600m） 11/17 越尾　紬禾(1)  2:21.92

古巻

関根　暖真(1)  2:22.38

勝山

石田  浩章(1)  2:25.96

前橋東

飯塚　悠太(1)  2:26.55

古巻

藤原　成来(1)  2:26.81

橘

新井　凱仁(1)  2:28.57

岩平

松本  大輝(1)  2:29.58

桃瀬

安齋　翔真(1)  2:30.33

高崎城東

男子小
学１年

マラソン（600m） 11/17 君島　光哉(2)  2:07.84

橘

石井　　潤(2)  2:07.89

金古

石黒　大地(2)  2:12.96

東部

坂本　鼓晴(2)  2:13.22

古巻

黛　　佑晟(2)  2:15.31

三郷

佐藤  　光(2)  2:17.33

吉井

須江真太郎(2)  2:17.80

滝川

内山　創太(2)  2:18.29

宮郷

男子小
学２年

マラソン（800m） 11/17 狩野　夢翔(3)  2:43.63

荒牧

中村　　遼(3)  2:49.18

浜尻

荻原　遥樹(3)  2:49.98

生品

片山　　耕(3)  2:51.79

塚沢

寺田　駿平(3)  2:52.75

富岡

飯ヶ谷星成(3)  2:55.39

磯部

櫻井　惇太(3)  2:56.43

佐野

竹渕　颯真(3)  2:56.95

金古

男子小
学３年

マラソン（800m） 11/17 塚田　魁士(4)  2:33.26

吉井

髙橋　壱星(4)  2:37.60

韮川西

山田　詠大(4)  2:39.78

新高尾

相蘇  耀介(4)  2:39.93

国府

髙橋　春仁(4)  2:42.04

金島

髙橋　創獅(4)  2:42.16

高崎城東

清水　怜生(4)  2:42.34

前橋城南

大貫  　廉(4)  2:43.13

鳥之郷

男子小
学４年

マラソン（1000m） 11/17 成田　拓夢(5)  3:05

桃川

鳥羽　京介(5)  3:07

玉村

馬場　健斗(5)  3:07

休泊

鈴木　虹翔(5)  3:08

群馬国際Ａ

大竹　実吹(5)  3:09

あずま南

小林悠太朗(5)  3:09

韮川西

井上　凛人(5)  3:18

西横野

髙橋　律貴(5)  3:22

古巻

男子小
学５年

マラソン（1000m） 11/17 内山　波音(6)  3:01

玉村

林　　悠太(6)  3:03

上川淵

新田　愛斗(6)  3:03

前橋東

石川　　伶(6)  3:04

中居

佐々木隆太郎(6)  3:07

渋川北

高野　　晄(6)  3:12

前橋城南

大島　和樹(6)  3:14

玉村

須藤　瑛大(6)  3:16

菱

男子小
学６年

マラソン（600m） 11/17 新井　香怜(1)  2:18.92

尾島

髙橋　朋香(1)  2:24.89

片品

山中理絵子(1)  2:25.00

高崎城東

櫻井　沙樹(1)  2:27.65

長尾

大林　心菜(1)  2:28.09

美土里

江原　想乃(1)  2:32.20

石井

川島　陽心(1)  2:32.32

名和

戸塚　玲那(1)  2:33.46

高崎城東

女子小
学１年

マラソン（600m） 11/17 山崎菜南子(2)  2:14.06

西部

上原みなみ(2)  2:16.97

桂萱東

粕川ひより(2)  2:17.17

渋川北

中野　瑠花(2)  2:17.48

茂呂

南澤　咲良(2)  2:19.15

境

鏑木　奏楽(2)  2:19.46

休泊

宮西　桃萌(2)  2:19.85

古巻

小林　侑楽(2)  2:19.95

勝山

女子小
学２年

マラソン（800m） 11/17 川野　梓季(3)  2:45.19

金古

小野里佳恋(3)  2:54.92

高崎南

金嶋ゆうか(3)  2:55.26

倉賀野

櫛渕比楽理(3)  2:59.47

下川淵

大塚　　詩(3)  2:59.71

中居

田島　萌衣(3)  3:05.03

境

津坂　芹里(3)  3:06.44

茂呂

猿谷　　心(3)  3:07.56

西横野

女子小
学３年

マラソン（800m） 11/17 上原　杏心(4)  2:45.75

美土里

木暮　乃蒼(4)  2:47.81

桃川

関　　菜摘(4)  2:51.47

綿打

下平　乙寧(4)  2:53.29

下里見

根岸　美乃(4)  2:55.07

宮郷

中山　心暖(4)  2:56.66

生品

大山　華澄(4)  2:57.26

高崎中川

間仁田さら(4)  3:00.26

清里

女子小
学４年

マラソン（1000m） 11/17 中尾　咲菜(5)  3:16

大泉南

深田　茉優(5)  3:18

佐野

古澤　美胡(5)  3:18

川内

吉田　萌華(5)  3:21

沼田北

白倉　愛梨(5)  3:25

沼田北

國井　茉尋(5)  3:32

休泊

野村紗衣子(5)  3:32

長野原中央

佐藤　花絵(5)  3:33

渋川北

女子小
学５年

マラソン（1000m） 11/17 星野　彩花(6)

3:11

河南　萌生(6)

3:13

星野　優月(6)

3:14

深掘　杏華(6)

3:15

寺井　優月(6)

3:21

松島　實乃(6)

3:26

金井　春日(6)

3:27

髙津　七夢(6)

3:29

女子小
学６年


