
Page:1 of 2

平成２８年度　高崎市中学校駅伝競走大会   主催::高崎市中学校体育連盟　高崎市教育委員会     競技場:浜川競技場周辺コース 2016/10/8
総合成績リスト

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区
4.2km 3.8km 3.8km 3.8km 3.8km 3.8km

1 1:20:37 26 吉井西A 石井  大翔 西尾  介翔 矢島  睦大 奥寺新之介 矢澤  瑞基 今井  大翔
(1) 13:56 (1) 26:38 (1) 39:44 (1) 53:28 (1) 1:06:49 (1) 1:20:37
(1) 13:56 (1) 12:42 (1) 13:06 (5) 13:44 (1) 13:21 (4) 13:48

2 1:22:04 213 矢中A 小林  大介 岸本  巧海 小暮  壮志 板垣  俊祐 山室  和輝 高久  和樹
(8) 14:37 (4) 27:59 (2) 41:17 (2) 54:05 (2) 1:08:05 (2) 1:22:04
(8) 14:37 (4) 13:22 (2) 13:18 (1) 12:48 (6) 14:00 (8) 13:59

3 1:23:14 11 群馬中央A 柏戸  葵志 細谷  優知 狩野  歩夢 堀越  麗空 川口  祥也 山本  和真
(7) 14:35 (5) 28:15 (4) 41:52 (6) 56:04 (4) 1:09:38 (3) 1:23:14
(7) 14:35 (8) 13:40 (4) 13:37 (11) 14:12 (2) 13:34 (3) 13:36

4 1:23:23 25 入野A 長谷川  匠 瀬下  凱翔 瀬下  涼凱 南    立樹 原田竹千代 小板橋勇亨
(2) 14:21 (2) 27:48 (3) 41:40 (4) 55:29 (6) 1:09:55 (4) 1:23:23
(2) 14:21 (5) 13:27 (11) 13:52 (6) 13:49 (12) 14:26 (2) 13:28

5 1:23:25 225 中央中等A 面田  尚輝 塩原    陸 鶴谷    峻 保木  竣次 小渕  倖太 星野  元希
(14) 15:26 (6) 28:18 (5) 41:55 (5) 55:33 (3) 1:09:32 (5) 1:23:25
(14) 15:26 (2) 12:52 (4) 13:37 (4) 13:38 (5) 13:59 (6) 13:53

6 1:23:41 13 榛名A 三堀  大翔 田子  喬斗 鈴木    翔 小林  晃祐 後閑  知耶 金井  七輝
(3) 14:23 (7) 28:19 (8) 42:18 (7) 56:19 (7) 1:10:14 (6) 1:23:41
(3) 14:23 (10) 13:56 (12) 13:59 (8) 14:01 (4) 13:55 (1) 13:27

7 1:23:42 200 大類A 岡田  颯斗 野澤  佳祐 井口  裕斗 福田  幹太 有江  武蔵 金子正之助
(10) 14:52 (8) 28:23 (6) 42:11 (3) 55:23 (5) 1:09:42 (7) 1:23:42
(10) 14:52 (6) 13:31 (9) 13:48 (2) 13:12 (11) 14:19 (9) 14:00

8 1:24:31 126 高南 堀口  竜也 田口  礼依 吉田  匠吾 遠藤  友誉 天田  力暉 吉田  光希
(6) 14:34 (10) 28:39 (9) 42:18 (9) 56:54 (8) 1:10:36 (8) 1:24:31
(6) 14:34 (12) 14:05 (7) 13:39 (18) 14:36 (3) 13:42 (7) 13:55

9 1:25:35 120 片岡 星野  隆也 石井  亮汰 町田    開 斎藤  南人 柳沢  直士 土屋  琉世
(5) 14:34 (11) 28:55 (12) 43:24 (10) 57:25 (9) 1:11:25 (9) 1:25:35
(5) 14:34 (17) 14:21 (15) 14:29 (8) 14:01 (6) 14:00 (13) 14:10

10 1:26:48 121 塚沢 井田  耕平 井田  惇平 關口  優太 大桃  史也 鈴木  駿英 樋口  雄大
(9) 14:40 (3) 27:52 (11) 43:14 (11) 57:29 (11) 1:12:12 (10) 1:26:48
(9) 14:40 (3) 13:12 (21) 15:22 (12) 14:15 (16) 14:43 (18) 14:36

11 1:26:51 122 佐野A 石塚    健 高橋  勇翔 松本  龍英 金子源一郎 河野結貴弥 大森    瞬
(12) 14:57 (9) 28:31 (7) 42:13 (8) 56:39 (10) 1:11:31 (11) 1:26:51
(12) 14:57 (7) 13:34 (8) 13:42 (17) 14:26 (17) 14:52 (20) 15:20

12 1:26:53 23 吉井中央 高坂  歩夢 山﨑  光貴 高坂  拓夢 松井    空 山口    陸 里見  隆気
(11) 14:56 (12) 29:04 (10) 42:54 (12) 58:15 (12) 1:12:20 (12) 1:26:53
(11) 14:56 (13) 14:08 (10) 13:50 (21) 15:21 (9) 14:05 (17) 14:33

13 1:27:02 119 中尾A 黒崎  堅太 塚越    礼 黛    大夢 狩野  優人 小幡  祐莉 中山  里空
(15) 15:30 (19) 30:22 (15) 44:27 (15) 58:49 (13) 1:13:00 (13) 1:27:02
(15) 15:30 (22) 14:52 (13) 14:05 (15) 14:22 (10) 14:11 (10) 14:02

14 1:27:13 125 南八幡A 有坂  慎志 髙林  流生 佐藤  穂高 松﨑  世夏 酒井  悠雅 森    大輝
(17) 15:38 (16) 29:51 (18) 44:35 (18) 58:59 (14) 1:13:00 (14) 1:27:13
(17) 15:38 (14) 14:13 (17) 14:44 (16) 14:24 (8) 14:01 (15) 14:13

15 1:27:17 203 寺尾A 柳澤    悠 矢嶋  隼人 富田    蓮 玉木  颯太 樋口    綸 本正  健人
(4) 14:31 (13) 29:10 (14) 44:20 (14) 58:36 (15) 1:13:13 (15) 1:27:17
(4) 14:31 (21) 14:39 (19) 15:10 (13) 14:16 (15) 14:37 (11) 14:04

16 1:27:57 123 長野郷 佐藤  匠馬 森田  翔伍 青山  活樹 田村健太朗 笠原  龍一 時澤  夏生
(18) 15:41 (18) 30:16 (19) 44:39 (17) 58:57 (16) 1:13:27 (16) 1:27:57
(18) 15:41 (20) 14:35 (14) 14:23 (14) 14:18 (13) 14:30 (16) 14:30

17 1:28:03 12 箕郷A 岡田  竜治 黛    隼鷹 新井  颯太 宮﨑  洋明 齋藤  匠史 小澤  京征
(23) 16:28 (20) 30:43 (21) 45:52 (20) 59:18 (17) 1:13:52 (17) 1:28:03
(23) 16:28 (15) 14:15 (18) 15:09 (3) 13:26 (14) 14:34 (14) 14:11

18 1:28:09 114 第一 大越光太郎 福本  隆成 東海林亮平 深堀  泰生 田村  拓海 樋口  隼斗
(13) 15:19 (15) 29:38 (13) 44:10 (13) 58:19 (19) 1:14:04 (18) 1:28:09
(13) 15:19 (16) 14:19 (16) 14:32 (10) 14:09 (20) 15:45 (12) 14:05

19 1:28:22 118 豊岡A 中山  颯人 飯塚  駿介 岩淵  陸人 石塚  智大 若菜    蓮 石井  琢斗
(21) 16:23 (22) 30:56 (16) 44:31 (21) 59:20 (20) 1:14:33 (19) 1:28:22
(21) 16:23 (19) 14:33 (3) 13:35 (20) 14:49 (19) 15:13 (5) 13:49

20 1:28:40 207 群馬南A 野本  康悟 白石有之介 湯浅  海翔 善養寺  諒 中山  樹希 木村  愛哉
(19) 15:51 (14) 29:38 (20) 44:56 (16) 58:55 (18) 1:13:58 (20) 1:28:40
(19) 15:51 (9) 13:47 (20) 15:18 (7) 13:59 (18) 15:03 (19) 14:42

21 1:31:12 115 高松 本間    純 高橋  幸佑 松本  健伸 山根  康生 多治見誠大 福田いちゐ
(22) 16:26 (21) 30:55 (17) 44:32 (19) 59:14 (21) 1:15:41 (21) 1:31:12
(22) 16:26 (18) 14:29 (4) 13:37 (19) 14:42 (23) 16:27 (21) 15:31

22 1:35:00 22 新町 町田    翼 内山  隆生 津久井  魁 滝沢    凌 井野  椋介 渡部  陽登
(20) 16:05 (17) 30:07 (22) 46:16 (22) 1:03:08 (22) 1:19:05 (22) 1:35:00
(20) 16:05 (11) 14:02 (22) 16:09 (23) 16:52 (22) 15:57 (22) 15:55

23 1:35:56 16 倉渕 原田  航希 中澤  悠真 長谷川直斗 原田  晟矢 塚越  伊吹 萩原    翼
(16) 15:35 (23) 30:58 (23) 48:17 (23) 1:03:49 (23) 1:19:42 (23) 1:35:56
(16) 15:35 (23) 15:23 (23) 17:19 (22) 15:32 (21) 15:53 (23) 16:14

OPN 1:36:25 51 豊岡B 北川和津磨 兒玉  大空 松坂  文太 関谷虎太郎 加藤  虎音 岡部  拓弥
(OPN) 17:52 (OPN) 33:13 (OPN) 48:20 (OPN) 1:04:12 (OPN) 1:20:05 (OPN) 1:36:25
(OPN) 17:52 (OPN) 15:21 (OPN) 15:07 (OPN) 15:52 (OPN) 15:53 (OPN) 16:20

OPN 1:30:14 52 中尾B 綿貫    豪 湯浅  尚哉 松岡  巧真 芝田  幹太 内野  裕斗 秦    昂平
(OPN) 15:34 (OPN) 30:23 (OPN) 45:05 (OPN) 1:00:15 (OPN) 1:15:27 (OPN) 1:30:14
(OPN) 15:34 (OPN) 14:49 (OPN) 14:42 (OPN) 15:10 (OPN) 15:12 (OPN) 14:47

OPN 1:30:53 53 大類B 長井    大 河合    翼 高橋  広大 岩澤    諒 富所  陽仁 田部井大輔
(OPN) 15:54 (OPN) 29:58 (OPN) 44:47 (OPN) 59:53 (OPN) 1:15:43 (OPN) 1:30:53
(OPN) 15:54 (OPN) 14:04 (OPN) 14:49 (OPN) 15:06 (OPN) 15:50 (OPN) 15:10

OPN 1:33:54 54 佐野B 藤岡  来夢 小池  春都 横尾  凌大 不破  俊英 北詰  尋紀 小笠原  陸
(OPN) 17:14 (OPN) 31:35 (OPN) 46:21 (OPN) 1:01:40 (OPN) 1:17:47 (OPN) 1:33:54
(OPN) 17:14 (OPN) 14:21 (OPN) 14:46 (OPN) 15:19 (OPN) 16:07 (OPN) 16:07

OPN 1:33:57 55 南八幡B 松原  湧利 深澤  佑斗 飯島  寛登 梅山  隼輔 中仙道陽太 宮内  賢吾
(OPN) 16:47 (OPN) 31:55 (OPN) 47:01 (OPN) 1:02:33 (OPN) 1:18:09 (OPN) 1:33:57
(OPN) 16:47 (OPN) 15:08 (OPN) 15:06 (OPN) 15:32 (OPN) 15:36 (OPN) 15:48
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順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区
4.2km 3.8km 3.8km 3.8km 3.8km 3.8km

OPN 1:32:34 56 寺尾B 青木  健彰 井口  寛之 笠原  楓太 久林  隆祐 新井  亮汰 森  ハルナ
(OPN) 16:49 (OPN) 32:13 (OPN) 47:40 (OPN) 1:01:58 (OPN) 1:18:05 (OPN) 1:32:34
(OPN) 16:49 (OPN) 15:24 (OPN) 15:27 (OPN) 14:18 (OPN) 16:07 (OPN) 14:29

OPN 1:28:41 57 矢中B 原口  暁成 斉藤  恵太 芝田紘一郎 六本木壮吾 上原  知己 大木  耀平
(OPN) 15:43 (OPN) 30:13 (OPN) 44:47 (OPN) 59:29 (OPN) 1:14:23 (OPN) 1:28:41
(OPN) 15:43 (OPN) 14:30 (OPN) 14:34 (OPN) 14:42 (OPN) 14:54 (OPN) 14:18

OPN 1:31:13 58 榛名B 八木  俊樹 古原  朋樹 星名  太陽 山下    涼 長壁  立樹 岡野  央陸
(OPN) 15:53 (OPN) 30:00 (OPN) 45:07 (OPN) 1:00:09 (OPN) 1:16:10 (OPN) 1:31:13
(OPN) 15:53 (OPN) 14:07 (OPN) 15:07 (OPN) 15:02 (OPN) 16:01 (OPN) 15:03

OPN 1:30:45 59 箕郷B 根岸  琉穏 北爪  悠太 佐藤    蓮 重田  利家 大久保  輝 清水  莉楠
(OPN) 16:19 (OPN) 30:54 (OPN) 45:14 (OPN) 1:00:39 (OPN) 1:15:28 (OPN) 1:30:45
(OPN) 16:19 (OPN) 14:35 (OPN) 14:20 (OPN) 15:25 (OPN) 14:49 (OPN) 15:17

OPN 1:30:43 60 群馬中央B 横澤陽日樹 乾    大志 山口  倫輝 福島  照陽 松阪    新 岡本  遥流
(OPN) 16:26 (OPN) 31:48 (OPN) 46:20 (OPN) 1:01:28 (OPN) 1:16:03 (OPN) 1:30:43
(OPN) 16:26 (OPN) 15:22 (OPN) 14:32 (OPN) 15:08 (OPN) 14:35 (OPN) 14:40

OPN 1:33:05 61 群馬南B 高梨  癒音 藍場  翔太 荒巻  達也 三木    翼 青柳  健太 坂本    全
(OPN) 16:03 (OPN) 30:53 (OPN) 45:36 (OPN) 1:00:46 (OPN) 1:16:52 (OPN) 1:33:05
(OPN) 16:03 (OPN) 14:50 (OPN) 14:43 (OPN) 15:10 (OPN) 16:06 (OPN) 16:13

OPN 1:34:47 62 入野B 髙橋  思温 吉田  憲矢 髙田  理生 福島風之神 柏倉  汰一 富田  晃生
(OPN) 16:55 (OPN) 31:42 (OPN) 46:52 (OPN) 1:02:07 (OPN) 1:19:12 (OPN) 1:34:47
(OPN) 16:55 (OPN) 14:47 (OPN) 15:10 (OPN) 15:15 (OPN) 17:05 (OPN) 15:35

OPN 1:30:15 63 吉井西B 平井  太洋 清水  大輔 吉田  智春 西尾  蓮人 笠原  幹斗 佐藤  智也
(OPN) 16:53 (OPN) 30:25 (OPN) 45:00 (OPN) 59:43 (OPN) 1:14:24 (OPN) 1:30:15
(OPN) 16:53 (OPN) 13:32 (OPN) 14:35 (OPN) 14:43 (OPN) 14:41 (OPN) 15:51

OPN 1:27:48 64 中央中等B 杉森  星彦 大西  優吾 金井  大起 髙橋    陽 長谷川健太 木檜  成仁
(OPN) 15:20 (OPN) 29:51 (OPN) 44:10 (OPN) 58:50 (OPN) 1:13:22 (OPN) 1:27:48
(OPN) 15:20 (OPN) 14:31 (OPN) 14:19 (OPN) 14:40 (OPN) 14:32 (OPN) 14:26

OPN 1:40:23 71 豊岡C 清水  祐希 矢口  瑞輝 深掘  幸仁 平野由太郎 有坂裕太郎 池内  優心
(OPN) 19:01 (OPN) 35:18 (OPN) 51:31 (OPN) 1:07:31 (OPN) 1:24:09 (OPN) 1:40:23
(OPN) 19:01 (OPN) 16:17 (OPN) 16:13 (OPN) 16:00 (OPN) 16:38 (OPN) 16:14

OPN 1:34:20 72 中尾C 北原  大成 田村  勇介 森山    輝 吉村  岳紀 松吉  旺佑 木村    翔
(OPN) 16:52 (OPN) 33:10 (OPN) 48:27 (OPN) 1:02:41 (OPN) 1:18:39 (OPN) 1:34:20
(OPN) 16:52 (OPN) 16:18 (OPN) 15:17 (OPN) 14:14 (OPN) 15:58 (OPN) 15:41

OPN 1:33:55 73 大類C 菅原    柊 深谷  峻大 箱田  向哉 関    海翔 富所  雅樹 本多  輝旬
(OPN) 16:42 (OPN) 31:16 (OPN) 46:05 (OPN) 1:01:59 (OPN) 1:17:47 (OPN) 1:33:55
(OPN) 16:42 (OPN) 14:34 (OPN) 14:49 (OPN) 15:54 (OPN) 15:48 (OPN) 16:08

OPN 1:34:43 74 矢中C 小暮  健太 菊池  遥希 中野    蓮 石川  将一 松本  和也 田中  那樹
(OPN) 17:27 (OPN) 32:35 (OPN) 47:41 (OPN) 1:03:21 (OPN) 1:18:41 (OPN) 1:34:43
(OPN) 17:27 (OPN) 15:08 (OPN) 15:06 (OPN) 15:40 (OPN) 15:20 (OPN) 16:02

OPN 1:34:20 75 榛名C 桜井  夏夢 坂本  和弥 中嶋  夏希 川腰  巨仁 堀内  佑真 丸木  海斗
(OPN) 16:23 (OPN) 31:15 (OPN) 45:32 (OPN) 1:00:36 (OPN) 1:17:08 (OPN) 1:34:20
(OPN) 16:23 (OPN) 14:52 (OPN) 14:17 (OPN) 15:04 (OPN) 16:32 (OPN) 17:12

OPN 1:36:37 76 箕郷C 吉田  亜藍 瀧野  直峻 遠藤  立規 梅田  帆高 山﨑  晴星 清水  海悠
(OPN) 16:28 (OPN) 30:59 (OPN) 46:41 (OPN) 1:01:47 (OPN) 1:18:42 (OPN) 1:36:37
(OPN) 16:28 (OPN) 14:31 (OPN) 15:42 (OPN) 15:06 (OPN) 16:55 (OPN) 17:55

OPN 1:31:41 77 中央中等C 松岡    言 小林  大介 木下    潤 松下  聡希 福本  慶成 吉田  滉樹
(OPN) 16:38 (OPN) 31:06 (OPN) 45:57 (OPN) 1:01:01 (OPN) 1:15:40 (OPN) 1:31:41
(OPN) 16:38 (OPN) 14:28 (OPN) 14:51 (OPN) 15:04 (OPN) 14:39 (OPN) 16:01

OPN 1:33:55 91 大類D 伊藤  択也 富岡  寛翔 原    拓巳 吉井    晃 山崎  公太 湯澤  龍生
(OPN) 16:46 (OPN) 31:32 (OPN) 47:02 (OPN) 1:03:07 (OPN) 1:18:58 (OPN) 1:33:55
(OPN) 16:46 (OPN) 14:46 (OPN) 15:30 (OPN) 16:05 (OPN) 15:51 (OPN) 14:57
第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区
4.2km 3.8km 3.8km 3.8km 3.8km 3.8km

区間記録 佐藤　有悟  永井　諒    牛窪　浩平  住谷　健太  永井　諒    清水　歓太  
13:31 12:08 12:14 12:43 12:54 11:48

OPN:オープン参加
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平成２８年度 高崎市中学校駅伝競走大会 主 催:高崎市中学校体育連盟 高崎市教育委員会

競技場:浜川競技場周辺コース 2016/10/8
総合成績リスト
順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区

2.6km 2.2km 2.2km 2.2km 2.2km
1 40:43 225 中央中等A 谷山 優衣 石黒 春妃 圓座 七果 駒井 美樹 山口 史華

(4) 8:55 (1) 16:46 (1) 24:34 (1) 32:48 (1) 40:43
(4) 8:55 (4) 7:51 (1) 7:48 (1) 8:14 (1) 7:55

2 41:39 11 群馬中央A 間庭 遥香 野口 未優 磯貝 璃奈 柴﨑美侑菜 今泉 千佳
(9) 9:15 (3) 17:01 (3) 25:10 (2) 33:38 (2) 41:39
(9) 9:15 (2) 7:46 (3) 8:09 (5) 8:28 (3) 8:01

3 41:54 213 矢中A 嶋田 茉由 中山 彩奈 田中きよの 萩原 萌香 大木 杏優
(11) 9:30 (6) 17:08 (6) 25:39 (3) 33:54 (3) 41:54
(11) 9:30 (1) 7:38 (7) 8:31 (2) 8:15 (2) 8:00

4 42:27 200 大類 不破聖衣来 堤 七香 竹内凜々子 日川野乃花 小笠原あすな
(1) 8:13 (2) 16:50 (4) 25:27 (6) 34:20 (4) 42:27
(1) 8:13 (18) 8:37 (9) 8:37 (14) 8:53 (5) 8:07

5 42:32 13 榛名A 内海 槙 加藤 愛子 関口 陽弓 清水 希保 後閑 蒼空
(8) 9:13 (4) 17:02 (5) 25:38 (5) 34:15 (5) 42:32
(8) 9:13 (3) 7:49 (8) 8:36 (7) 8:37 (6) 8:17

6 42:38 114 第一A 佐藤 美海 中島 結菜 小池 実結 中原 榛希 猪又 千尋
(3) 8:53 (9) 17:16 (2) 25:10 (4) 34:08 (6) 42:38
(3) 8:53 (13) 8:23 (2) 7:54 (15) 8:58 (10) 8:30

7 43:03 120 片岡A 中堀 沙耶 星野ひかる 梅澤 凜 甘田 夏野 眞杉 亜実
(10) 9:15 (10) 17:17 (9) 25:57 (11) 34:58 (7) 43:03
(10) 9:15 (5) 8:02 (11) 8:40 (17) 9:01 (4) 8:05

8 43:10 23 吉井中央 長谷川美空 鹿野 咲来 狩野 侑美 黒澤 李緒 関口 緑音
(7) 9:09 (7) 17:13 (8) 25:55 (7) 34:45 (8) 43:10
(7) 9:09 (8) 8:04 (13) 8:42 (11) 8:50 (8) 8:25

9 43:23 207 群馬南 三ツ澤歩美 橋本さくら 栗原希乃葉 金田 留奈 齋藤 琴映
(12) 9:43 (12) 17:51 (11) 26:07 (9) 34:49 (9) 43:23
(12) 9:43 (9) 8:08 (4) 8:16 (8) 8:42 (11) 8:34

10 43:32 119 中尾A 本保 朱理 平塚 美咲 田島 美波 田中 優衣 新井 法子
(6) 9:03 (5) 17:05 (7) 25:45 (10) 34:53 (10) 43:32
(6) 9:03 (5) 8:02 (11) 8:40 (19) 9:08 (12) 8:39

11 44:15 121 塚沢 市村 和奏 柳澤 優果 德江 亜衣 津久井美結 小泉 千遥
(5) 8:57 (8) 17:15 (10) 26:00 (8) 34:49 (11) 44:15
(5) 8:57 (11) 8:18 (16) 8:45 (10) 8:49 (19) 9:26

12 44:21 115 高松 倉橋寿沙花 宇津木 瞳 安藤 包美 塚越 友理 吉原 瑞貴
(21) 10:20 (14) 18:22 (15) 27:01 (12) 35:24 (12) 44:21
(21) 10:20 (5) 8:02 (10) 8:39 (4) 8:23 (15) 8:57

13 44:43 123 長野郷 飯嶋 裕真 樋口 凜香 池田 希瑚 髙野 結里 萩原 花実
(13) 9:49 (19) 18:39 (18) 27:21 (14) 35:53 (13) 44:43
(13) 9:49 (19) 8:50 (13) 8:42 (6) 8:32 (13) 8:50

14 45:04 118 豊岡 勅使川原夢南 大川日菜乃 勅使川原芽 石井 千晶 相川 涼佳
(16) 9:57 (17) 18:29 (19) 27:57 (20) 36:43 (14) 45:04
(16) 9:57 (17) 8:32 (23) 9:28 (9) 8:46 (7) 8:21

15 45:06 203 寺尾A 小幡 七海 大石 千秋 佐藤 美玖 金井愛里咲 反町 麻菜
(18) 10:10 (18) 18:37 (16) 27:03 (16) 36:01 (15) 45:06
(18) 10:10 (14) 8:27 (6) 8:26 (15) 8:58 (17) 9:05

16 45:15 122 佐野A 西村 実紗 金井 裕香 関澤 結美 小松 香凜 笠井 日菜
(15) 9:53 (15) 18:23 (17) 27:19 (18) 36:24 (16) 45:15
(15) 9:53 (15) 8:30 (17) 8:56 (18) 9:05 (14) 8:51

17 45:22 26 吉井西 石田 里菜 小柏 穂波 新井 梨紗 中島奈瑠美 横尾 麻里
(2) 8:46 (11) 17:46 (13) 26:44 (17) 36:17 (17) 45:22
(2) 8:46 (21) 9:00 (18) 8:58 (22) 9:33 (17) 9:05

18 45:32 125 南八幡A 倉林 りお 塚越 彩華 村山 葵 宮原 麻帆 小曽根ひよ
(17) 10:02 (21) 19:04 (21) 28:13 (21) 37:05 (18) 45:32
(17) 10:02 (22) 9:02 (21) 9:09 (12) 8:52 (9) 8:27

19 45:37 12 箕郷A 園田 彩夏 青栁 菜摘 木村 亜弥 小澤 怜奈 佐々木叶音
(22) 10:23 (22) 19:19 (22) 28:19 (19) 36:39 (19) 45:37
(22) 10:23 (20) 8:56 (19) 9:00 (3) 8:20 (16) 8:58

20 45:57 126 高南 伊勢川芽生 櫻井 遥香 近藤 伶美 高井 璃子 松本 志歩
(14) 9:50 (13) 18:09 (14) 26:51 (15) 36:00 (20) 45:57
(14) 9:50 (12) 8:19 (13) 8:42 (20) 9:09 (22) 9:57

21 46:34 22 新町 齋藤 奏実 増田 優依 髙津 志帆 坂井 花穂 小林さくら
(20) 10:18 (16) 18:27 (12) 26:43 (13) 35:35 (21) 46:34
(20) 10:18 (10) 8:09 (4) 8:16 (12) 8:52 (23) 10:59

22 46:50 25 入野 佐藤 真於 宮 杏夏 佐藤 花梨 髙橋あずみ 小板橋 麗
(23) 10:25 (20) 18:55 (20) 28:01 (22) 37:22 (22) 46:50
(23) 10:25 (15) 8:30 (20) 9:06 (21) 9:21 (20) 9:28

23 48:39 117 並榎 貝塚 美月 前原 望来 北条 仁実 館 遥香 永井 莉子
(19) 10:11 (23) 19:31 (23) 28:49 (23) 38:46 (23) 48:39
(19) 10:11 (23) 9:20 (22) 9:18 (23) 9:57 (21) 9:53
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順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区
2.6km 2.2km 2.2km 2.2km 2.2km

OPN 45:34 51 第一B 中島ほのか 高尾 美月 清家幸々来 市川 桃子 浅野妃名海
(OPN) 9:50 (OPN) 18:25 (OPN) 27:16 (OPN) 36:07 (OPN) 45:34
(OPN) 9:50 (OPN) 8:35 (OPN) 8:51 (OPN) 8:51 (OPN) 9:27

OPN 47:20 52 中尾B 村井明日海 星野 友花 根岸 葉月 小黒 愛恵 小此木奈月
(OPN) 10:47 (OPN) 19:36 (OPN) 28:36 (OPN) 38:00 (OPN) 47:20
(OPN) 10:47 (OPN) 8:49 (OPN) 9:00 (OPN) 9:24 (OPN) 9:20

OPN 47:24 53 片岡B 吉田 依央 塚越 美結 高橋 千鶴 狩野 晴南 川嶋 陽和
(OPN) 11:03 (OPN) 19:22 (OPN) 28:04 (OPN) 37:37 (OPN) 47:24
(OPN) 11:03 (OPN) 8:19 (OPN) 8:42 (OPN) 9:33 (OPN) 9:47

OPN 48:45 54 佐野B 宮﨑 彩芹 石原 璃桜 木村 萌夏 深谷 友愛 戸塚 望愛
(OPN) 11:05 (OPN) 20:10 (OPN) 29:13 (OPN) 38:56 (OPN) 48:45
(OPN) 11:05 (OPN) 9:05 (OPN) 9:03 (OPN) 9:43 (OPN) 9:49

OPN 47:42 55 南八幡B 青木 千乃 尾身真結理 佐々木朱葉 石坂 彩 茂木 星穏
(OPN) 11:13 (OPN) 20:05 (OPN) 28:59 (OPN) 38:25 (OPN) 47:42
(OPN) 11:13 (OPN) 8:52 (OPN) 8:54 (OPN) 9:26 (OPN) 9:17

OPN 47:30 56 寺尾B 清水 涼香 後藤 希望 勅使河原未瑳 小林 夢 茂原 麻衣
(OPN) 10:26 (OPN) 19:27 (OPN) 29:01 (OPN) 38:32 (OPN) 47:30
(OPN) 10:26 (OPN) 9:01 (OPN) 9:34 (OPN) 9:31 (OPN) 8:58

OPN 45:09 57 矢中B 栗原 舞羽 時田美咲生 吉田 優菜 大澤 芽依 山崎 里菜
(OPN) 10:16 (OPN) 18:41 (OPN) 27:24 (OPN) 36:10 (OPN) 45:09
(OPN) 10:16 (OPN) 8:25 (OPN) 8:43 (OPN) 8:46 (OPN) 8:59

OPN 47:38 58 榛名B 鈴木 音 里見 佳穂 髙橋 香乃 外村 華楓 千明 孝子
(OPN) 10:45 (OPN) 19:43 (OPN) 29:10 (OPN) 38:12 (OPN) 47:38
(OPN) 10:45 (OPN) 8:58 (OPN) 9:27 (OPN) 9:02 (OPN) 9:26

OPN 47:41 59 箕郷B 飯塚 美翔 清水 凜 田嶋 渚彩 岡田 陽菜 遠藤 由菜
(OPN) 10:48 (OPN) 19:39 (OPN) 28:53 (OPN) 38:38 (OPN) 47:41
(OPN) 10:48 (OPN) 8:51 (OPN) 9:14 (OPN) 9:45 (OPN) 9:03

OPN 44:28 60 群馬中央B 大谷衣緒梨 甲斐 杏奈 磯貝 優衣 阿部 祐李 石川美沙咲
(OPN) 10:09 (OPN) 18:42 (OPN) 27:01 (OPN) 35:15 (OPN) 44:28
(OPN) 10:09 (OPN) 8:33 (OPN) 8:19 (OPN) 8:14 (OPN) 9:13

OPN 43:06 61 中央中等B 吉田 有希 吉田 早希 古川 莉瑚 原 菜々花 浅川 玲衣
(OPN) 9:45 (OPN) 18:06 (OPN) 26:27 (OPN) 34:35 (OPN) 43:06
(OPN) 9:45 (OPN) 8:21 (OPN) 8:21 (OPN) 8:08 (OPN) 8:31

OPN 47:03 71 片岡C 乘附 麗 田村 美咲 中島 真緒 小内 章衣 小野ひかる
(OPN) 10:12 (OPN) 18:54 (OPN) 28:26 (OPN) 37:34 (OPN) 47:03
(OPN) 10:12 (OPN) 8:42 (OPN) 9:32 (OPN) 9:08 (OPN) 9:29

第１区 第２区 第３区 第４区 第５区
2.6km 2.2km 2.2km 2.2km 2.2km

区間記録 不破 亜莉珠 八田 ももか 宮澤 愛実 藤永 優 篠﨑 玲奈
8:12 7:11 7:25 7:18 6:45

OPN:オープン参加


