
第52回登利平ALSOK群馬杯　前橋市内駅伝競走大会  　入賞チーム一覧                    
競技場：前橋市総合運動公園群馬電工陸上競技場・サッカー場及び周辺コース 令和元年１2月7日（土）

＜小学生男子入賞チーム＞

１区 ２区 ３区 ４区 ５区
１．６ｋｍ １．５ｋｍ １．５ｋｍ １．５ｋｍ １．５ｋｍ

1 25:38 時沢 夫婦松 鈴木　健 近藤　一馬 鈴木　琥太郎 小出　琉偉 手島　崇汰
2 25:54 勝山小 ６年 鈴木　凰我 平尾　陽希 大竹　未咲樹 伊藤　寛人 真部　陽
3 25:55 ＴＥＡＭ★Ｋ Ａ 大野　柳真 薄井　大聖 亀井　一平 田代　悠真 木下　盛登
4 26:03 桂萱東小 Ａ 堀越　翔太 松澤　流星 栁澤　正人 井口　怜映 大日方　歩夢
5 26:17 駒形小 ゴールデン Ｚ 一倉　捷悟 目﨑　陽大 北上　大輝 浅野　心 引田　倖生
6 26:21 永明小 Ａ 髙橋 尚冬 山田 悠真 岸 龍壱 井野 維吹 細野 隆太
7 26:30 青いバナナ 藍原　詩音 新井　晴 小林　凌大 柿本　敦輝 内藤　優吾
8 26:31 桃井小 Ａ 細谷　魁秀 田上　夏輝 富嶋　俊介 高岸　聡 小池　修平

＜小学生女子入賞チーム＞
１区 ２区 ３区 ４区 ５区

１．６ｋｍ １．５ｋｍ １．５ｋｍ １．５ｋｍ １．５ｋｍ
1 27:45 チーム 肉まん'Ｓ 六本木　凛 新井　めりい 飯野　紗瑛子 松倉　凜 重廣　こころ
2 27:46 永明小 Ａ 吉野 楓花 清水 陽菜 鈴木 れな 今泉 七海 若井 愛優
3 28:06 桂萱東小 Ａ 上野　優好 齊藤　美凪 矢内　涼葉 兼行　ひな 中野　愛唯
4 28:36 山王小 Ａ 細野　逢里 川島　碧 生形　愛菜 西村　風月 山根　伶奈
5 28:56 永明小 Ｂ 山口 あいこ 大場 葉水 秋山 奈穂 生方 夢 北野 加奈子
6 29:10 KAIGAYA SPIRIT 髙村　萌愛 新木　美蘭 内田　舞 堀越　桜子 篠原　優花
7 29:33 ＴＥＡＭ★Ｋ Ｆ 小林　愛依 設楽　柚月 斎藤　玲 林　心菜 坂田　心愛
8 29:40 スターマックス 宮田　蓉菜 萩沢　樹里 清水　菜苗 中林　紗英 萩沢　哩子

＜中学生男子入賞チーム＞
１区 ２区 ３区 ４区 ５区

２．８ｋｍ ２．２ｋｍ ２．２ｋｍ ２．２ｋｍ ２．２ｋｍ
1 40:06 前橋七中 小林　龍生 工藤　光一郎 兼松　諒丞 深町　竜聖 井田　健斗
2 41:22 大胡中 和佐田　拓海 高川　晴海 登坂　天翔 矢代　弘晃 野﨑　史登
3 41:34 富士見中 日野　彩斗 橋本　遼生 中島　慧 樋田　詩 田村　虎太郎
4 41:45 粕川中陸上部 大西　那央 星野　大地 登山　弘諒 清水　希良 小野　洵平
5 42:34 前橋六中 小林　大也 吉岡　翔汰 成田　光希 佐々木　優來 鈴木　ニコラス
6 42:40 前橋東中 Ａ 新田　愛斗 永井　晃気 大出　樹 矢野　楓真 水野　朝陽

＜中学生女子入賞チーム＞
１区 ２区 ３区 ４区 ５区

１．６ｋｍ １．５ｋｍ １．５ｋｍ １．５ｋｍ １．５ｋｍ
1 24:57 前橋七中 田中　璃音 町田　妃那 羽入田　暖愛 中村　莉菜 青木　こはく
2 25:33 富士見中 Ａ 森　姫奈乃 坂本　心美 田口　咲 大野　萌葉 林　英夢
3 25:55 桂萱中陸上部 Ａ 石井　杏奈 小池　紬 青栁　咲良 木暮　琉依 川野　美結
4 26:42 前橋三中 溝口　春花 森川　美羽 塚越　紗英子 赤池　美釉 前田　春菜
5 26:45 前橋六中 Ⅰ 腰越　路楓 中山　莉実 久保原　彩水 水野　咲姫 伊藤　帆南
6 26:53 富士見中 Ｂ 後藤　彩響 六本木　彩加 馬場　心花 田中　文乃 関口　憂美

＜一般男子入賞チーム＞
１区 ２区 ３区 ４区 ５区

２．８ｋｍ ２．２ｋｍ ２．２ｋｍ ２．２ｋｍ ２．２ｋｍ
1 39:32 ＴＥＡＭ★Ｋ 廣木　大地 神野　将良 堀越　義明 大塚　凪 濱田　郷嗣
2 41:07 Ｍｒ. 下山チルドレン 小野　悠馬 樺澤　温輝 下山　成也 中村　翔吾 城田　翔生
3 42:53 がんばれいっせつ 関口　奨 鈴木　美博 登坂　昌広 飯塚　雄太 鈴木　一設

＜一般女子入賞チーム＞
１区 ２区 ３区 ４区 ５区

１．６ｋｍ １．５ｋｍ １．５ｋｍ １．５ｋｍ １．５ｋｍ
1 27:24 大塩のRUN Ⅱ 小林　温子 浜田　真理子 矢澤　理麻 鈴木　愛花 村上　ひかる
2 30:47 がんばれいっせつ Ⅱ 入江　唯 梅屋　智歩 山本　紗也 亀田　萌恵 武井　綾音
3 33:58 ＴＫＧ☆ＯＧ 駅伝サークル 奥木　みどり 大野　陽華 清水　美樹 安西　理香 張替　彩乃
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