
第4回リレーマラソンin高崎 一般【男女混成】 2016/3/26

スプリット 通過 スプリット 通過 スプリット 通過 スプリット 通過
ラップ 順位 ラップ 順位 ラップ 順位 ラップ 順位

0:08:24 (2) 0:17:17 (1) 0:25:58 (1) 0:36:51 (1)
160歳以下 (1) 8:24 (2) 8:53 (1) 8:41 (1) 10:52 (2)

0:09:34 (3) 0:19:10 (2) 0:29:29 (2) 0:41:03 (2)
160歳以下 (2) 9:34 (3) 9:36 (2) 10:18 (3) 11:34 (4)

0:08:08 (1) 0:20:19 (3) 0:30:59 (3) 0:42:09 (3)
160歳以下 (3) 8:08 (1) 12:11 (6) 10:39 (5) 11:09 (3)

0:11:02 (13) 0:21:54 (5) 0:32:21 (4) 0:42:27 (4)
160歳以下 (4) 11:02 (13) 10:52 (4) 10:26 (4) 10:05 (1)

0:10:37 (12) 0:22:03 (6) 0:32:57 (5) 0:45:24 (5)
１61歳以上 (1) 10:37 (12) 11:26 (5) 10:53 (7) 12:27 (7)

0:10:31 (10) 0:21:11 (4) 0:33:33 (7) 0:45:46 (6)
１61歳以上 (2) 10:31 (10) 10:40 (3) 12:21 (13) 12:12 (6)

0:10:06 (5) 0:22:26 (7) 0:33:30 (6) 0:46:17 (7)
160歳以下 (5) 10:06 (5) 12:19 (7) 11:04 (9) 12:47 (8)

0:11:14 (15) 0:23:40 (9) 0:36:18 (10) 0:48:16 (8)
１61歳以上 (3) 11:14 (15) 12:26 (8) 12:37 (17) 11:58 (5)

0:10:18 (8) 0:23:02 (8) 0:35:39 (9) 0:48:59 (9)
160歳以下 (6) 10:18 (8) 12:43 (9) 12:37 (16) 13:20 (10)

0:10:12 (6) 0:25:19 (14) 0:36:47 (12) 0:50:31 (10)
160歳以下 (7) 10:12 (6) 15:07 (15) 11:28 (11) 13:43 (13)

0:11:12 (14) 0:24:39 (13) 0:36:46 (11) 0:50:40 (11)
160歳以下 (8) 11:12 (14) 13:26 (10) 12:07 (12) 13:53 (14)

0:10:15 (7) 0:24:38 (12) 0:37:24 (13) 0:50:59 (12)
１61歳以上 (4) 10:15 (7) 14:23 (13) 12:45 (18) 13:34 (12)

0:11:37 (16) 0:28:07 (15) 0:38:14 (14) 0:51:09 (13)
160歳以下 (9) 11:37 (16) 16:30 (18) 10:06 (2) 12:55 (9)

0:10:35 (11) 0:28:35 (16) 0:39:22 (16) 0:52:48 (14)
160歳以下 (10) 10:35 (11) 17:59 (19) 10:46 (6) 13:26 (11)

0:10:19 (9) 0:24:16 (11) 0:35:21 (8) 0:52:53 (15)
160歳以下 (11) 10:19 (9) 13:56 (11) 11:05 (10) 17:32 (19)

0:09:57 (4) 0:23:57 (10) 0:38:19 (15) 0:53:34 (16)
160歳以下 (12) 9:57 (4) 14:00 (12) 14:21 (19) 15:14 (16)

0:14:32 (18) 0:29:00 (17) 0:41:37 (18) 0:55:34 (17)
160歳以下 (13) 14:32 (18) 14:27 (14) 12:36 (15) 13:57 (15)

0:13:49 (17) 0:29:18 (18) 0:40:15 (17) 0:55:43 (18)
160歳以下 (14) 13:49 (17) 15:29 (16) 10:56 (8) 15:28 (17)

0:19:27 (19) 0:35:14 (19) 0:47:41 (19) 1:05:01 (19)
160歳以下 (15) 19:27 (19) 15:46 (17) 12:27 (14) 17:19 (18)

森尻 真優 高橋 克則 清水 雅紀

2 60
ＴＥＡＭ・Ｋ２

0:41:03
奥原 和佳 鈴木 礼子 中島 広和

1 57 0:36:51
上州ACレジェンド

森川 紀幸

上原 聡子

7 48
TK

0:46:17
高瀬 暁大 小林 沙季 高木 雄平 高橋 佳穂

6 63
チーム峰Ａ

0:45:46
町田 満男 斉藤 きく代

石原 雅也 堀井 玲子

11 53
夜の荒馬

0:50:40
松田 高明 樺澤 裕美 西田 航 大武 百合恵

10 47
もやし鍋

0:50:31
市川 和弘 丸澤 未来

山﨑 郁哉 杉本 友佳里

14 54
team自遊人

0:52:48
茂木 尚 青山 絵理香

石川 昇 茂木 麻衣

13 51
ぽちゃみ

0:51:09
飯塚 雅文 飯野 真理恵 岡山 想太郎 新井 茉里子

12 62
チーム峰Ｂ

0:50:59
峰崎 富夫 井口 広子

湯本 裕介 水石 元美

17 50
ムチムチムーチョB

0:55:34
安西 太 酒井 春香 中村 昭彦 森尻 彩

16 56
Team　自遊人

0:53:34
大嶋 将史 柳澤 利沙

西田 直嗣 女屋 歩美

19 59
ぐんま経済新聞１

1:05:01
山田 誠一 剱持 裕美子 小曽根 要人 井野 明音

18 52
ムチムチムーチョA

0:55:43
外所 聖輝 小竹 淳美

蝦名 由佳 雨宮 さくら
4 58

ＧＲＴチームＴ
0:42:27

下村 勝司 長岡 光雄

3 46
チームタワシ

0:42:09
野上 善弘 山口 杏樹 川島 宗 山口 瑞樹

4K
0:48:59

三木 慎太郎 新井 希依子 栃木 亮一 松本 紀恵

8 104

5 61
ＧＲＴチームＲ

0:45:24
鈴木 直樹 山口 眞弘 伊藤 繁代 浅香 幸子

竹中　巧 今井 由美子
GNRCドリームチーム

0:48:16
大谷 明 木部 和枝

関口 祐治 橋本 智江

大嶋 哲史 吉田 尚香

15 55
どんぶり

0:52:53
角田 孝志 一戸 美穂

３区（2.5km） ４区（2.5km）
氏名 氏名総合

順位
NO

総合記録
（10km

）

チーム名

年齢区分 順位

１区（2.5km） ２区（2.5km）
氏名 氏名

9 49


