
第4回リレーマラソンin高崎 小学生【高学年】 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

0:03:16 (2) 0:06:37 (2) 0:10:06 (2) 0:13:20 (1)
3:16 (2) 3:21 (2) 3:29 (6) 3:14 (1)

0:03:13 (1) 0:06:31 (1) 0:09:58 (1) 0:13:22 (2)
3:13 (1) 3:18 (1) 3:27 (3) 3:24 (3)

0:03:26 (7) 0:06:58 (5) 0:10:26 (4) 0:13:48 (3)
3:26 (7) 3:32 (6) 3:28 (4) 3:22 (2)

0:03:17 (3) 0:06:43 (3) 0:10:22 (3) 0:13:53 (4)
3:17 (3) 3:26 (3) 3:39 (9) 3:31 (5)

0:03:20 (4) 0:06:58 (6) 0:10:33 (6) 0:14:00 (5)
3:20 (4) 3:38 (9) 3:35 (7) 3:27 (4)

0:03:24 (5) 0:06:58 (4) 0:10:27 (5) 0:14:17 (6)
3:24 (5) 3:34 (7) 3:29 (5) 3:50 (12)

0:03:31 (9) 0:06:59 (7) 0:10:37 (7) 0:14:26 (7)
3:31 (9) 3:28 (4) 3:38 (8) 3:49 (11)

0:03:38 (11) 0:07:17 (9) 0:10:38 (8) 0:14:28 (8)
3:38 (11) 3:39 (10) 3:21 (1) 3:50 (13)

0:03:57 (17) 0:07:27 (12) 0:10:50 (9) 0:14:38 (9)
3:57 (17) 3:30 (5) 3:23 (2) 3:48 (10)

0:03:53 (15) 0:07:30 (13) 0:11:12 (11) 0:14:45 (10)
3:53 (15) 3:37 (8) 3:42 (10) 3:33 (6)

0:03:34 (10) 0:07:22 (10) 0:11:06 (10) 0:14:49 (11)
3:34 (10) 3:48 (11) 3:44 (11) 3:43 (9)

0:03:26 (6) 0:07:23 (11) 0:11:20 (13) 0:14:54 (12)
3:26 (6) 3:57 (17) 3:57 (16) 3:34 (7)

0:03:52 (14) 0:07:47 (16) 0:11:36 (14) 0:15:18 (13)
3:52 (14) 3:55 (14) 3:49 (12) 3:42 (8)

0:03:28 (8) 0:07:16 (8) 0:11:16 (12) 0:15:25 (14)
3:28 (8) 3:48 (12) 4:00 (18) 4:09 (19)

0:03:41 (12) 0:07:34 (14) 0:11:43 (15) 0:15:42 (15)
3:41 (12) 3:53 (13) 4:09 (19) 3:59 (17)

0:03:44 (13) 0:07:41 (15) 0:11:56 (17) 0:15:53 (16)
3:44 (13) 3:57 (16) 4:15 (20) 3:57 (15)

0:03:57 (18) 0:07:59 (18) 0:11:57 (18) 0:15:55 (17)
3:57 (18) 4:02 (18) 3:58 (17) 3:58 (16)

0:03:54 (16) 0:07:51 (17) 0:11:45 (16) 0:16:02 (18)
3:54 (16) 3:57 (15) 3:54 (14) 4:17 (22)

0:04:16 (22) 0:08:22 (22) 0:12:17 (20) 0:16:11 (19)
4:16 (22) 4:06 (20) 3:55 (15) 3:54 (14)

0:04:09 (21) 0:08:21 (21) 0:12:15 (19) 0:16:29 (20)
4:09 (21) 4:12 (21) 3:54 (13) 4:14 (21)

0:04:04 (20) 0:08:10 (19) 0:12:31 (21) 0:16:39 (21)
4:04 (20) 4:06 (19) 4:21 (22) 4:08 (18)

0:03:59 (19) 0:08:19 (20) 0:12:38 (22) 0:16:50 (22)
3:59 (19) 4:20 (22) 4:19 (21) 4:12 (20)

清水 華帆

3 73
アラマキッズE

0:13:48
岸 充 井口 裕斗 金川 真之典 箱田 向哉

2 64
アラマキッズA

0:13:22
中野 匠 野口 未優 佐藤 仁瑛

鈴木 脩斗 八木 風歌

8 78
チーム丈志

0:14:28
吉田 匠吾 塚越 礼

阿久澤 侑祐 太田 舞

7 65
アラマキッズB

0:14:26
菊地 亜美 長谷川 菜奈 鈴木 菜奈葉 土田 心杏

6 79
チームハンター

0:14:17
高橋 幸祐 重田 利家

池田 力哉 高橋 拓士

11 68
アラマキッズG

0:14:49
長谷川 凌真 萩原 一翔 和田 莉央 吉田 旭

10 67
アラマキッズF

0:14:45
大久保 綾 萩原 康介

0:15:42
石塚 遥名 剣持 稟麻 石田 美緒 清水 明日香

14 85
JAC-A

0:15:25
三井田 陸音 井上 七海 茂木 優斗 竹内 和希

15 75
アラマキッズK

設楽 陽花 清水 一葉

17 76
アラマキッズL

0:15:55
立岡 明日登 小山田 篤司 清水 獅音 高橋 海心

16 82
伊勢崎クラブA

0:15:53
佐藤 ひかる 茂木 華珂

18 69
アラマキッズH

0:16:02
中川 亮太郎 大下 直輝 金井 空雅 岩井 一真

19 74
アラマキッズI

0:16:11
高野 ひなた 芳川 詩茉 江原 夏希 小川 明日香

福島 紡希 武田 秋人

5 84
伊勢崎クラブB

0:14:00
松島 竣成 久保田 優花

中嶋 亮太 柴山 菜乃実

野永 倖未 高橋 天海

4 81
チームFUJIOKA

0:13:53
新井 虎次郎 武田 菜月

橋本 さくら 星野 ひかる

13 66
アラマキッズC

0:15:18
田中 遥希 黒澤 綾音 和田 優那 神戸 まひる

12 77
チームたけし

0:14:54
瀧野 直峻 山根 康生

久保田 美波 田中 菜々瀬
22 70

アラマキッズJ
0:16:50

小田島 咲希 長坂 星那

山上 優作 青木 洸太

21 71
アラマキッズM

0:16:39
大浦 陽飛 塩川 貴啓 山下 泰弘 赤岩 拓海

20 83
ＴＥＡＭ・Ｋ

0:16:29
峰岸 穂伽 齋藤 梨々華

チーム逃走中
0:14:38

小澤 京征 近藤 伶美

総合
順位

NO
総合記録
（5km）

１区（1.0km） ２区（1.0km）

引田 裕太

9 80

３区（1.0km） ４区（1.0km）
氏名 氏名 氏名 氏名

面田 拓輝 金子 正之助
1 72 0:13:20

アラマキッズD
鳥屋 拓未

チーム名


