
第4回リレーマラソンin高崎 小学生【低学年】 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

0:02:06 (3) 0:04:12 (2) 0:06:17 (1) 0:08:21 (1)
2:06 (3) 2:06 (1) 2:05 (1) 2:04 (1)

0:01:59 (2) 0:04:10 (1) 0:06:20 (2) 0:08:26 (2)
1:59 (2) 2:11 (2) 2:10 (2) 2:06 (2)

0:02:10 (4) 0:04:21 (4) 0:06:33 (3) 0:08:42 (3)
2:10 (4) 2:11 (3) 2:12 (3) 2:09 (3)

0:02:10 (5) 0:04:23 (5) 0:06:37 (4) 0:08:56 (4)
2:10 (5) 2:13 (6) 2:14 (4) 2:19 (7)

0:01:57 (1) 0:04:19 (3) 0:06:41 (5) 0:08:57 (5)
1:57 (1) 2:22 (11) 2:22 (7) 2:16 (5)

0:02:14 (8) 0:04:29 (6) 0:06:48 (6) 0:09:05 (6)
2:14 (8) 2:15 (7) 2:19 (5) 2:17 (6)

0:02:18 (12) 0:04:29 (7) 0:06:48 (7) 0:09:17 (7)
2:18 (12) 2:11 (5) 2:19 (6) 2:29 (10)

0:02:16 (10) 0:04:40 (11) 0:07:04 (10) 0:09:17 (8)
2:16 (10) 2:24 (14) 2:24 (9) 2:13 (4)

0:02:13 (6) 0:04:30 (8) 0:06:59 (8) 0:09:20 (9)
2:13 (6) 2:17 (8) 2:29 (10) 2:21 (9)

0:02:27 (16) 0:04:38 (9) 0:07:01 (9) 0:09:34 (10)
2:27 (16) 2:11 (4) 2:23 (8) 2:33 (14)

0:02:13 (7) 0:04:41 (13) 0:07:14 (12) 0:09:46 (11)
2:13 (7) 2:28 (15) 2:33 (15) 2:32 (13)

0:02:19 (13) 0:04:41 (12) 0:07:12 (11) 0:09:47 (12)
2:19 (13) 2:22 (10) 2:31 (12) 2:35 (15)

0:02:34 (17) 0:04:57 (17) 0:07:29 (16) 0:09:49 (13)
2:34 (17) 2:23 (12) 2:32 (13) 2:20 (8)

0:02:16 (11) 0:04:39 (10) 0:07:16 (13) 0:09:58 (14)
2:16 (11) 2:23 (13) 2:37 (17) 2:42 (17)

0:02:19 (14) 0:05:00 (18) 0:07:30 (17) 0:09:59 (15)
2:19 (14) 2:41 (18) 2:30 (11) 2:29 (11)

0:02:15 (9) 0:04:51 (14) 0:07:31 (18) 0:10:02 (16)
2:15 (9) 2:36 (17) 2:40 (18) 2:31 (12)

0:02:24 (15) 0:04:53 (16) 0:07:29 (15) 0:10:08 (17)
2:24 (15) 2:29 (16) 2:36 (16) 2:39 (16)

0:02:34 (18) 0:04:52 (15) 0:07:25 (14) 0:10:40 (18)
2:34 (18) 2:18 (9) 2:33 (14) 3:15 (18)

16 91 0:10:02
大岩 幸太郎 宮下 晴也 戸塚 煌太 古川 遥翔

アラマキッズA

アラマキッズD

アラマキッズC

JAC-B

アラマキッズB

アラマキッズE

JAC-C

アラマキッズH

チーム豊北

吉井小　1年生チーム

子持陸上クラブB

子持陸上クラブＡ

アラマキッズG

ラスカル

チームマセラティ

アラマキッズF

14 95 0:09:58
新井 那津希 粕川 莉愛 松本 崚佑 飯島 七斗

15 97 0:09:59
小島 羚汰 立花 美景 小島 凪翔 立花 謙信

岡田 奈緒 小川 煌太

総合
順位

NO
総合記録
（2.4km

）

１区（600m） ２区（600m） ３区（600m） ４区（600m）
氏名 氏名 氏名 氏名

チーム名

5 87 0:08:57
内山 遥人 戸塚 連太 摩庭 一翔 宮下 明也

渋谷 唯生 千木良 風花

山下 智大

宮崎 玲央 池田 彩乃

13 94 0:09:49
萩原 一颯 萩原 涼 小川 智恵 中野 美波

12 98 0:09:47
後藤 伊陽 小川 莉央

関 太陽

7 102 0:09:17
井上 拓海 永島 晄太朗 三井田 悠音 江村 央

6 90 0:09:05
森下 啓玖 青木 大治

岩崎 陸 田村 遥斗
4 101 0:08:56

長澤 慧昊 新田 愛斗

3 88 0:08:42
田中 昂成 江原 直紀 鈴木 快璃 堀田 絢心

渋谷 響 内田 怜汰

18 103 0:10:40
谷口 和以 天野 伸也 小林 慶次郎 泉 遼

17 86 0:10:08
飯塚 幸大 林 優舞

ｎｏ２ゆっくらＪｒ

JAC-D

畠中 美輝

10 96 0:09:34
田中 朝翔 塚田 魁士

清水 賢一郎 佐藤 湊

8 92 0:09:17
山下 陽南子 平野 結子

9 100 0:09:20
佐藤 賢人 小林 優真

田口 慧二郎 堀越 啓太

11 99 0:09:46
池田 悠真

小川 哲生 高野 颯 長谷川 遥生

2 89 0:08:26
中村 愛花 落合 優希奈 金子 雅

1 93 0:08:21
谷川 航太

山田 小華


