
第5回リレーマラソンin高崎 小学生【低学年】 2017/3/25

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

0:02:00 (1) 0:04:13 (1) 0:06:27 (1) 0:08:33 (1)
2:00 (1) 2:13 (1) 2:14 (3) 2:06 (2)

0:02:07 (2) 0:04:27 (2) 0:06:40 (2) 0:08:50 (2)
2:07 (2) 2:20 (5) 2:13 (2) 2:10 (5)

0:02:12 (6) 0:04:29 (3) 0:06:43 (3) 0:08:53 (3)
2:12 (6) 2:17 (3) 2:14 (5) 2:10 (6)

0:02:18 (10) 0:04:32 (4) 0:06:46 (5) 0:08:54 (4)
2:18 (10) 2:14 (2) 2:14 (4) 2:08 (4)

0:02:15 (7) 0:04:33 (6) 0:06:44 (4) 0:09:08 (5)
2:15 (7) 2:18 (4) 2:11 (1) 2:24 (11)

0:02:17 (8) 0:04:39 (8) 0:07:00 (7) 0:09:15 (6)
2:17 (8) 2:22 (7) 2:21 (8) 2:15 (9)

0:02:12 (5) 0:04:33 (5) 0:06:57 (6) 0:09:17 (7)
2:12 (5) 2:21 (6) 2:24 (9) 2:20 (10)

0:02:08 (3) 0:04:35 (7) 0:07:05 (8) 0:09:17 (8)
2:08 (3) 2:27 (9) 2:30 (14) 2:12 (7)

0:02:11 (4) 0:04:40 (9) 0:07:09 (9) 0:09:22 (9)
2:11 (4) 2:29 (12) 2:29 (12) 2:13 (8)

0:02:21 (13) 0:04:57 (15) 0:07:15 (11) 0:09:22 (10)
2:21 (13) 2:36 (18) 2:18 (7) 2:07 (3)

0:02:20 (12) 0:04:53 (12) 0:07:40 (18) 0:09:45 (11)
2:20 (12) 2:33 (15) 2:47 (22) 2:05 (1)

0:02:18 (11) 0:04:48 (10) 0:07:15 (10) 0:09:51 (12)
2:18 (11) 2:30 (13) 2:27 (10) 2:36 (16)

0:02:32 (19) 0:05:00 (17) 0:07:28 (14) 0:09:58 (13)
2:32 (19) 2:28 (10) 2:28 (11) 2:30 (12)

0:02:28 (17) 0:05:08 (19) 0:07:26 (13) 0:09:58 (14)
2:28 (17) 2:40 (20) 2:18 (6) 2:32 (14)

0:02:28 (16) 0:04:56 (14) 0:07:40 (17) 0:10:10 (15)
2:28 (16) 2:28 (11) 2:44 (19) 2:30 (13)

0:02:17 (9) 0:04:53 (11) 0:07:36 (16) 0:10:11 (16)
2:17 (9) 2:36 (17) 2:43 (18) 2:35 (15)

0:02:29 (18) 0:04:54 (13) 0:07:24 (12) 0:10:13 (17)
2:29 (18) 2:25 (8) 2:30 (13) 2:49 (20)

0:02:26 (15) 0:04:58 (16) 0:07:33 (15) 0:10:14 (18)
2:26 (15) 2:32 (14) 2:35 (15) 2:41 (18)

0:02:39 (21) 0:05:17 (21) 0:08:12 (21) 0:10:51 (19)
2:39 (21) 2:38 (19) 2:55 (23) 2:39 (17)

0:02:25 (14) 0:05:12 (20) 0:07:54 (20) 0:10:53 (20)
2:25 (14) 2:47 (21) 2:42 (17) 2:59 (22)

0:02:54 (23) 0:05:44 (22) 0:08:26 (22) 0:11:16 (21)
2:54 (23) 2:50 (22) 2:42 (16) 2:50 (21)

0:02:51 (22) 0:05:48 (23) 0:08:35 (23) 0:11:23 (22)
2:51 (22) 2:57 (23) 2:47 (21) 2:48 (19)

氏名 氏名
１区（600m） ２区（600m）

中尾 咲菜 笹井 陽南

総合
順位

NO チーム名
総合記録
（2.4km）

３区（600m） ４区（600m）
氏名 氏名

2 64
東ランランC

0:08:50

1 62
ファイト川越G

0:08:33
林 勇輝 岡田 啓吾

高野 博斗 森下 啓玖関 太陽 青木 大治

本間 太雲 後藤 優周

須藤 心愛 馬場 健斗

4 68
JAC-A

0:08:54

宮下 晴也 大岩 幸太郎

3 52
アラマキッズD

0:08:53

鳥羽　京介 永島 晄太朗 三井田 悠音 武冨 文哉

6 51
アラマキッズC

0:09:15

5 63
ファイト川越I

0:09:08
水橋 郎貴 新井 陽翔

清水 賢一郎 茂木 桃華佐藤 賢人 糸井 咲愛

塚原 惟歩 秋葉 空

高橋 創獅 山田 詠太

8 49
アラマキッズA

0:09:17

反町 友喜 寺崎 遼哉

7 65
イセサキッズE

0:09:17

清水 りの 上原 杏心 中野 美波 大林 美桜

10 67
チーム佐藤道場

0:09:22

9 61
HYRS

0:09:22
水上 遥翔 武末 侑大

原田 恵恋 塚田 魁士田中 朝翔 田口 慧二郎

小川 莉央 池澤 星夏

岡崎 聡大 金田 芽依

12 70
JAC-C

0:09:51

新井 那津希 矢内 洋太朗

11 57
よしいＡＣ

0:09:45

柳沢 正人 野口 匠平 小林 絃人 佐々木 翔悟

14 58
ラスカル

0:09:58

13 59
ちーむかすかわD

0:09:58
坂本 零 小野 航平

萩原 一颯 松岡 大和小林 周誠 望月 慧士

松村 凛生 中里 絢心

松本 崚佑 飯島 七斗

16 56
小林走遊塾Ａ

0:10:11

大西 仁菜 金山 千紘

15 53
アラマキッズE

0:10:10

小林 俊平 小泉 優奈 葛西 花月 諏訪 妃香

18 60
ちーむかすかわE

0:10:14

17 69
JAC-B

0:10:13
江村 央 松田 大志

榎波 芽呂 金嶋 ゆうか大林 由香 浦野 優

天野 伸也 中島 咲空

小林 愛依 高橋 杏央

20 71
JAC-D

0:10:53
武冨 福久 矢島 大聖 高橋 夏希 根本 乙希

19 50
アラマキッズB

0:10:51

石塚 健志 高原 一樹

22 55
アラマキッズG

0:11:23
小暮 茅乃 中井 桐子 小川 智恵 小野里 佳恋

堀井 結太 大内 心博
21 66

デビルドラゴン
0:11:16


