
第7回リレーマラソンin高崎 一般【男子】 上段：通算記録(順位)
下段：区間記録(順位)

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

0:08:08 (11) 0:15:30 (1) 0:23:33 (1) 0:31:20 (1)
120歳以下 (1) 8:08 (11) 7:22 (1) 8:03 (5) 7:47 (2)

0:07:59 (4) 0:15:58 (4) 0:23:46 (2) 0:31:50 (2)
120歳以下 (2) 7:59 (4) 7:59 (4) 7:48 (1) 8:04 (9)

0:07:52 (1) 0:16:06 (6) 0:24:06 (3) 0:31:56 (3)
120歳以下 (3) 7:52 (1) 8:14 (8) 8:00 (3) 7:50 (4)

0:08:00 (6) 0:16:31 (10) 0:24:21 (5) 0:31:59 (4)
120歳以下 (4) 8:00 (6) 8:31 (13) 7:50 (2) 7:38 (1)

0:08:02 (8) 0:15:49 (2) 0:24:11 (4) 0:32:03 (5)
120歳以下 (5) 8:02 (8) 7:47 (2) 8:22 (10) 7:52 (5)

0:08:18 (13) 0:16:15 (8) 0:24:24 (6) 0:32:31 (6)
120歳以下 (6) 8:18 (13) 7:57 (3) 8:09 (7) 8:07 (12)

0:07:55 (2) 0:15:55 (3) 0:24:27 (7) 0:32:40 (7)
120歳以下 (7) 7:55 (2) 8:00 (5) 8:32 (12) 8:13 (13)

0:08:01 (7) 0:16:14 (7) 0:24:47 (9) 0:32:47 (8)
120歳以下 (8) 8:01 (7) 8:13 (7) 8:33 (13) 8:00 (8)

0:08:58 (24) 0:17:18 (16) 0:25:21 (13) 0:33:08 (9)
120歳以下 (9) 8:58 (24) 8:20 (9) 8:03 (4) 7:47 (3)

0:08:33 (15) 0:17:15 (15) 0:25:22 (14) 0:33:20 (10)
120歳以下 (10) 8:33 (15) 8:42 (15) 8:07 (6) 7:58 (7)

0:07:58 (3) 0:16:03 (5) 0:24:46 (8) 0:33:31 (11)
120歳以下 (11) 7:58 (3) 8:05 (6) 8:43 (15) 8:45 (19)

0:08:06 (9) 0:16:54 (11) 0:25:18 (12) 0:33:49 (12)
120歳以下 (12) 8:06 (9) 8:48 (16) 8:24 (11) 8:31 (14)

0:08:25 (14) 0:16:54 (12) 0:25:14 (11) 0:33:51 (13)
160歳以下 (1) 8:25 (14) 8:29 (12) 8:20 (9) 8:37 (16)

0:08:00 (5) 0:16:28 (9) 0:25:11 (10) 0:33:52 (14)
120歳以下 (13) 8:00 (5) 8:28 (11) 8:43 (16) 8:41 (18)

0:08:45 (18) 0:17:11 (14) 0:26:14 (16) 0:34:19 (15)
120歳以下 (14) 8:45 (18) 8:26 (10) 9:03 (18) 8:05 (10)

0:08:17 (12) 0:17:08 (13) 0:25:42 (15) 0:34:28 (16)
120歳以下 (15) 8:17 (12) 8:51 (17) 8:34 (14) 8:46 (21)

0:08:47 (19) 0:17:47 (18) 0:26:30 (17) 0:35:42 (17)
１61歳以上 (1) 8:47 (19) 9:00 (18) 8:43 (17) 9:12 (23)

0:08:35 (16) 0:18:21 (24) 0:27:53 (20) 0:36:48 (18)
１61歳以上 (2) 8:35 (16) 9:46 (25) 9:32 (20) 8:55 (22)

0:08:52 (21) 0:17:53 (19) 0:28:12 (22) 0:36:51 (19)
１61歳以上 (3) 8:52 (21) 9:01 (19) 10:19 (29) 8:39 (17)

0:08:58 (23) 0:18:11 (22) 0:28:11 (21) 0:36:56 (20)
１61歳以上 (4) 8:58 (23) 9:13 (22) 10:00 (24) 8:45 (20)

0:09:13 (25) 0:19:05 (25) 0:28:40 (23) 0:38:07 (21)
１61歳以上 (5) 9:13 (25) 9:52 (26) 9:35 (22) 9:27 (24)

0:13:03 (44) 0:21:43 (38) 0:30:03 (25) 0:38:09 (22)
120歳以下 (16) 13:03 (44) 8:40 (14) 8:20 (8) 8:06 (11)

0:08:53 (22) 0:18:00 (21) 0:30:24 (27) 0:38:17 (23)
120歳以下 (17) 8:53 (22) 9:07 (21) 12:24 (39) 7:53 (6)

0:09:28 (27) 0:20:14 (26) 0:29:47 (24) 0:38:23 (24)
120歳以下 (18) 9:28 (27) 10:46 (34) 9:33 (21) 8:36 (15)

24 4
粕川B

0:38:23
林 優樹 登山 弘諒 清水 希良 小野 洵平

5 9
進撃の箕郷

0:32:03
岡田 竜治

栗林 拓矢 吉野 大和

2 13
鳥羽完G

0:31:50
春木 彩利 阿部 圭佑 阿部 有希

1 12 0:31:20
TEAM・K

廣木 大地 茂木 洋晃

4 5
チームタワシJr.

0:31:59
小此木 琳大郎 福田 陸人

根岸 走

3 17
十日町ラーメン同好会

0:31:56
桑原 健人 瀧澤 翔太 山田 亮太 大橋 直

大囿 龍之介 青木 瑠偉

7 20
上州ナンパーズ

0:32:40
国分 克生 江澤 拓真 込山 真也 一木 悠太

6 15
チームタワシsr.

0:32:31
秋山 信行 澤村 祐哉

9 6
SMALL ROCK

0:33:08
小岩 紘匡 片桐 結希 大渕 凱涼 小倉 聖海

8 2
アラマJr.Boys

0:32:47
高橋 拓士 新井 虎次郎

11 10
team nike

0:33:31
松島 竣成 大塚 蒼 峰岸 翔 林 健太郎

10 7
SOUTHCLOUD

0:33:20
南雲 健太郎 藤田 優大

13 29
TEAM・K1

0:33:51
椎谷 将大 濱田 郷嗣 神野 将良 堀越 義明

12 1
チーム吉中

0:33:49
小川 智羽 井上 登久彦

15 11
R-MOUNTAIN

0:34:19
丸山 潤一郎 中嶋 廣貴 徳永 旺大 渡辺 藍人

14 8
スペシャルマヨネーズ

0:33:52
玉井 綾 大塚 凜 大塚 凪

17 34
GRT-アスリーツ

0:35:42
斎藤 光 尾崎 勝海 阿左美 亮治 小菅 康志

16 3
粕川A

0:34:28
清水 怜旺奈 大西 那央 諸星 風弥

チームころとん

根岸 泰雄

19 33
アラマキング

0:36:51
平井 征博 榎波 浩司 小高 哲茂 小林 千治

18 42
AC王山

0:36:48
高山 直樹 荒井 信之

22 16
RICH OAK

0:38:09
富樫 友和 田中 悠斗

北井 新将 新井 義弘

21 40
上州  小野寺塾

0:38:07
相馬 正巳 平井 直人 齊藤 忠光 小野寺 豊

20 39
TEAM追い越し禁止

0:36:56
石 一彦 相原 法彦

松井 義明

渡辺 智也 正野 学人

23 18

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） ３区（2.5km）

0:38:17
青野 一也 星野 達彦 高橋 凌

４区（2.5km）
氏名 氏名 氏名 氏名

丸山 開陸

田中 秀磨 井上 孝平

折茂 庸

星野 大地

五十嵐 凌

境野 友真 田村 陽貴

今泉 雄樹 関 駿斗

野上 雄弘 田中 太郎

梅田 崇汰 丸山 登夢
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第7回リレーマラソンin高崎 一般【男子】 上段：通算記録(順位)
下段：区間記録(順位)

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

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） ３区（2.5km） ４区（2.5km）
氏名 氏名 氏名 氏名

0:08:08 (10) 0:17:33 (17) 0:27:40 (19) 0:39:02 (25)
120歳以下 (19) 8:08 (10) 9:25 (23) 10:07 (25) 11:22 (35)

0:08:47 (20) 0:17:53 (20) 0:27:23 (18) 0:39:27 (26)
１61歳以上 (6) 8:47 (20) 9:06 (20) 9:30 (19) 12:04 (39)

0:10:04 (34) 0:20:39 (31) 0:30:39 (28) 0:40:31 (27)
１61歳以上 (7) 10:04 (34) 10:35 (30) 10:00 (23) 9:52 (28)

0:08:37 (17) 0:18:15 (23) 0:30:20 (26) 0:40:33 (28)
160歳以下 (2) 8:37 (17) 9:38 (24) 12:05 (36) 10:13 (30)

0:10:05 (35) 0:20:43 (33) 0:30:56 (30) 0:40:43 (29)
１61歳以上 (8) 10:05 (35) 10:38 (31) 10:13 (27) 9:47 (27)

0:10:31 (36) 0:20:52 (35) 0:31:06 (32) 0:40:47 (30)
１61歳以上 (9) 10:31 (36) 10:21 (28) 10:14 (28) 9:41 (26)

0:09:49 (32) 0:20:34 (29) 0:31:17 (34) 0:40:57 (31)
160歳以下 (3) 9:49 (32) 10:45 (33) 10:43 (33) 9:40 (25)

0:10:55 (40) 0:20:51 (34) 0:31:02 (31) 0:41:41 (32)
１61歳以上 (10) 10:55 (40) 9:56 (27) 10:11 (26) 10:39 (32)

0:09:34 (29) 0:20:18 (27) 0:30:53 (29) 0:42:08 (33)
１61歳以上 (11) 9:34 (29) 10:44 (32) 10:35 (31) 11:15 (34)

0:09:45 (31) 0:21:02 (36) 0:33:25 (36) 0:43:40 (34)
１61歳以上 (12) 9:45 (31) 11:17 (38) 12:23 (38) 10:15 (31)

0:10:39 (37) 0:21:07 (37) 0:32:27 (35) 0:44:28 (35)
１61歳以上 (13) 10:39 (37) 10:28 (29) 11:20 (34) 12:01 (37)

0:09:27 (26) 0:20:43 (32) 0:34:33 (39) 0:44:33 (36)
160歳以下 (4) 9:27 (26) 11:16 (37) 13:50 (43) 10:00 (29)

0:09:30 (28) 0:20:37 (30) 0:33:55 (37) 0:46:00 (37)
120歳以下 (20) 9:30 (28) 11:07 (36) 13:18 (42) 12:05 (40)

0:11:02 (41) 0:22:23 (39) 0:34:23 (38) 0:46:25 (38)
160歳以下 (5) 11:02 (41) 11:21 (39) 12:00 (35) 12:02 (38)

0:10:48 (39) 0:22:59 (40) 0:35:36 (40) 0:46:35 (39)
160歳以下 (6) 10:48 (39) 12:11 (40) 12:37 (40) 10:59 (33)

0:09:42 (30) 0:20:32 (28) 0:31:12 (33) 0:47:47 (40)
160歳以下 (7) 9:42 (30) 10:50 (35) 10:40 (32) 16:35 (45)

0:10:01 (33) 0:24:32 (42) 0:37:29 (41) 0:50:01 (41)
160歳以下 (8) 10:01 (33) 14:31 (43) 12:57 (41) 12:32 (42)

0:13:42 (45) 0:28:40 (45) 0:39:13 (44) 0:51:03 (42)
160歳以下 (9) 13:42 (45) 14:58 (44) 10:33 (30) 11:50 (36)

0:12:38 (43) 0:25:59 (43) 0:38:18 (42) 0:52:38 (43)
１61歳以上 (14) 12:38 (43) 13:21 (42) 12:19 (37) 14:20 (43)

0:10:41 (38) 0:26:36 (44) 0:41:28 (45) 0:53:38 (44)
160歳以下 (10) 10:41 (38) 15:55 (45) 14:52 (44) 12:10 (41)

0:11:38 (42) 0:23:51 (41) 0:38:54 (43) 0:54:14 (45)
160歳以下 (11) 11:38 (42) 12:13 (41) 15:03 (45) 15:20 (44)

160歳以下

郷緒 昭夫

26 36
JAC チーム 漢

0:39:27
小柏 秀平 向谷地 春樹

25 19
高崎市役所ＲＣヤング

0:39:02
佐藤 国光 奈良 祥吾 高瀬 暁大 渡邉 一樹

神成 貴彦 黒崎 慎也

32 38
チームコナミ高崎

0:41:41
井田 久信 楚山 和宏

吉井 真 矢島 章

31 28
安中市役所A

0:40:57
金井 大和 加部 一紀 大塚 優貴 島田 亮一

30 46
上州のオヤジ達

0:40:47
久保田 明男 竹内 修

35 44
チームきくち～

0:44:28
吉田 直樹 星野 幸央 菊地 秀樹 飯沼 文彦

34 43
GMN2017

0:43:40
樋口 晴彦 根岸 雅彦

田中 義人 塩川 泰生

37 14
川田派

0:46:00
津久井 亮介 川田 貴久 新井 雄士 大澤 健介

36 21
チームSH1

0:44:33
高木 智和 海老沼 佑二

山田 裕之 萩口 祥寛

41 27
楽生B

0:50:01
西村 大道 円山 大輔 関屋 猛 豊岡 貴行

40 23
ペコ&ポコ

0:47:47
平山 敬 佐藤 広夢

吉田 牧人 二見 優一
DNS 31

安中市役所B
中曽根 宏幸 中島 利康

野口 聡 長田 拓也

45 25
リクルート北関東２

0:54:14
阿部 一樹 関 拓斗 高橋 融一 山本 陽一

44 32
BEAUTER

0:53:38
善養寺 利昭 河原 正貴

43 35
IG走ろう会Bチーム

0:52:38
金井 昭義 高橋 勝美

小田倉 研史 渡邉 俊樹

39 24
藤田エンジA

0:46:35
福島 覚 佐藤 栄一 林 幸太 岡本 康佑

堀内 全 浅野 光寿

42 26
ＮＲＣA

0:51:03
山本 肇 前川 竜馬

鈴木 秀幸 田中 邦尚
38 22

高崎爆走愚連隊
0:46:25

川田 和輝 宮木 智志

加藤 明 梁瀬 鐵太郎

吉田 法之 岩城 裕志

33 37
IG走ろう会Ａチーム

0:42:08
多田 弘一 冨谷 整

0:40:31

田中 道明 小池 一成

29 45
GRT-199

0:40:43
吉田 哲也 伊藤 初夫 前田 良一 堀米 一也

金澤 英明 宮田 一樹
28 30

高崎市役所ＲＣ（Ｏ）
0:40:33

原田 日出夫 長谷川 季郎

27 41
チーム アフロ

堀越 能仁 黒崎 安則 塚越 信広
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