
第7回リレーマラソンin高崎 一般【男女混成】 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

0:09:05 (5) 0:19:59 (2) 0:29:14 (1) 0:39:16 (1)
160歳以下 (1) 9:05 (5) 10:54 (6) 9:15 (5) 10:02 (1)

0:09:26 (7) 0:20:17 (4) 0:29:44 (3) 0:40:10 (2)
160歳以下 (2) 9:26 (7) 10:51 (5) 9:27 (6) 10:26 (3)

0:07:48 (1) 0:22:54 (12) 0:30:48 (7) 0:40:53 (3)
160歳以下 (3) 7:48 (1) 15:06 (18) 7:54 (1) 10:05 (2)

0:10:18 (12) 0:20:57 (9) 0:29:45 (4) 0:41:00 (4)
160歳以下 (4) 10:18 (12) 10:39 (4) 8:48 (3) 11:15 (5)

0:09:00 (3) 0:20:06 (3) 0:30:25 (6) 0:41:15 (5)
160歳以下 (5) 9:00 (3) 11:06 (7) 10:19 (9) 10:50 (4)

0:08:58 (2) 0:19:18 (1) 0:29:41 (2) 0:41:34 (6)
１61歳以上 (1) 8:58 (2) 10:20 (3) 10:23 (10) 11:53 (7)

0:09:05 (4) 0:20:59 (10) 0:30:13 (5) 0:42:44 (7)
160歳以下 (6) 9:05 (4) 11:54 (11) 9:14 (4) 12:31 (9)

0:09:29 (8) 0:20:56 (8) 0:31:10 (8) 0:43:16 (8)
１61歳以上 (2) 9:29 (8) 11:27 (8) 10:14 (8) 12:06 (8)

0:10:10 (10) 0:23:00 (13) 0:32:58 (13) 0:44:19 (9)
１61歳以上 (3) 10:10 (10) 12:50 (14) 9:58 (7) 11:21 (6)

0:10:15 (11) 0:20:18 (5) 0:31:40 (9) 0:45:13 (10)
１61歳以上 (4) 10:15 (11) 10:03 (2) 11:22 (12) 13:33 (12)

0:09:15 (6) 0:20:55 (7) 0:32:36 (12) 0:45:30 (11)
160歳以下 (7) 9:15 (6) 11:40 (9) 11:41 (15) 12:54 (11)

0:12:10 (17) 0:23:59 (16) 0:32:28 (11) 0:46:09 (12)
１61歳以上 (5) 12:10 (17) 11:49 (10) 8:29 (2) 13:41 (13)

0:10:50 (14) 0:20:44 (6) 0:32:12 (10) 0:46:57 (13)
160歳以下 (8) 10:50 (14) 9:54 (1) 11:28 (14) 14:45 (17)

0:09:35 (9) 0:22:35 (11) 0:34:34 (15) 0:48:47 (14)
１61歳以上 (6) 9:35 (9) 13:00 (15) 11:59 (17) 14:13 (14)

0:10:38 (13) 0:23:21 (15) 0:36:39 (17) 0:49:24 (15)
１61歳以上 (7) 10:38 (13) 12:43 (13) 13:18 (18) 12:45 (10)

0:10:53 (15) 0:23:05 (14) 0:34:31 (14) 0:49:34 (16)
１61歳以上 (8) 10:53 (15) 12:12 (12) 11:26 (13) 15:03 (18)

0:11:16 (16) 0:25:55 (17) 0:36:35 (16) 0:50:58 (17)
160歳以下 (9) 11:16 (16) 14:39 (17) 10:40 (11) 14:23 (16)

0:13:11 (19) 0:26:36 (18) 0:38:29 (18) 0:54:02 (18)
160歳以下 (10) 13:11 (19) 13:25 (16) 11:53 (16) 15:33 (19)

0:12:15 (18) 0:27:48 (19) 0:41:07 (19) 0:55:22 (19)
160歳以下 (11) 12:15 (18) 15:33 (19) 13:19 (19) 14:15 (15)

0:15:25 (20) 0:31:23 (20) 0:45:24 (20) 1:01:05 (20)
１61歳以上 (9) 15:25 (20) 15:58 (20) 14:01 (20) 15:41 (20)

3 61
チームタワシM

0:40:53
野上 善弘 横尾 満菜 渡辺 敦也 福田 育子

佐藤 真衣 瀬戸 真光 鈴木 礼子

2 55
新潟・大和中B

0:40:10
鈴木 翔也 石田 沙樹 関 翔弥

1 64 0:39:16
TEAM・K2

中島 広和

高橋 克則 青木 雅子

猪狩 直哉 井口 栞

5 63
37走郵会

0:41:15
佐藤 貢松 萩原 千尋 勝田 和也 浅香 亜希子

4 56
新潟・大和中A

0:41:00
小林 福虎 笠井 優妃

三浦 宏弥

9 72
JOMOランナーズ

0:44:19
小山 昌丈 前原 久美代 内田 猛 達川 美利

8 73
アラマMix-A

0:43:16
甲斐 俊輔 田中 淳子 高橋 昌幸

大川 晃雄 樺澤 真梨子

13 58
田中チルドレン

0:46:57
田中 光 佐藤 夢香 竹内 俊貴 清水 那緒

12 68
藤田エンジB

0:46:09
生方 弘之 岩澤 有理子

60
リクルート北関東1

0:54:02
森田 清 山口 由里子

伊藤 麻美 西本 貴之 柳岡 恵理子

16 74
ひよこちゃんカレー味

0:49:34
茂木 雄二 加部 知子

17 62
楽生A

0:50:58
清水 大輔

柴田 翔大郎

6 70
チャレラン上州

0:41:34

稲村 健一 濱田 恵
20 69

ＮＲＣＢ
1:01:05

山本 庄司 高橋 明子

田中 善幸 長沼 晴佳

19 59
チームみなみん

0:55:22
前田 隼人 林 蓉子 富澤 祐紀 山中 瑶子

18

３区（2.5km） ４区（2.5km）
氏名 氏名

谷川 君恵

清水 雅紀

龍崎 直子

種村 美宙

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

7 65
ひよこちゃん海鮮味

0:42:44
渡邉 忠幸 佐藤 悦子

谷川 智明 落合 良江
10 66

アラマMix-B
0:45:13

田代 喜紀 野口 未優

11 57
フリーダム

0:45:30
野口 雄太 野口 友美 柳沢 統士 佐藤 仁美

大森 悠佑 清水 由喜子

中村 大介 上原 直美

15 67
西横野パパママ侍

0:49:24
清水 貴之 清水 真理子 桑原 正幸 桑原 みどり

14 71
上州アスリートクラブ

0:48:47
新井 拓真 小川 康子
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