
第7回リレーマラソンin高崎 小学生【高学年】 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

0:03:12 (2) 0:06:31 (1) 0:10:11 (2) 0:13:19 (1)
3:12 (2) 3:19 (1) 3:40 (5) 3:08 (1)

0:03:12 (1) 0:06:37 (2) 0:09:59 (1) 0:13:24 (2)
3:12 (1) 3:25 (4) 3:22 (1) 3:25 (4)

0:03:14 (3) 0:06:45 (3) 0:10:21 (3) 0:13:44 (3)
3:14 (3) 3:31 (6) 3:36 (4) 3:23 (3)

0:03:20 (4) 0:06:47 (4) 0:10:28 (4) 0:13:57 (4)
3:20 (4) 3:27 (5) 3:41 (6) 3:29 (7)

0:03:32 (8) 0:06:55 (5) 0:10:30 (5) 0:13:58 (5)
3:32 (8) 3:23 (3) 3:35 (3) 3:28 (5)

0:03:22 (5) 0:06:59 (7) 0:10:40 (6) 0:14:19 (6)
3:22 (5) 3:37 (8) 3:41 (7) 3:39 (11)

0:03:27 (6) 0:07:10 (8) 0:10:56 (8) 0:14:24 (7)
3:27 (6) 3:43 (11) 3:46 (10) 3:28 (6)

0:03:48 (19) 0:07:27 (12) 0:11:02 (11) 0:14:25 (8)
3:48 (19) 3:39 (9) 3:35 (2) 3:23 (2)

0:03:36 (11) 0:06:59 (6) 0:10:47 (7) 0:14:30 (9)
3:36 (11) 3:23 (2) 3:48 (13) 3:43 (13)

0:03:35 (10) 0:07:14 (9) 0:11:02 (10) 0:14:39 (10)
3:35 (10) 3:39 (10) 3:48 (12) 3:37 (9)

0:03:40 (15) 0:07:30 (13) 0:11:20 (12) 0:14:59 (11)
3:40 (15) 3:50 (13) 3:50 (15) 3:39 (10)

0:03:36 (12) 0:07:34 (16) 0:11:23 (13) 0:15:00 (12)
3:36 (12) 3:58 (18) 3:49 (14) 3:37 (8)

0:03:31 (7) 0:07:18 (10) 0:11:01 (9) 0:15:08 (13)
3:31 (7) 3:47 (12) 3:43 (8) 4:07 (24)

0:03:38 (13) 0:07:31 (14) 0:11:35 (15) 0:15:19 (14)
3:38 (13) 3:53 (14) 4:04 (21) 3:44 (14)

0:03:50 (21) 0:07:26 (11) 0:11:30 (14) 0:15:20 (15)
3:50 (21) 3:36 (7) 4:04 (22) 3:50 (18)

0:03:34 (9) 0:07:31 (15) 0:11:38 (16) 0:15:24 (16)
3:34 (9) 3:57 (17) 4:07 (25) 3:46 (15)

0:03:46 (18) 0:07:43 (18) 0:11:46 (18) 0:15:36 (17)
3:46 (18) 3:57 (16) 4:03 (20) 3:50 (17)

0:03:41 (16) 0:08:06 (24) 0:11:51 (20) 0:15:38 (18)
3:41 (16) 4:25 (33) 3:45 (9) 3:47 (16)

0:03:50 (22) 0:08:14 (27) 0:12:11 (23) 0:15:51 (19)
3:50 (22) 4:24 (32) 3:57 (18) 3:40 (12)

0:03:46 (17) 0:07:39 (17) 0:11:40 (17) 0:15:52 (20)
3:46 (17) 3:53 (15) 4:01 (19) 4:12 (27)

岸 大喜

内山 遥人 高野 颯 藤井 信磨

2 106
JAC-A

0:13:24
野口 虎太郎 新田 愛斗 小川 哲生

1 75 0:13:19
アラマキッズA

谷川 航太

5 82
アラマキッズH

0:13:58
山田 小華 中村 愛花 落合 優希奈 栁田 美緒

4 87
最強４年ボーイズ

0:13:57
北山 俊太朗 利根川 悠樹

青木 大治 高野 博斗

10 80
アラマキッズF

0:14:39
樽見 隆人 山田 詠太

加藤 銀雅 塚田 魁士

9 90
五泉少年MC  A

0:14:30
安達 優衣 若井 快晴 石塚 春菜 伊藤 未桜

8 98
よしいAC.A

0:14:25
峯岸 侑惟士 相蘇 耀介

渡辺 惺也 田代 悠真

14 110
JAC-E

0:15:19
武冨 文哉 小林 絃人

舘野 眞子 爲谷 陽愛

13 107
JAC-B

0:15:08
高野 晄 長澤 慧昊 藤川 一真 谷口 和以

12 85
アラマキッズK

0:15:00
上原 杏心 羽山 琴音

小川 莉央 大森 一樹

17 91
五泉少年MC  B

0:15:36
間嶋 柚奈 遠藤 絢愛 落合 杏 小田 晴琉

16 88
子持陸上クラブ　A

0:15:24
高橋 春仁 岡田 奈緒

福島 結珠 中島 明日香
20 108

JAC-C
0:15:52

小屋 陽 木暮 絵菜

３区（1.0km） ４区（1.0km）

氏名 氏名 氏名 氏名
チーム名

総合
順位

NO
総合記録

（4km）

１区（1.0km） ２区（1.0km）

アラマキッズG
0:14:24

清水 りの 大林 美桜

6 76
アラマキッズB

0:14:19
大竹 実吹 堀田 絢心

山﨑 陽南子 田代 莉奈子

19 89
子持陸上クラブ　B

0:15:51
橋本 昊汰 樋口 陽葵

木村 倖大 高橋 晃太

15 93
BEE3R-アルファ

0:15:20
薄井 柊希 薄井 大聖

池澤 星夏 内海 直斗

18 83
アラマキッズI

0:15:38
金子 雅 大林 佳奈

11 77
アラマキッズC

0:14:59
関 太陽 森下 啓玖

佐藤 百王

3 105
栃木市大宮北小

0:13:44
森尻 悠翔 橋本 隼 池田 結斗

松下 雄俄 小池 玲央

深田 実優 杉森 由萌

塚原 惟歩 小林 莉空

宮下 晴也 髙橋 創獅

7 81
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第7回リレーマラソンin高崎 小学生【高学年】 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

３区（1.0km） ４区（1.0km）

氏名 氏名 氏名 氏名
チーム名

総合
順位

NO
総合記録

（4km）

１区（1.0km） ２区（1.0km）

0:03:58 (25) 0:08:02 (20) 0:11:48 (19) 0:15:56 (21)
3:58 (25) 4:04 (19) 3:46 (11) 4:08 (26)

0:03:52 (24) 0:08:04 (22) 0:11:55 (21) 0:16:01 (22)
3:52 (24) 4:12 (22) 3:51 (16) 4:06 (23)

0:03:49 (20) 0:08:03 (21) 0:12:08 (22) 0:16:15 (23)
3:49 (20) 4:14 (27) 4:05 (24) 4:07 (25)

0:03:59 (26) 0:08:07 (25) 0:12:25 (26) 0:16:22 (24)
3:59 (26) 4:08 (20) 4:18 (28) 3:57 (20)

0:03:50 (23) 0:08:04 (23) 0:12:12 (24) 0:16:25 (25)
3:50 (23) 4:14 (26) 4:08 (26) 4:13 (28)

0:04:07 (30) 0:08:24 (31) 0:12:33 (28) 0:16:37 (26)
4:07 (30) 4:17 (30) 4:09 (27) 4:04 (22)

0:04:05 (29) 0:08:19 (28) 0:12:41 (30) 0:16:40 (27)
4:05 (29) 4:14 (25) 4:22 (30) 3:59 (21)

0:04:07 (31) 0:08:20 (29) 0:12:39 (29) 0:17:07 (28)
4:07 (31) 4:13 (24) 4:19 (29) 4:28 (30)

0:04:30 (36) 0:09:25 (36) 0:13:21 (34) 0:17:13 (29)
4:30 (36) 4:55 (36) 3:56 (17) 3:52 (19)

0:04:16 (33) 0:08:27 (32) 0:12:52 (32) 0:17:15 (30)
4:16 (33) 4:11 (21) 4:25 (32) 4:23 (29)

0:04:00 (28) 0:08:12 (26) 0:12:17 (25) 0:17:17 (31)
4:00 (28) 4:12 (23) 4:05 (23) 5:00 (35)

0:03:59 (27) 0:08:22 (30) 0:12:46 (31) 0:17:35 (32)
3:59 (27) 4:23 (31) 4:24 (31) 4:49 (33)

0:03:38 (14) 0:07:53 (19) 0:12:29 (27) 0:17:47 (33)
3:38 (14) 4:15 (28) 4:36 (36) 5:18 (37)

0:04:16 (32) 0:08:42 (33) 0:13:19 (33) 0:17:54 (34)
4:16 (32) 4:26 (34) 4:37 (37) 4:35 (31)

0:04:20 (34) 0:08:54 (34) 0:13:27 (35) 0:18:27 (35)
4:20 (34) 4:34 (35) 4:33 (34) 5:00 (36)

0:04:23 (35) 0:09:32 (38) 0:13:59 (37) 0:18:37 (36)
4:23 (35) 5:09 (38) 4:27 (33) 4:38 (32)

0:04:54 (38) 0:09:11 (35) 0:13:46 (36) 0:18:37 (37)
4:54 (38) 4:17 (29) 4:35 (35) 4:51 (34)

0:04:33 (37) 0:09:29 (37) 0:15:06 (38) 0:20:34 (38)
4:33 (37) 4:56 (37) 5:37 (38) 5:28 (38)

21 94
BEE3R-β

0:15:56
松本 真潤 山内 煌大 柳澤 杏多 宮下 煌太郎

田中 昂成 天田 優衣翔

23 92
五泉少年MC  C

0:16:15
井上 結斗 伊丹 翔太 鈴木 美羽 斉藤 瑠希

22 78
アラマキッズD

0:16:01
宮下 明也 摩庭 一翔

太田 翔琉 青木 桜麗

29 103
イーグルスポーツA

0:17:13
曲澤 泰成 田中 心乃 渡邊 晏花 椿 怜士

28 109
JAC-D

0:17:07
江村 央 内藤 駿

33 95
BEE3R-Ｃ

0:17:47
大野 柳真 小野 航平 阿左美 奏太 小林 直樹

32 96
BEE3Rデルタ

0:17:35
小林 愛依 坂井 柊哉 高橋 杏奈 長野 廉太郎

大西 仁菜 中里 美心

35 112
JAC-G

0:18:27
野口 真麻 天野 莉希 小川 智恵 青木 優月

34 97
BEE3Rエコー

0:17:54
田沼 愛海 千木良 心優

新井 湊太 新井 滉己太田 瑛琉 小林 珈亜人

小林 優斗 椿 琉碧

石田 椋汰朗 小池 莉央 小池 飛翔 猿谷 幸広

斉藤 悠人 小田桐 未来

31 79
アラマキッズE

0:17:17
望月 慧士 原 美咲

黒澤 立希 佐藤 ひなの

27 102
王山陸上部

0:16:40
北爪 涼楓 大場 葉水 清水 真歩 保坂 笑里

藤井 劉生 榎波 芽呂

30 100
よしいAC.C

0:17:15
入澤 俊太 橋本 青依

松崎 結衣菜 藤井 あては
26 84

アラマキッズJ
0:16:37

白石 空夢 山邉 桃菜

榎波 莉呂 小暮 茅乃

25 99
よしいAC.B

0:16:25
田中 朝翔 里見 仁翔 福島 雅人 富田 凌梧

24 86
アラマキッズL

0:16:22
深田 茉優 片山 翔亜

38 111
JAC-F

0:20:34

37 101
よしいAC.D

0:18:37

36 104
イーグルスポーツB

0:18:37

2 / 2 ページ


