
第7回リレーマラソンin高崎 小学生【低学年】 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

0:02:06 (4) 0:04:02 (1) 0:06:06 (1) 0:08:12 (1)
2:06 (4) 1:56 (1) 2:04 (1) 2:06 (1)

0:02:01 (1) 0:04:02 (2) 0:06:16 (2) 0:08:33 (2)
2:01 (1) 2:01 (2) 2:14 (4) 2:17 (6)

0:02:14 (8) 0:04:24 (7) 0:06:35 (5) 0:08:46 (3)
2:14 (8) 2:10 (3) 2:11 (3) 2:11 (3)

0:02:09 (7) 0:04:22 (5) 0:06:29 (3) 0:08:46 (4)
2:09 (7) 2:13 (5) 2:07 (2) 2:17 (8)

0:02:05 (2) 0:04:15 (3) 0:06:32 (4) 0:08:54 (5)
2:05 (2) 2:10 (4) 2:17 (5) 2:22 (12)

0:02:07 (5) 0:04:24 (6) 0:06:48 (8) 0:08:56 (6)
2:07 (5) 2:17 (9) 2:24 (12) 2:08 (2)

0:02:06 (3) 0:04:19 (4) 0:06:41 (6) 0:08:58 (7)
2:06 (3) 2:13 (6) 2:22 (10) 2:17 (7)

0:02:08 (6) 0:04:27 (8) 0:06:45 (7) 0:09:04 (8)
2:08 (6) 2:19 (13) 2:18 (7) 2:19 (10)

0:02:22 (15) 0:04:36 (11) 0:06:57 (10) 0:09:11 (9)
2:22 (15) 2:14 (7) 2:21 (9) 2:14 (4)

0:02:17 (10) 0:04:33 (9) 0:06:54 (9) 0:09:18 (10)
2:17 (10) 2:16 (8) 2:21 (8) 2:24 (13)

0:02:24 (18) 0:04:41 (12) 0:06:59 (12) 0:09:27 (11)
2:24 (18) 2:17 (10) 2:18 (6) 2:28 (14)

0:02:23 (17) 0:04:45 (15) 0:07:11 (14) 0:09:32 (12)
2:23 (17) 2:22 (15) 2:26 (14) 2:21 (11)

0:02:30 (21) 0:04:47 (16) 0:07:15 (15) 0:09:33 (13)
2:30 (21) 2:17 (11) 2:28 (15) 2:18 (9)

0:02:17 (11) 0:04:35 (10) 0:06:58 (11) 0:09:38 (14)
2:17 (11) 2:18 (12) 2:23 (11) 2:40 (21)

0:02:25 (19) 0:04:45 (14) 0:07:15 (16) 0:09:45 (15)
2:25 (19) 2:20 (14) 2:30 (17) 2:30 (17)

0:02:21 (14) 0:04:54 (18) 0:07:25 (17) 0:09:53 (16)
2:21 (14) 2:33 (18) 2:31 (19) 2:28 (15)

0:02:16 (9) 0:04:50 (17) 0:07:30 (19) 0:10:00 (17)
2:16 (9) 2:34 (20) 2:40 (24) 2:30 (16)

0:02:28 (20) 0:04:59 (21) 0:07:30 (18) 0:10:02 (18)
2:28 (20) 2:31 (17) 2:31 (18) 2:32 (20)

0:02:35 (25) 0:05:10 (23) 0:07:50 (23) 0:10:04 (19)
2:35 (25) 2:35 (21) 2:40 (22) 2:14 (5)

0:02:19 (13) 0:04:41 (13) 0:07:07 (13) 0:10:06 (20)
2:19 (13) 2:22 (16) 2:26 (13) 2:59 (25)

狩野 夢翔 中村 遼 中島 快人

2 138
JAC-H

0:08:33
武冨 福久 為貝 真陽 杉本 倫太郎

1 114 0:08:12
アラマキッズB

櫻井 遼

122
BEE3Rフォックス

0:08:46
坂本 零 中里 絢心

相原 太郎

3 128
よしいAC.E

0:08:46
古井戸 苺花 加藤 大寿 野村 悠樹 飯野 瑛太

田代 楓 江原 悠斗
4

落合 蕾 斉藤 野々花

6 126
六郷SC

0:08:56
新沢 愛翔 小林 玲生

9

11 127
RJKY

0:09:27
半谷 裕一郎 清水 京一朗 小暮 諒大 奈良 樹生

10 133
スーパースターズ

0:09:18
高橋 愛理 北上 樹

長坂 夏美 樋口 陽希

16 141
JAC-K

0:09:53
小松 陽向 荒館 翔

山田 爽彩 小林 凜音

15 130
よしいAC.G

0:09:45
高柳 裕鳳 富岡 蒼太 金澤 凪珠 加辺 湊大

14 139
JAC-I

0:09:38
大淵 心菜 平石 朱那

0:10:06
佐藤 光 森田 遥斗

神宮 海璃 中島 翠

19 137
チーム鴨川

0:10:04
新井 大輝 伊藤 遼 藤川 颯馬 杉山 青翔

18 118
西横野ちび侍

0:10:02
桑原 泰樹 清水 理貴

5 113
アラマキッズA

0:08:54
櫻井 惇太 片山 耕 平井 翔 新井 凱仁

今泉 優奈 爲谷 柚姫
8 115

アラマキッズC
0:09:04

金嶋 ゆうか 大林 由佳

佐藤 朔良 竹内 勇翔

7 121
五泉少年MC  A

0:08:58
渡邉 春仁 囲 結太

119
中居小

0:09:11
不破 珠衣琉 中沢 知里 縫島 琉花

清水 稟士 笹本 力生

小川 由稀 長澤 和未

狩野 鼓太朗 能登 琥稀

石黒 大地 高橋 堅音

大塚 詩

早川 紗羅 内田 昊太

アミティエ　K・R
0:09:32

20 129
よしいAC.F

17 120
子持陸上クラブ　C

0:10:00
平田 廉 阿部 心瑠

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

13 116
アラマキッズD

0:09:33
関 星空 山﨑 菜南子 大林 心菜 大竹 芽生

12 136
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第7回リレーマラソンin高崎 小学生【低学年】 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

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

0:02:30 (22) 0:05:05 (22) 0:07:51 (24) 0:10:22 (21)
2:30 (22) 2:35 (22) 2:46 (27) 2:31 (18)

0:02:34 (24) 0:05:13 (25) 0:07:56 (27) 0:10:28 (22)
2:34 (24) 2:39 (28) 2:43 (26) 2:32 (19)

0:02:39 (27) 0:05:17 (27) 0:07:46 (21) 0:10:31 (23)
2:39 (27) 2:38 (27) 2:29 (16) 2:45 (23)

0:02:18 (12) 0:04:55 (19) 0:07:48 (22) 0:10:32 (24)
2:18 (12) 2:37 (24) 2:53 (28) 2:44 (22)

0:02:48 (28) 0:05:25 (28) 0:08:05 (28) 0:10:52 (25)
2:48 (28) 2:37 (26) 2:40 (23) 2:47 (24)

0:02:34 (23) 0:05:11 (24) 0:07:53 (25) 0:10:57 (26)
2:34 (23) 2:37 (25) 2:42 (25) 3:04 (26)

0:02:23 (16) 0:04:56 (20) 0:07:33 (20) 0:11:01 (27)
2:23 (16) 2:33 (19) 2:37 (20) 3:28 (29)

0:02:39 (26) 0:05:15 (26) 0:07:54 (26) 0:11:16 (28)
2:39 (26) 2:36 (23) 2:39 (21) 3:22 (28)

0:02:54 (29) 0:05:45 (29) 0:09:02 (29) 0:12:21 (29)
2:54 (29) 2:51 (29) 3:17 (29) 3:19 (27)

吉澤 咲花 松本 芽依

早川 季紗 猿谷 和広

23 125
BEE3Rジュリー

0:10:31
長野 惠也 新井 琥太郎 小林 蒼空 小野 修平

22 131
よしいAC.H

0:10:28
高橋 蒼大 石田 唯衣斗

27 123
BEE3Rゴルフ

0:11:01
立川 遥稀 江原 想乃 茂木 琉生 亀里 優月

26 132
よしいAC.I

0:10:57
里見 礼慈 古井戸 梨花 神宮 陽菜 野本 一花

森田 咲佳 境原 佑輝乃

29 135
イーグルスポーツD

0:12:21
神保 大輔 小林 愛華 小田桐 侑生 諏訪 友亮

28 140
JAC-J

0:11:16
鈴木 逞心 太田 吏乙

21 117
アラマキッズE

0:10:22
平井 豪 谷川 絢香 山邉 詠翔 都丸 叶幸

25 134
イーグルスポーツC

0:10:52
清水 壱琉 斉藤 ななみ

24 124
BEE3Rインディア

0:10:32
大野 慶真 岩田 碧斗

大窪 結月 曲澤 璃來
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