
第3回リレーマラソンin高崎 小学生【低学年】 2015/3/28

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

0:02:03 (3) 0:04:07 (1) 0:06:12 (1) 0:08:17 (1)
2:03 (3) 2:04 (1) 2:05 (1) 2:05 (1)

0:02:04 (4) 0:04:18 (2) 0:06:33 (2) 0:08:39 (2)
2:04 (4) 2:14 (2) 2:15 (2) 2:06 (3)

0:01:59 (1) 0:04:19 (3) 0:06:34 (3) 0:08:51 (3)
1:59 (1) 2:20 (6) 2:15 (3) 2:17 (6)

0:02:12 (6) 0:04:32 (4) 0:06:53 (4) 0:09:02 (4)
2:12 (6) 2:20 (7) 2:21 (6) 2:09 (4)

0:02:02 (2) 0:04:45 (11) 0:07:06 (7) 0:09:12 (5)
2:02 (2) 2:43 (13) 2:21 (7) 2:06 (2)

0:02:16 (7) 0:04:34 (5) 0:06:53 (5) 0:09:19 (6)
2:16 (7) 2:18 (4) 2:19 (5) 2:26 (10)

0:02:16 (8) 0:04:38 (8) 0:07:05 (6) 0:09:19 (7)
2:16 (8) 2:22 (8) 2:27 (8) 2:14 (5)

0:02:19 (10) 0:04:54 (13) 0:07:12 (8) 0:09:32 (8)
2:19 (10) 2:35 (12) 2:18 (4) 2:20 (7)

0:02:21 (13) 0:04:40 (9) 0:07:14 (9) 0:09:35 (9)
2:21 (13) 2:19 (5) 2:34 (9) 2:21 (8)

0:02:16 (9) 0:04:41 (10) 0:07:17 (10) 0:09:52 (10)
2:16 (9) 2:25 (9) 2:36 (10) 2:35 (11)

0:02:20 (12) 0:04:53 (12) 0:07:39 (13) 0:10:00 (11)
2:20 (12) 2:33 (11) 2:46 (15) 2:21 (9)

0:02:12 (5) 0:04:37 (7) 0:07:19 (11) 0:10:08 (12)
2:12 (5) 2:25 (10) 2:42 (12) 2:49 (14)

0:02:20 (11) 0:04:37 (6) 0:07:19 (12) 0:10:15 (13)
2:20 (11) 2:17 (3) 2:42 (13) 2:56 (15)

0:02:25 (14) 0:05:43 (14) 0:08:20 (14) 0:10:56 (14)
2:25 (14) 3:18 (14) 2:37 (11) 2:36 (12)

0:02:27 (15) 0:05:57 (15) 0:08:43 (15) 0:11:31 (15)
2:27 (15) 3:30 (15) 2:46 (14) 2:48 (13)

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

佐藤 壮瑛 茂木 公志

金子 浬空 金子 一華

13 109 0:10:15
永島 晄太朗 岩崎 陸 井上 拓海 江村 央

5 104 0:09:12
坂田 涼真 中嶋 杏佳 大森 玲花 加藤 大雅

清水 獅音 高橋 海心

小川 哲生 桒原 大登
4 97 0:09:02

高野 颯 長谷川 遥生

3 110 0:08:51
三井田 陸音 久保田 京介

塚越 夏羽 内田 冴衣子

15 101 0:11:31
川野 藍 善養寺 さくら 岡田 花奈 高野 亜桜

14 103 0:10:56
瀧野 欧介 塚越 沢斗

12 108 0:10:08
井ノ瀬 莉玖斗 田村 遥斗

高野 博斗 森下 啓玖

11 105 0:10:00
河上 莉央 河上 悠大 世取山 心悠 世取山 心菜

10 102 0:09:52
上原 和玖 阿久澤 慎

江原 直紀 鈴木 快璃

8 100 0:09:32
大浦 陽飛 原勢 咲姫

斉藤 亮成 嶋岡 宗寿

7 99 0:09:19
立岡 明日登 清水 明日香 菅原 翔斗 高野 菜摘

6 107 0:09:19
笠原 光太朗 新井 大樹

9 98 0:09:35

茂木 優斗 小林 遼太郎

萩原 康介 大久保 凌 池田 力哉

2 95 0:08:39
石塚 遥名 石田 美緒 小田島 咲希

1 96 0:08:17
高橋 拓士

剣持 稟麻

ファイトマラソン川越DNS 106
猫宮 奏太 伊村 空汰 乃村 晃平 本木 蔵人

チーム名

アラマキッズB

アラマキッズA

JAC-C

アラマキッズC

佐久A&AC

レジェンドだんしーず

アラマキッズE

アラマキッズF

アラマキッズD

アラマキッズH

カラ☆メロン

JAC-A

JAC-B

桜クラブチ

アラマキッズG


