
第3回リレーマラソンin高崎 小学生【高学年】 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

0:03:17 (1) 0:06:32 (1) 0:09:56 (1) 0:13:19 (1)
3:17 (1) 3:15 (1) 3:24 (8) 3:23 (4)

0:03:20 (3) 0:06:44 (2) 0:10:08 (2) 0:13:33 (2)
3:20 (3) 3:24 (2) 3:24 (7) 3:25 (6)

0:03:26 (5) 0:06:53 (3) 0:10:19 (4) 0:13:44 (3)
3:26 (5) 3:27 (3) 3:26 (9) 3:25 (5)

0:03:18 (2) 0:07:04 (5) 0:10:18 (3) 0:13:48 (4)
3:18 (2) 3:46 (13) 3:14 (1) 3:30 (8)

0:03:30 (12) 0:07:12 (10) 0:10:28 (5) 0:13:53 (5)
3:30 (12) 3:42 (8) 3:16 (2) 3:25 (7)

0:03:27 (8) 0:07:12 (9) 0:10:29 (7) 0:13:59 (6)
3:27 (8) 3:45 (11) 3:17 (4) 3:30 (9)

0:03:33 (15) 0:07:12 (7) 0:10:29 (6) 0:14:00 (7)
3:33 (15) 3:39 (6) 3:17 (3) 3:31 (10)

0:03:29 (11) 0:07:25 (13) 0:10:46 (10) 0:14:04 (8)
3:29 (11) 3:56 (15) 3:21 (5) 3:18 (2)

0:03:37 (16) 0:07:08 (6) 0:10:45 (8) 0:14:07 (9)
3:37 (16) 3:31 (4) 3:37 (12) 3:22 (3)

0:03:27 (6) 0:07:30 (15) 0:10:53 (11) 0:14:27 (10)
3:27 (6) 4:03 (18) 3:23 (6) 3:34 (12)

0:03:28 (9) 0:07:12 (8) 0:11:03 (13) 0:14:39 (11)
3:28 (9) 3:44 (10) 3:51 (18) 3:36 (13)

0:03:28 (10) 0:07:42 (18) 0:11:15 (15) 0:14:46 (12)
3:28 (10) 4:14 (23) 3:33 (11) 3:31 (11)

0:03:40 (18) 0:07:15 (11) 0:11:00 (12) 0:14:47 (13)
3:40 (18) 3:35 (5) 3:45 (14) 3:47 (18)

0:03:27 (7) 0:08:09 (24) 0:11:36 (20) 0:14:49 (14)
3:27 (7) 4:42 (27) 3:27 (10) 3:13 (1)

0:03:32 (14) 0:07:17 (12) 0:11:07 (14) 0:14:51 (15)
3:32 (14) 3:45 (12) 3:50 (16) 3:44 (17)

0:03:31 (13) 0:07:32 (16) 0:11:26 (17) 0:15:07 (16)
3:31 (13) 4:01 (17) 3:54 (20) 3:41 (14)

0:03:46 (20) 0:07:28 (14) 0:11:18 (16) 0:15:12 (17)
3:46 (20) 3:42 (9) 3:50 (17) 3:54 (20)

0:03:40 (17) 0:07:44 (19) 0:11:30 (18) 0:15:14 (18)
3:40 (17) 4:04 (20) 3:46 (15) 3:44 (16)

伊勢川 芽生 齋藤 奏実

総合
順位

NO
総合記録
（5km）

１区（1.0km） ２区（1.0km） ３区（1.0km） ４区（1.0km）
氏名 氏名 氏名 氏名

荒牧 海里 加藤 愛子

7 71 0:14:00
箱田 向哉 堤 七香

杉森 星彦 清水 華帆

11 76 0:14:39
石川 瑞樹 面田 拓輝

岡田 晃政 石田 里菜

15 86

アラマキッズB

アラマキッズC

中村 美月 菊地 亜美

吉田 律喜 高野 凜
18 74 0:15:14

岸 充 小野 海斗

17 85 0:15:12
狩野 優人 塚越 礼 重田 利家 山藤 僚真

16 78 0:15:07
長谷川 菜奈 鈴木 菜奈葉

鳥屋 拓未 阿久澤 舞羽

内海 槙 増田 優依

14 70 0:14:49
金井 澄人 大久保 結衣

柄澤 智哉 峯岸 咲希

13 84 0:14:47
小林 憲信 黒崎 堅太 瀧野 直峻 町田 開

12 66 0:14:46
村田 凱飛 高橋 芽唯

0:14:51

4 67 0:13:48
善養寺 諒 佐藤 美海

坂本 亮 引田 裕太

10 73 0:14:27
井口 裕斗 菊地 愛美

佐藤 仁瑛 中嶋 千紗都

9 89 0:14:07
佐藤 輝季 上島 大地 今野 駿太 並木 陸

8 72 0:14:04

3 83 0:13:44
梅田 帆高 吉田 匠吾 小澤 京征 髙橋 幸佑

チームタケシＢ

中野 匠 野口 未優

6 69 0:13:59
金井 渓人 甲斐 杏奈

山田 景翔 三ツ澤 歩美

5 68 0:13:53
岡田 紋宗 金田 留奈 石塚 健 上原 心和

本木 颯人 小池 健士朗 石川 大輔

2 82 0:13:33
柏戸 葵志 石井 琢斗 保木 竣次

1 92 0:13:19
牧野 海威

ファイトマラソン川越

チームタケシＡ
星野 隆也

チーム名

チームタケシE

アラマキッズM

チームタケシＤ

アラマキッズI

アラマキッズD

アラマキッズF

アラマキッズG

佐久A&AC A

アラマキッズH

アラマキッズK

アラマキッズA

チームタケシ

アラマキッズE



第3回リレーマラソンin高崎 小学生【高学年】 2015/3/28

0:03:42 (19) 0:07:39 (17) 0:11:31 (19) 0:15:23 (19)
3:42 (19) 3:57 (16) 3:52 (19) 3:52 (19)

0:03:58 (24) 0:07:48 (20) 0:11:47 (21) 0:15:31 (20)
3:58 (24) 3:50 (14) 3:59 (21) 3:44 (15)

0:03:23 (4) 0:07:03 (4) 0:10:45 (9) 0:15:32 (21)
3:23 (4) 3:40 (7) 3:42 (13) 4:47 (29)

0:03:47 (21) 0:07:58 (21) 0:12:02 (23) 0:16:04 (22)
3:47 (21) 4:11 (22) 4:04 (23) 4:02 (21)

0:03:56 (23) 0:08:00 (22) 0:12:01 (22) 0:16:10 (23)
3:56 (23) 4:04 (19) 4:01 (22) 4:09 (23)

0:04:00 (26) 0:08:09 (23) 0:12:32 (24) 0:16:49 (24)
4:00 (26) 4:09 (21) 4:23 (25) 4:17 (26)

0:03:55 (22) 0:08:10 (25) 0:12:38 (25) 0:16:59 (25)
3:55 (22) 4:15 (24) 4:28 (26) 4:21 (27)

0:03:59 (25) 0:08:25 (26) 0:12:58 (26) 0:17:06 (26)
3:59 (25) 4:26 (26) 4:33 (27) 4:08 (22)

0:04:09 (27) 0:08:31 (27) 0:13:20 (27) 0:17:37 (27)
4:09 (27) 4:22 (25) 4:49 (29) 4:17 (25)

0:04:18 (28) 0:09:20 (28) 0:13:32 (28) 0:17:47 (28)
4:18 (28) 5:02 (29) 4:12 (24) 4:15 (24)

0:04:57 (29) 0:09:47 (29) 0:14:32 (29) 0:18:58 (29)
4:57 (29) 4:50 (28) 4:45 (28) 4:26 (28)

0:17:37
金井 脩雅 芳川 詩茉 岡田 大知 小野 向日葵

アラマキッズJ
草野 吏央 竹内 凜々子

27

中川 亮太郎 大下 直輝

江原 夏希 正田 瑠奈

23 79 0:16:10
神戸 まひる 土田 心杏

26 75 0:17:06
芳川 夏菜 松岡 愛優

25 93

81

田口 紫音 古村 拓海

29 88 0:18:58
柳澤 一誠 柳澤 百香 山田 ことの 山田 小羽寧

28 91 0:17:47
大森 里香 中嶋 愛佳

0:16:59
井上 七海 春山 心花 高橋 ののは 嘉部 心羽

24 80 0:16:49
黒澤 綾音 岡芹 美緒

アラマキッズO

JAC-D

小川 明日香 高野 ひなた

22 77 0:16:04
田中 篤史 金井 空雅

市村 彩美 佐伯 三葉

21 94 0:15:32
森川 凛太郎 青木 和花子 浅見 侑加 久保田 陽菜

20 90 0:15:31
土屋 滉基 篠原 令磨

19 87 0:15:23
星野 ひかる 小澤 怜奈 近藤 伶美 栗原 希乃葉

アラマキッズP

佐久A&AC C

観音山ＲＣ

チームタケシＦ

佐久A&AC B

JAC-E

アラマキッズL

アラマキッズN


