
第2回リレーマラソンin高崎 小学生【高学年】 2014/3/29

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

0:03:04 (1) 0:06:27 (1) 0:09:49 (1) 0:13:11 (1)
3:04 (1) 3:23 (1) 3:21 (2) 3:22 (2)

0:03:07 (2) 0:06:35 (2) 0:09:54 (2) 0:13:21 (2)
3:07 (2) 3:27 (2) 3:19 (1) 3:27 (4)

0:03:10 (3) 0:06:41 (3) 0:10:12 (3) 0:13:30 (3)
3:10 (3) 3:30 (3) 3:30 (4) 3:18 (1)

0:03:17 (4) 0:06:50 (4) 0:10:20 (4) 0:13:44 (4)
3:17 (4) 3:32 (4) 3:29 (3) 3:24 (3)

0:03:19 (5) 0:06:58 (6) 0:10:34 (5) 0:14:06 (5)
3:19 (5) 3:39 (7) 3:36 (5) 3:32 (5)

0:03:21 (6) 0:06:55 (5) 0:10:40 (6) 0:14:13 (6)
3:21 (6) 3:33 (5) 3:45 (8) 3:32 (7)

0:03:25 (9) 0:07:07 (9) 0:10:50 (7) 0:14:24 (7)
3:25 (9) 3:41 (10) 3:43 (7) 3:34 (8)

0:03:25 (8) 0:07:00 (7) 0:10:56 (8) 0:14:37 (8)
3:25 (8) 3:34 (6) 3:56 (11) 3:40 (9)

0:03:50 (13) 0:07:36 (13) 0:11:18 (10) 0:15:01 (9)
3:50 (13) 3:45 (12) 3:41 (6) 3:43 (10)

0:03:24 (7) 0:07:06 (8) 0:10:56 (9) 0:15:01 (10)
3:24 (7) 3:42 (11) 3:50 (9) 4:04 (15)

0:03:46 (11) 0:07:25 (11) 0:11:34 (13) 0:15:07 (11)
3:46 (11) 3:39 (8) 4:08 (14) 3:32 (6)

0:03:32 (10) 0:07:25 (10) 0:11:18 (11) 0:15:14 (12)
3:32 (10) 3:53 (14) 3:52 (10) 3:56 (13)

0:03:51 (14) 0:07:31 (12) 0:11:32 (12) 0:15:16 (13)
3:51 (14) 3:39 (9) 4:00 (12) 3:44 (11)

0:04:11 (17) 0:08:04 (14) 0:12:12 (14) 0:16:19 (14)
4:11 (17) 3:53 (13) 4:07 (13) 4:07 (16)

0:04:06 (16) 0:08:27 (18) 0:12:44 (15) 0:16:57 (15)
4:06 (16) 4:20 (17) 4:17 (15) 4:12 (17)

0:03:49 (12) 0:08:20 (16) 0:13:09 (17) 0:17:03 (16)
3:49 (12) 4:31 (18) 4:48 (17) 3:54 (12)

0:04:01 (15) 0:08:15 (15) 0:13:09 (18) 0:17:08 (17)
4:01 (15) 4:13 (16) 4:54 (19) 3:58 (14)

0:04:13 (18) 0:08:23 (17) 0:12:48 (16) 0:17:10 (18)
4:13 (18) 4:09 (15) 4:25 (16) 4:22 (18)

0:04:18 (19) 0:08:58 (19) 0:13:52 (19) 0:18:21 (19)
4:18 (19) 4:40 (19) 4:53 (18) 4:28 (19)

16 72
アラマキッズ Ｅ

0:17:03
箱田 向哉 小野 海斗 梅山 昇大 金川 真之典

帰山 侑大 阿部 紘大 西村 和紘

2 68
アラマキッズ A

0:13:21
渡辺 喬介 柄澤 智哉 石塚 健

1 85 0:13:11
レジェンド桐生

赤坂 匠

面田 尚輝

3 81
チームきくちー

0:13:30
星野 元希 吉田 光希 原 彪雅 菊地 圭汰

谷山 優衣 本保 朱理

5 69
アラマキッズ Ｂ

0:14:06
善養寺 諒 金井 澄人 金井 渓人 荒牧 海里

4 73
アラマキッズ F

0:13:44
石田 里菜 小田切 由茄

鳥屋 拓未 佐藤 仁瑛

7 74
アラマキッズ G

0:14:24
上原 心和 金田 留奈 加藤 愛子 峯岸 咲希

6 71
アラマキッズ D

0:14:13
中野 匠 井口 裕斗

平井 大洋 村田 凱飛

9 79
アラマキッズ Ｌ

0:15:01
正田 実瑠 溝口 花音 中島 結菜 中嶋 菜々美

8 70
アラマキッズ Ｃ

0:14:37
岡田 晃政 岡田 紋宗

小澤 京征 重田 利家

11 80
チーム・はやぶさ

0:15:07
高橋 光太郎 福島 悠介 岩崎 主佑 根岸 光綺

10 83
チームヨッシー

0:15:01
吉田 匠吾 高橋 弘大

阿久澤 舞羽 野口 未優

13 76
アラマキッズ Ｉ

0:15:16
河原 咲奈 三ツ澤 歩美 長尾 千陽 宮崎 由衣

12 75
アラマキッズ Ｈ

0:15:14
中嶋 千紗都 堤 七香

菊地 恵実 多田 理一郎

15 77
アラマキッズ Ｊ

0:16:57
甲斐 杏奈 大類 瑞祥 湯浅 桜花 飯沼 紫

14 86
JAC B

0:16:19
山中 柊弥 松村 理久

18 82
チームミノワ

0:17:10
小澤 怜奈 戸塚 玲那 飯塚 美翔 遠藤 由菜

17 78
アラマキッズ Ｋ

0:17:08
中島 ほのか 竹内 凛々子

嘉部 心羽 伊藤 愛夏

総合
順位

NO
総合記録
（5km）

チーム名
１区（1.0km） ２区（1.0km） ３区（1.0km） ４区（1.0km）

氏名 氏名 氏名 氏名

19 87
JAC C

0:18:21
中山 里空 大河原 永名

川野 うの 草野 吏央


