
第2回リレーマラソンin高崎 小学生【低学年】 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

0:01:56 (2) 0:03:48 (1) 0:05:52 (1) 0:07:51 (1)
1:56 (2) 1:52 (1) 2:03 (2) 1:59 (2)

0:01:55 (1) 0:04:00 (2) 0:06:02 (2) 0:08:06 (2)
1:55 (1) 2:05 (3) 2:01 (1) 2:04 (4)

0:02:01 (3) 0:04:12 (4) 0:06:24 (4) 0:08:19 (3)
2:01 (3) 2:10 (4) 2:12 (4) 1:54 (1)

0:02:02 (4) 0:04:03 (3) 0:06:17 (3) 0:08:19 (4)
2:02 (4) 2:00 (2) 2:13 (6) 2:02 (3)

0:02:17 (11) 0:04:38 (10) 0:06:46 (6) 0:08:57 (5)
2:17 (11) 2:20 (7) 2:08 (3) 2:10 (5)

0:02:18 (12) 0:04:33 (8) 0:06:52 (7) 0:09:09 (6)
2:18 (12) 2:15 (6) 2:18 (9) 2:17 (6)

0:02:15 (8) 0:04:28 (6) 0:06:41 (5) 0:09:12 (7)
2:15 (8) 2:13 (5) 2:13 (5) 2:31 (12)

0:02:15 (9) 0:04:43 (12) 0:07:01 (10) 0:09:24 (8)
2:15 (9) 2:27 (13) 2:18 (8) 2:22 (7)

0:02:05 (5) 0:04:26 (5) 0:06:57 (8) 0:09:25 (9)
2:05 (5) 2:20 (8) 2:31 (12) 2:27 (10)

0:02:06 (6) 0:04:31 (7) 0:07:01 (9) 0:09:31 (10)
2:06 (6) 2:25 (12) 2:29 (11) 2:30 (11)

0:02:25 (13) 0:04:50 (13) 0:07:06 (11) 0:09:38 (11)
2:25 (13) 2:24 (11) 2:16 (7) 2:31 (13)

0:02:17 (10) 0:04:40 (11) 0:07:15 (12) 0:09:40 (12)
2:17 (10) 2:23 (10) 2:34 (13) 2:24 (8)

0:02:13 (7) 0:04:35 (9) 0:07:16 (13) 0:09:41 (13)
2:13 (7) 2:21 (9) 2:41 (14) 2:24 (9)

0:02:29 (14) 0:05:13 (14) 0:07:32 (14) 0:10:05 (14)
2:29 (14) 2:43 (14) 2:18 (10) 2:32 (14)

新井 虎次郎 吉村 心 赤地 万理

2 59
アラマキッズ Ｆ

0:08:06
石川 瑞樹 面田 拓輝 田代 涼太郎

1 66 0:07:51
関東ドリームチーム

永田 覇人

吉田 旭

3 54
アラマキッズ Ａ

0:08:19
長谷川 菜奈 剣持 稟麻 石塚 遥名 菊地 亜美

谷山 晃大 坂本 亮

5 62
アラマキッズ Ｉ

0:08:57
小山田 篤司 矢島 昴龍 高橋 拓士 坂口 巧太

4 64
アラマキッズ Ｋ

0:08:19
長谷川 凌真 引田 裕太

松本 大知 萩原 一翔

7 67
JAC A

0:09:12
春山 心花 荒井 日菜子 小林 遼太郎 野島 叶光

6 61
アラマキッズ Ｈ

0:09:09
高田 和弥 田中 篤史

神戸 まひる 望月 咲幸

9 60
アラマキッズ Ｇ

0:09:25
大下 直輝 金井 空雅 上原 虎太郎 中川 亮太郎

8 55
アラマキッズ Ｂ

0:09:24
小川 明日香 高野 ひなた

住岡 悠大 大島 平蔵

11 56
アラマキッズ Ｃ

0:09:38
正田 瑠奈 岡芹 美緒 黒澤 綾音 渡辺 蒼

10 65
伊勢崎市三郷小二年
生 0:09:31

渋澤 慶平 中之園 吏樹

13 58
アラマキッズ Ｅ

0:09:41
杉本 幸優 杉本 明嶺 渡辺 心華 小野 日向葵

12 57
アラマキッズ Ｄ

0:09:40
長尾 亜樹 矢島 好逢

高野 颯 長谷川 遥生

総合
順位

NO
総合記録
（2.4km

）

チーム名
１区（600m） ２区（600m） ３区（600m） ４区（600m）

氏名 氏名 氏名 氏名

14 63
アラマキッズ Ｊ

0:10:05
佐藤 壮瑛 小川 哲生

清水 明日香 石田 美緒


