
第2回リレーマラソンin高崎 一般【男女混成】 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

0:09:47 (3) 0:19:19 (2) 0:28:17 (1) 0:38:58 (1)
160歳以下 (1) 9:47 (3) 9:31 (1) 8:58 (2) 10:40 (1)

0:08:45 (1) 0:19:15 (1) 0:29:35 (2) 0:40:48 (2)
161歳以上 (1) 8:45 (1) 10:29 (3) 10:20 (5) 11:12 (3)

0:11:03 (9) 0:22:10 (5) 0:30:37 (3) 0:41:24 (3)
160歳以下 (2) 11:03 (9) 11:06 (4) 8:27 (1) 10:46 (2)

0:10:33 (5) 0:23:08 (7) 0:32:44 (6) 0:44:03 (4)
160歳以下 (3) 10:33 (5) 12:35 (5) 9:35 (3) 11:19 (4)

0:10:38 (6) 0:21:04 (3) 0:32:00 (5) 0:44:29 (5)
160歳以下 (4) 10:38 (6) 10:26 (2) 10:55 (6) 12:28 (6)

0:08:58 (2) 0:21:44 (4) 0:31:34 (4) 0:44:53 (6)
161歳以上 (2) 8:58 (2) 12:45 (7) 9:49 (4) 13:18 (9)

0:10:07 (4) 0:22:48 (6) 0:33:50 (7) 0:45:19 (7)
161歳以上 (3) 10:07 (4) 12:41 (6) 11:01 (8) 11:29 (5)

0:10:47 (7) 0:24:30 (9) 0:35:51 (8) 0:49:59 (8)
161歳以上 (4) 10:47 (7) 13:43 (9) 11:21 (11) 14:07 (10)

0:11:34 (10) 0:26:13 (10) 0:37:09 (9) 0:52:50 (9)
160歳以下 (5) 11:34 (10) 14:38 (12) 10:56 (7) 15:40 (14)

0:12:16 (12) 0:26:13 (11) 0:39:53 (12) 0:53:08 (10)
161歳以上 (5) 12:16 (12) 13:56 (11) 13:39 (13) 13:15 (8)

0:11:47 (11) 0:29:10 (14) 0:40:20 (13) 0:53:27 (11)
160歳以下 (6) 11:47 (11) 17:22 (14) 11:09 (10) 13:06 (7)

0:10:49 (8) 0:24:13 (8) 0:38:42 (10) 0:53:53 (12)
160歳以下 (7) 10:49 (8) 13:24 (8) 14:28 (15) 15:10 (13)

0:14:30 (15) 0:28:17 (13) 0:39:23 (11) 0:54:12 (13)
160歳以下 (8) 14:30 (15) 13:46 (10) 11:06 (9) 14:49 (12)

0:12:23 (13) 0:31:06 (15) 0:43:55 (15) 0:58:38 (14)
160歳以下 (9) 12:23 (13) 18:42 (15) 12:48 (12) 14:43 (11)

0:12:46 (14) 0:28:09 (12) 0:42:31 (14) 0:59:05 (15)
161歳以上 (6) 12:46 (14) 15:23 (13) 14:22 (14) 16:34 (15)

宇佐美 綾乃 飯塚 喜春 荻原 春菜

2 52
上州アスリートクラブ B

0:40:48
高橋 克則 丸山 直美 鈴木 良一

1 41 0:38:58
no2ゆっくら

小堀 弘幸

新井 洋子

3 40
スリーフォース

0:41:24
矢崎 雅臣 佐藤 友美 野口 雄太 佐藤 仁美

黛 壱歩 徳重 里伽子

5 47
アミノ群馬　れーさー

0:44:29
佐藤 博幸 宮島 さおり 高橋 大将 松本 貴子

4 39
Shuffle

0:44:03
浅倉 嘉彬 有田 早希

青野 禎 木部 和枝

7 51
ウィークエンド＋２Ｗ

0:45:19
上野 真路 工藤 佳代子 工藤 智洋 上野 博美

6 50
アミノ群馬　すまいる

0:44:53
石田 行邦 鈴木 聡子

ＴＲＣ－Ｂ
0:52:50

植村 幹夫 南雲 美由起 市川 明宏 長井 裕美子

8 53
群馬ＴＦ Ｂ

0:49:59
大谷 哲也 江原 明美

３区（2.5km） ４区（2.5km）
氏名 氏名

浅見 吉洋 浅香 幸子

11 44
ＴＲＣ－Ａ

0:53:27
齊藤 洋平 田内 さやか 関 一義 細谷 暁子

10 49
ランランカフェ

0:53:08
田村 賢自 三友 恵美

萩原 英昭 宮前 いづみ

9 43

金子 眞一 篠崎 明美

13 42
本田△

0:54:12
松本 鉄平 一倉 沙織 本田 英之 富澤 美歩

12 45
ハローランラン

0:53:53
山口 眞弘 佐藤 尚子

総合
順位

NO
総合記録
（10km

）

チーム名

年齢区分 順位

１区（2.5km） ２区（2.5km）
氏名 氏名

吉田 達宣 安部 まりえ

15 48
ＫＦＣ

0:59:05
今井 健 神岡 麻美 長井 保裕 藤原 紀子

14 46
東京精密管  C

0:58:38
石田 つよし 町田 洋子


