
順位 No. チーム名 総合成績 LAP1 LAP2 LAP3 LAP4 LAP5 LAP6 LAP7 LAP8 LAP9 LAP10
 3:54   8:34   11:58   16:15   20:47   25:41   29:51   34:04   37:43   41:34 
（3:54） （4:40） （3:24） （4:17） （4:32） （4:54） （4:10） （4:13） （3:39） （3:51）
 4:18   7:58   11:54   16:22   20:29   25:04   29:22   33:25   37:56   41:35 
（4:18） （3:40） （3:56） （4:28） （4:07） （4:35） （4:18） （4:03） （4:31） （3:39）
 3:49   8:28   11:55   16:35   21:24   25:00   29:46   34:48   38:24   42:16 
（3:49） （4:39） （3:27） （4:40） （4:49） （3:36） （4:46） （5:02） （3:36） （3:52）
 3:52   8:17   11:43   16:51   21:49   25:05   29:45   34:40   38:22   42:39 
（3:52） （4:25） （3:26） （5:08） （4:58） （3:16） （4:40） （4:55） （3:42） （4:17）
 4:09   8:06   11:48   16:26   20:39   25:06   29:17   35:13   39:17   43:28 
（4:09） （3:57） （3:42） （4:38） （4:13） （4:27） （4:11） （5:56） （4:04） （4:11）
 4:33   9:23   13:03   17:15   21:45   25:46   30:18   35:13   39:33   43:39 
（4:33） （4:50） （3:40） （4:12） （4:30） （4:01） （4:32） （4:55） （4:20） （4:06）
 4:25   8:48   12:50   17:21   21:29   25:57   30:31   35:10   39:37   43:48 
（4:25） （4:23） （4:02） （4:31） （4:08） （4:28） （4:34） （4:39） （4:27） （4:11）
 4:11   8:38   12:24   16:58   21:39   26:07   30:33   35:31   39:09   43:52 
（4:11） （4:27） （3:46） （4:34） （4:41） （4:28） （4:26） （4:58） （3:38） （4:43）
 4:44   9:07   13:21   17:28   22:39   26:35   30:35   35:44   39:22   43:52 
（4:44） （4:23） （4:14） （4:07） （5:11） （3:56） （4:00） （5:09） （3:38） （4:30）
 4:21   8:59   13:19   18:09   22:11   26:03   31:01   35:27   40:01   43:54 
（4:21） （4:38） （4:20） （4:50） （4:02） （3:52） （4:58） （4:26） （4:34） （3:53）
 4:02   8:08   12:12   17:20   21:48   26:55   31:25   35:32   39:49   43:56 
（4:02） （4:06） （4:04） （5:08） （4:28） （5:07） （4:30） （4:07） （4:17） （4:07）
 4:10   9:00   13:03   17:14   21:29   25:24   30:23   35:37   39:40   44:03 
（4:10） （4:50） （4:03） （4:11） （4:15） （3:55） （4:59） （5:14） （4:03） （4:23）
 3:47   8:51   12:39   16:53   20:54   25:31   30:44   35:47   39:35   44:06 
（3:47） （5:04） （3:48） （4:14） （4:01） （4:37） （5:13） （5:03） （3:48） （4:31）
 4:13   8:36   12:31   17:14   21:56   26:06   31:00   35:25   39:43   44:14 
（4:13） （4:23） （3:55） （4:43） （4:42） （4:10） （4:54） （4:25） （4:18） （4:31）
 4:25   8:37   13:14   17:53   22:18   26:33   30:45   35:32   40:29   44:55 
（4:25） （4:12） （4:37） （4:39） （4:25） （4:15） （4:12） （4:47） （4:57） （4:26）
 4:25   8:55   13:08   17:40   22:10   26:54   31:39   36:27   40:44   45:15 
（4:25） （4:30） （4:13） （4:32） （4:30） （4:44） （4:45） （4:48） （4:17） （4:31）
 4:37   9:08   12:43   17:35   21:56   26:06   30:41   35:23   40:42   45:16 
（4 37） （4 31） （3 35） （4 52） （4 21） （4 10） （4 35） （4 42） （5 19） （4 34）

第6回 ハーフリレーマラソン&スポーツウォーキング 【速報/リザルト】
平成25年（2013年）6月2日（日）

種目：【10kmリレーマラソン】

カテゴリー：【小学生＆大人混合部門】

1 931 シキリン☆オレンジ   41:34

2 949 北本★レッド   41:35

3 952 おおたかの小さな巨人たち   42:16

4 960 あびっこスイマーズ   42:39

5 909 東青梅戦隊フルカワマン   43:28

6 903 ツダヌマンブルー☆2013   43:39

7 908 東青梅のトトロ   43:48

8 927 いなげっ子スイミング   43:52

9 961 あびっこジムナスターズ   43:52

10 950 北本★グリーン   43:54

11 904 ＲＣ   43:56

12 913 本郷台 B   44:03

13 929 のくちっ子   44:06

14 916 ゴンザレスとゆかいな仲間たち エピソードⅢ   44:14

15 901 水の中ならいいんだけど・・・   44:55

16 912 研究所のゆかいな仲間達   45:15

17 906 チームドドリア   45:16
（4:37） （4:31） （3:35） （4:52） （4:21） （4:10） （4:35） （4:42） （5:19） （4:34）
 4:20   9:23   13:10   17:53   22:35   25:51   31:07   36:43   40:45   45:26 
（4:20） （5:03） （3:47） （4:43） （4:42） （3:16） （5:16） （5:36） （4:02） （4:41）
 3:47   7:42   12:56   17:51   22:18   26:52   31:39   35:55   40:21   45:46 
（3:47） （3:55） （5:14） （4:55） （4:27） （4:34） （4:47） （4:16） （4:26） （5:25）
 4:41   9:25   14:11   19:21   24:05   27:53   32:36   38:00   41:45   46:23 
（4:41） （4:44） （4:46） （5:10） （4:44） （3:48） （4:43） （5:24） （3:45） （4:38）
 4:15   8:47   13:29   18:37   23:47   27:31   31:48   36:22   41:40   46:34 
（4:15） （4:32） （4:42） （5:08） （5:10） （3:44） （4:17） （4:34） （5:18） （4:54）
 4:28   9:43   13:52   18:19   23:44   29:06   33:48   39:09   42:35   46:51 
（4:28） （5:15） （4:09） （4:27） （5:25） （5:22） （4:42） （5:21） （3:26） （4:16）
 4:12   10:11   14:24   18:54   23:38   28:07   33:36   38:00   42:16   46:56 
（4:12） （5:59） （4:13） （4:30） （4:44） （4:29） （5:29） （4:24） （4:16） （4:40）
 4:58   9:21   14:48   18:56   24:17   27:36   31:45   35:54   41:39   46:57 
（4:58） （4:23） （5:27） （4:08） （5:21） （3:19） （4:09） （4:09） （5:45） （5:18）
 4:49   9:21   12:39   17:11   22:08   28:35   33:56   39:02   42:37   47:08 
（4:49） （4:32） （3:18） （4:32） （4:57） （6:27） （5:21） （5:06） （3:35） （4:31）
 4:34   9:49   13:29   18:40   23:28   28:07   33:45   39:00   42:40   47:22 
（4:34） （5:15） （3:40） （5:11） （4:48） （4:39） （5:38） （5:15） （3:40） （4:42）
 4:06   9:00   13:07   18:24   23:13   27:11   32:55   38:37   43:00   47:26 
（4:06） （4:54） （4:07） （5:17） （4:49） （3:58） （5:44） （5:42） （4:23） （4:26）
 4:09   9:41   14:10   19:33   24:20   28:24   34:10   38:36   43:25   47:44 
（4:09） （5:32） （4:29） （5:23） （4:47） （4:04） （5:46） （4:26） （4:49） （4:19）
 5:03   10:25   14:09   18:30   24:20   28:16   33:46   39:09   43:12   47:51 
（5:03） （5:22） （3:44） （4:21） （5:50） （3:56） （5:30） （5:23） （4:03） （4:39）
 4:53   9:46   13:44   19:19   24:54   29:02   33:51   38:42   42:55   48:00 
（4:53） （4:53） （3:58） （5:35） （5:35） （4:08） （4:49） （4:51） （4:13） （5:05）
 4:27   9:22   14:04   18:48   23:54   28:15   33:24   38:38   42:43   48:01 
（4:27） （4:55） （4:42） （4:44） （5:06） （4:21） （5:09） （5:14） （4:05） （5:18）
 5:07   10:11   14:29   19:01   24:08   28:56   34:20   39:01   43:25   48:20 
（5:07） （5:04） （4:18） （4:32） （5:07） （4:48） （5:24） （4:41） （4:24） （4:55）
 4:39   10:24   15:17   20:24   25:03   29:23   34:45   39:40   43:37   48:22 
（4:39） （5:45） （4:53） （5:07） （4:39） （4:20） （5:22） （4:55） （3:57） （4:45）
 4:31   9:06   12:51   17:39   22:53   27:53   33:02   37:57   43:07   48:29 
（4:31） （4:35） （3:45） （4:48） （5:14） （5:00） （5:09） （4:55） （5:10） （5:22）
 4:19   9:02   12:59   17:28   22:18   27:04   31:57   38:13   44:13   48:37 
（4:19） （4:43） （3:57） （4:29） （4:50） （4:46） （4:53） （6:16） （6:00） （4:24）
 4:46   10:23   14:26   19:05   25:55   30:03   34:28   39:58   44:11   48:40 
（4:46） （5:37） （4:03） （4:39） （6:50） （4:08） （4:25） （5:30） （4:13） （4:29）
 4:17   9:57   15:03   19:57   24:24   28:34   34:38   39:32   44:41   49:00 
（4:17） （5:40） （5:06） （4:54） （4:27） （4:10） （6:04） （4:54） （5:09） （4:19）
 4:35   10:27   15:27   20:25   24:53   29:11   34:52   40:02   44:29   49:00 
（4:35） （5:52） （5:00） （4:58） （4:28） （4:18） （5:41） （5:10） （4:27） （4:31）
 4:47   9:12   14:17   18:54   23:52   29:10   33:52   38:47   44:19   49:05 
（4:47） （4:25） （5:05） （4:37） （4:58） （5:18） （4:42） （4:55） （5:32） （4:46）

38 911 リリオミックス２   49:00

39 958 日吉っ子   49:05

36 907 青梅４団   48:40

37 944 優しい太陽を浴びて桃が出来ました。   49:00

34 922 やーまんらん   48:29

35 946 バタフライクロージャー   48:37

32 917 チーム栃乙女   48:20

33 947 HIGASHIJUJOYKID   48:22

30 930 スターライト   48:00

31 945 鳥海コーチと走ろう   48:01

28 932 シキリン☆グリーン   47:44

29 935 シキリン☆ブルー   47:51

26 959 あびっこダンサーズ   47:22

27 953 おおたかのやんちゃぼうずたち   47:26

24 955 Team-S★キ   46:57

25 926 HITACHI　KIDS02   47:08

22 915 チームがんば   46:51

23 956 西新井ジュニア   46:56

20 920 Gｏ!Ｇo!!hacchi★   46:23

21 939 柏スイムB   46:34

18 919 チーム千葉B   45:26

19 910 リリオミックス１   45:46

17 906 チ ムドドリア   45:16

 5:15   10:42   14:50   19:51   25:11   28:54   34:40   39:40   43:57   49:33 
（5:15） （5:27） （4:08） （5:01） （5:20） （3:43） （5:46） （5:00） （4:17） （5:36）

40 943 RenJoy   49:33
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順位 No. チーム名 総合成績 LAP1 LAP2 LAP3 LAP4 LAP5 LAP6 LAP7 LAP8 LAP9 LAP10

第6回 ハーフリレーマラソン&スポーツウォーキング 【速報/リザルト】
平成25年（2013年）6月2日（日）

種目：【10kmリレーマラソン】

カテゴリー：【小学生＆大人混合部門】

 4:24   9:23   13:29   19:01   24:33   29:42   34:57   39:34   44:57   49:38 
（4:24） （4:59） （4:06） （5:32） （5:32） （5:09） （5:15） （4:37） （5:23） （4:41）
 5:14   11:06   15:33   20:20   24:55   29:49   35:23   40:21   44:54   49:46 
（5:14） （5:52） （4:27） （4:47） （4:35） （4:54） （5:34） （4:58） （4:33） （4:52）
 4:26   9:41   14:37   19:41   25:00   29:41   34:50   40:09   45:06   49:46 
（4:26） （5:15） （4:56） （5:04） （5:19） （4:41） （5:09） （5:19） （4:57） （4:40）
 4:17   8:52   13:23   18:32   24:01   29:01   34:05   38:49   45:15   49:51 
（4:17） （4:35） （4:31） （5:09） （5:29） （5:00） （5:04） （4:44） （6:26） （4:36）
 5:03   9:49   15:22   20:07   25:00   29:12   34:14   39:09   43:12   49:54 
（5:03） （4:46） （5:33） （4:45） （4:53） （4:12） （5:02） （4:55） （4:03） （6:42）
 4:53   9:50   14:32   20:08   25:25   30:27   35:41   40:49   45:33   50:08 
（4:53） （4:57） （4:42） （5:36） （5:17） （5:02） （5:14） （5:08） （4:44） （4:35）
 4:42   11:00   15:11   21:01   25:51   30:32   35:23   41:04   45:38   50:32 
（4:42） （6:18） （4:11） （5:50） （4:50） （4:41） （4:51） （5:41） （4:34） （4:54）
 4:42   9:54   14:20   20:18   25:12   30:28   35:01   40:14   45:20   50:42 
（4:42） （5:12） （4:26） （5:58） （4:54） （5:16） （4:33） （5:13） （5:06） （5:22）
 4:51   10:12   14:33   20:29   25:50   29:39   35:15   41:12   45:39   50:45 
（4:51） （5:21） （4:21） （5:56） （5:21） （3:49） （5:36） （5:57） （4:27） （5:06）
 4:07   10:03   14:40   20:34   26:15   30:29   34:50   40:39   45:15   50:55 
（4:07） （5:56） （4:37） （5:54） （5:41） （4:14） （4:21） （5:49） （4:36） （5:40）
 5:52   11:25   15:50   20:07   26:23   31:17   35:47   41:25   46:20   51:13 
（5:52） （5:33） （4:25） （4:17） （6:16） （4:54） （4:30） （5:38） （4:55） （4:53）
 5:17   10:15   14:11   21:29   27:30   31:51   37:22   42:15   46:37   52:10 
（5:17） （4:58） （3:56） （7:18） （6:01） （4:21） （5:31） （4:53） （4:22） （5:33）
 5:04   11:17   15:35   20:41   26:19   31:47   36:57   42:15   47:27   52:46 
（5:04） （6:13） （4:18） （5:06） （5:38） （5:28） （5:10） （5:18） （5:12） （5:19）
 4:35   9:49   14:37   21:38   26:20   31:24   36:48   41:41   46:09   52:55 
（4:35） （5:14） （4:48） （7:01） （4:42） （5:04） （5:24） （4:53） （4:28） （6:46）
 5:06   10:03   14:03   19:28   25:40   32:20   38:14   43:59   48:24   53:22 
（5:06） （4:57） （4:00） （5:25） （6:12） （6:40） （5:54） （5:45） （4:25） （4:58）
 5:59   12:34   17:01   22:35   27:35   32:10   38:17   43:35   48:07   54:02 
（5:59） （6:35） （4:27） （5:34） （5:00） （4:35） （6:07） （5:18） （4:32） （5:55）
 5:15   9:58   14:38   20:57   26:48   31:56   37:01   43:41   49:27   54:32 
（5:15） （4:43） （4:40） （6:19） （5:51） （5:08） （5:05） （6:40） （5:46） （5:05）
 4:59   11:28   16:22   22:52   28:28   33:40   38:38   45:28   50:27   56:35 
（4:59） （6:29） （4:54） （6:30） （5:36） （5:12） （4:58） （6:50） （4:59） （6:08）
 4:42   9:43   15:02   20:00   27:34   33:23   38:38   43:12   51:15   57:12 

56 924 たったか走るよたかりな   54:02

57 957 たろうと愉快な仲間たち   54:32

59 921 かっくかくかくだっ 57:12

58 923 わくわくしくはっく   56:35

52 951 おおたかの国のアリス   52:10

53 936 シキリン☆ピンク   52:46

  52:55

55 918 チーム千葉A   53:22

54 925 HITACHI　KIDS01

50 962 ＭＴＹ48   50:55

51 928 みぞっ子   51:13

48 942 柏サッカー   50:42

49 937 新川崎ダンス   50:45

46 941 柏スイムD   50:08

47 905 竹本ファミリー＆エース   50:32

44 940 柏スイムC   49:51

45 934 シキリン☆レッド   49:54

42 948 大森Ｆ   49:46

43 954 Team-L★モ   49:46

41 933 シキリン☆イエロー   49:38

（4:42） （5:01） （5:19） （4:58） （7:34） （5:49） （5:15） （4:34） （8:03） （5:57）
 5:22   11:16   16:59   22:59   28:51   34:25   39:48   45:43   51:47   57:24 
（5:22） （5:54） （5:43） （6:00） （5:52） （5:34） （5:23） （5:55） （6:04） （5:37）
 6:01   13:14   18:01   24:20   30:59   36:51   42:00   46:16   51:32   58:07 
（6:01） （7:13） （4:47） （6:19） （6:39） （5:52） （5:09） （4:16） （5:16） （6:35）

59 921 かっくかくかくだっ   57:12

60 938 柏チア＆体操   57:24

61 914 チームあおと   58:07
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