
順位 No. チーム名 総合成績 LAP1 LAP2 LAP3 LAP4 LAP5 LAP6 LAP7 LAP8 LAP9 LAP10
 3:47   7:58   12:08   17:11   21:07   25:33   29:48   34:45   38:41   42:58 
（3:47） （4:11） （4:10） （5:03） （3:56） （4:26） （4:15） （4:57） （3:56） （4:17）
 4:09   8:53   13:02   17:46   21:58   26:20   31:09   35:32   41:03   45:38 
（4:09） （4:44） （4:09） （4:44） （4:12） （4:22） （4:49） （4:23） （5:31） （4:35）
 4:31   9:20   13:57   18:16   22:43   27:25   32:22   37:13   41:24   46:22 
（4:31） （4:49） （4:37） （4:19） （4:27） （4:42） （4:57） （4:51） （4:11） （4:58）
 4:44   9:30   14:12   18:28   22:39   27:38   32:37   37:43   41:58   46:23 
（4:44） （4:46） （4:42） （4:16） （4:11） （4:59） （4:59） （5:06） （4:15） （4:25）
 4:36   9:31   13:45   18:31   22:40   27:35   32:55   37:28   42:33   46:39 
（4:36） （4:55） （4:14） （4:46） （4:09） （4:55） （5:20） （4:33） （5:05） （4:06）
 3:58   9:01   13:20   18:01   22:43   28:02   32:35   37:01   41:57   46:58 
（3:58） （5:03） （4:19） （4:41） （4:42） （5:19） （4:33） （4:26） （4:56） （5:01）
 3:54   7:59   12:23   17:38   22:36   26:49   31:24   37:27   43:04   47:13 
（3:54） （4:05） （4:24） （5:15） （4:58） （4:13） （4:35） （6:03） （5:37） （4:09）
 4:40   9:18   13:41   18:15   23:25   28:01   33:10   37:51   43:04   47:43 
（4:40） （4:38） （4:23） （4:34） （5:10） （4:36） （5:09） （4:41） （5:13） （4:39）
 4:32   8:50   13:02   17:49   23:17   28:02   32:32   37:01   42:20   48:25 
（4:32） （4:18） （4:12） （4:47） （5:28） （4:45） （4:30） （4:29） （5:19） （6:05）
 4:07   9:49   14:59   20:08   24:43   29:36   33:58   38:30   44:00   48:43 
（4:07） （5:42） （5:10） （5:09） （4:35） （4:53） （4:22） （4:32） （5:30） （4:43）
 5:16   9:58   14:36   19:37   24:09   28:51   33:54   38:58   44:27   49:04 
（5:16） （4:42） （4:38） （5:01） （4:32） （4:42） （5:03） （5:04） （5:29） （4:37）
 5:27   10:25   16:08   20:49   25:27   30:37   36:33   42:08   46:58   51:24 
（5:27） （4:58） （5:43） （4:41） （4:38） （5:10） （5:56） （5:35） （4:50） （4:26）
 5:38   10:48   15:33   21:00   26:38   32:14   37:30   42:19   47:28   52:24 
（5:38） （5:10） （4:45） （5:27） （5:38） （5:36） （5:16） （4:49） （5:09） （4:56）
 4:58   10:45   15:53   21:05   25:57   30:52   36:10   41:57   47:11   52:30 
（4:58） （5:47） （5:08） （5:12） （4:52） （4:55） （5:18） （5:47） （5:14） （5:19）
 4:33   10:01   15:11   20:35   26:09   32:04   38:04   43:30   48:46   53:34 
（4:33） （5:28） （5:10） （5:24） （5:34） （5:55） （6:00） （5:26） （5:16） （4:48）
 4:52   10:00   15:30   20:22   25:33   30:43   36:55   41:41   47:01   54:29 
（4:52） （5:08） （5:30） （4:52） （5:11） （5:10） （6:12） （4:46） （5:20） （7:28）

1 806 小江戸ランナー   42:58

2 807 スマイルもりもり５（ファイブ）   45:38

3 802 セントラル谷津 D   46:22

4 803 ツダヌマンイエロー☆2013   46:23

5 808 ミラクル　マーメイド   46:39

6 804 西東京   46:58

7 805 スターレッドモンキー   47:13

8 816 上池袋最強キッズ   47:43

9 813 柏体操   48:25

10 814 柏スイムA   48:43

11 809 セントラル戸塚　小学生   49:04

12 812 みぞのくちっ子   51:24

13 810 阿佐谷戦隊ハシルンジャー   52:24

14 801 セントラル谷津 C   52:30

15 811 team ファンタジスタ！   53:34

16 815 たけのこ   54:29

【速報/リザルト】第6回 ハーフリレーマラソン&スポーツウォーキング
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：【小学生部門】
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