
順位 No. チーム名 総合成績 LAP1 LAP2 LAP3 LAP4 LAP5 LAP6 LAP7 LAP8 LAP9 LAP10
 6:55   13:44   20:29   28:20   36:21   42:53   49:35   56:26   1:03:01   1:09:45 
（6:55） （6:49） （6:45） （7:51） （8:01） （6:32） （6:42） （6:51） （6:35） （6:44）
 6:47   13:36   20:54   28:09   35:01   41:53   48:53   56:15   1:03:40   1:10:41 
（6:47） （6:49） （7:18） （7:15） （6:52） （6:52） （7:00） （7:22） （7:25） （7:01）
 6:57   13:58   22:09   29:25   36:48   43:41   51:26   58:24   1:06:46   1:13:30 
（6:57） （7:01） （8:11） （7:16） （7:23） （6:53） （7:45） （6:58） （8:22） （6:44）
 7:38   15:02   22:20   30:18   37:56   45:45   53:15   1:01:12   1:08:43   1:16:18 
（7:38） （7:24） （7:18） （7:58） （7:38） （7:49） （7:30） （7:57） （7:31） （7:35）
 7:38   15:37   23:15   30:44   38:35   46:14   54:27   1:02:05   1:09:36   1:17:22 
（7:38） （7:59） （7:38） （7:29） （7:51） （7:39） （8:13） （7:38） （7:31） （7:46）
 6:57   14:26   22:36   31:03   38:09   46:30   54:42   1:03:10   1:11:26   1:18:16 
（6:57） （7:29） （8:10） （8:27） （7:06） （8:21） （8:12） （8:28） （8:16） （6:50）
 7:55   15:22   23:08   31:32   39:52   48:03   55:41   1:03:28   1:11:49   1:20:09 
（7:55） （7:27） （7:46） （8:24） （8:20） （8:11） （7:38） （7:47） （8:21） （8:20）
 7:56   15:47   24:00   32:29   40:54   48:57   57:46   1:05:49   1:13:50   1:21:37 
（7:56） （7:51） （8:13） （8:29） （8:25） （8:03） （8:49） （8:03） （8:01） （7:47）
 7:59   14:32   24:47   33:49   44:04   52:08   1:00:23   1:07:53   1:15:14   1:21:57 
（7:59） （6:33） （10:15） （9:02） （10:15） （8:04） （8:15） （7:30） （7:21） （6:43）
 7:57   15:09   22:52   31:51   39:37   48:44   56:14   1:06:34   1:14:25   1:23:12 
（7:57） （7:12） （7:43） （8:59） （7:46） （9:07） （7:30） （10:20） （7:51） （8:47）
 7:30   15:44   24:29   32:15   41:16   48:48   57:24   1:06:24   1:13:59   1:23:23 
（7:30） （8:14） （8:45） （7:46） （9:01） （7:32） （8:36） （9:00） （7:35） （9:24）
 8:40   16:12   25:21   33:50   41:52   50:02   59:29   1:07:17   1:15:47   1:23:25 
（8:40） （7:32） （9:09） （8:29） （8:02） （8:10） （9:27） （7:48） （8:30） （7:38）
 8:13   16:16   24:24   32:55   40:53   49:25   57:47   1:06:48   1:14:47   1:23:25 
（8:13） （8:03） （8:08） （8:31） （7:58） （8:32） （8:22） （9:01） （7:59） （8:38）
 7:11   15:34   24:10   33:25   40:52   48:49   57:45   1:06:37   1:16:08   1:23:29 
（7:11） （8:23） （8:36） （9:15） （7:27） （7:57） （8:56） （8:52） （9:31） （7:21）
 8:20   16:54   25:31   33:07   41:47   50:13   58:50   1:07:19   1:15:03   1:23:30 
（8:20） （8:34） （8:37） （7:36） （8:40） （8:26） （8:37） （8:29） （7:44） （8:27）
 9:05   18:26   26:10   33:49   41:45   50:24   59:49   1:07:50   1:15:47   1:23:47 
（9:05） （9:21） （7:44） （7:39） （7:56） （8:39） （9:25） （8:01） （7:57） （8:00）
 8:44   16:51   25:13   33:31   42:00   50:18   58:33   1:07:06   1:15:29   1:23:48 
（8 44） （8 07） （8 22） （8 18） （8 29） （8 18） （8 15） （8 33） （8 23） （8 19）

1 53 南大泉Ａ   1:09:45

【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：【ハーフリレーマラソン】

カテゴリー：【一般部門】

16 73 南ガッチガチやで   1:23:47

12 96 多摩スポ   1:23:25

13 78 ときわ台焼酎   1:23:25

10 92 ていちゃんとゆかいな仲間たち   1:23:12

11 94 レクセンターBチーム   1:23:23

8 77 どろんこときわ台   1:21:37

9 109 腹ペコランナーズ(Men)   1:21:57

6 49 らいおん   1:18:16

7 7 西東京A   1:20:09

4 89 最強N   1:16:18

5 2 リベンジャーズ   1:17:22

2 50 ＣＦ東戸塚最速！   1:10:41

3 37 F千葉ランナーズⅠ   1:13:30

15 10 BAR   1:23:30

17 62 Shonan BoysⅠ   1:23:48

14 81 大森Ｅ   1:23:29

（8:44） （8:07） （8:22） （8:18） （8:29） （8:18） （8:15） （8:33） （8:23） （8:19）
 9:04   16:52   25:21   33:16   41:57   50:54   58:55   1:07:25   1:15:23   1:24:04 
（9:04） （7:48） （8:29） （7:55） （8:41） （8:57） （8:01） （8:30） （7:58） （8:41）
 7:44   15:34   23:34   33:25   42:11   50:19   59:03   1:09:17   1:17:30   1:25:39 
（7:44） （7:50） （8:00） （9:51） （8:46） （8:08） （8:44） （10:14） （8:13） （8:09）
 7:26   15:44   24:22   34:38   42:06   50:43   59:21   1:10:05   1:17:31   1:26:47 
（7:26） （8:18） （8:38） （10:16） （7:28） （8:37） （8:38） （10:44） （7:26） （9:16）
 7:45   17:07   26:05   34:53   44:05   51:57   1:01:19   1:08:43   1:17:45   1:27:10 
（7:45） （9:22） （8:58） （8:48） （9:12） （7:52） （9:22） （7:24） （9:02） （9:25）
 8:03   15:57   23:52   31:51   40:46   50:02   59:39   1:08:04   1:16:42   1:27:18 
（8:03） （7:54） （7:55） （7:59） （8:55） （9:16） （9:37） （8:25） （8:38） （10:36）
 7:37   16:00   24:27   35:02   42:24   50:47   1:02:02   1:10:52   1:20:07   1:27:27 
（7:37） （8:23） （8:27） （10:35） （7:22） （8:23） （11:15） （8:50） （9:15） （7:20）
 8:44   17:37   26:20   35:06   43:53   52:42   1:01:52   1:10:32   1:19:15   1:27:58 
（8:44） （8:53） （8:43） （8:46） （8:47） （8:49） （9:10） （8:40） （8:43） （8:43）
 9:18   17:41   26:26   34:47   43:17   52:25   1:01:19   1:10:27   1:18:51   1:28:07 
（9:18） （8:23） （8:45） （8:21） （8:30） （9:08） （8:54） （9:08） （8:24） （9:16）
 8:22   15:57   25:48   34:41   42:36   52:53   1:01:19   1:09:04   1:19:20   1:28:12 
（8:22） （7:35） （9:51） （8:53） （7:55） （10:17） （8:26） （7:45） （10:16） （8:52）
 7:42   16:46   24:45   33:52   42:58   50:35   1:00:02   1:08:31   1:18:19   1:28:15 
（7:42） （9:04） （7:59） （9:07） （9:06） （7:37） （9:27） （8:29） （9:48） （9:56）
 9:05   17:44   26:24   35:21   44:23   52:56   1:02:05   1:11:05   1:19:52   1:28:24 
（9:05） （8:39） （8:40） （8:57） （9:02） （8:33） （9:09） （9:00） （8:47） （8:32）
 11:11   18:56   27:02   35:52   43:56   55:02   1:02:48   1:10:55   1:19:45   1:28:38 
（11:11） （7:45） （8:06） （8:50） （8:04） （11:06） （7:46） （8:07） （8:50） （8:53）
 8:09   17:08   26:25   35:53   45:12   53:22   1:02:37   1:11:55   1:20:03   1:29:15 
（8:09） （8:59） （9:17） （9:28） （9:19） （8:10） （9:15） （9:18） （8:08） （9:12）
 9:16   17:08   25:56   36:20   44:20   53:16   1:01:23   1:10:24   1:21:09   1:29:17 
（9:16） （7:52） （8:48） （10:24） （8:00） （8:56） （8:07） （9:01） （10:45） （8:08）
 8:06   15:05   24:02   33:13   41:53   51:12   1:04:55   1:13:00   1:21:55   1:29:23 
（8:06） （6:59） （8:57） （9:11） （8:40） （9:19） （13:43） （8:05） （8:55） （7:28）
 9:06   17:45   26:48   35:59   45:15   54:06   1:03:26   1:12:46   1:20:29   1:29:43 
（9:06） （8:39） （9:03） （9:11） （9:16） （8:51） （9:20） （9:20） （7:43） （9:14）
 9:23   19:45   28:32   36:58   44:51   53:26   1:04:34   1:13:08   1:21:47   1:30:05 
（9:23） （10:22） （8:47） （8:26） （7:53） （8:35） （11:08） （8:34） （8:39） （8:18）
 8:33   18:17   27:51   36:13   44:28   54:08   1:03:29   1:12:05   1:21:46   1:30:35 
（8:33） （9:44） （9:34） （8:22） （8:15） （9:40） （9:21） （8:36） （9:41） （8:49）
 8:19   16:59   27:08   36:01   45:23   53:55   1:02:24   1:11:33   1:21:34   1:30:40 
（8:19） （8:40） （10:09） （8:53） （9:22） （8:32） （8:29） （9:09） （10:01） （9:06）
 9:35   17:36   26:35   36:27   45:53   53:57   1:03:40   1:13:27   1:23:02   1:30:59 
（9:35） （8:01） （8:59） （9:52） （9:26） （8:04） （9:43） （9:47） （9:35） （7:57）
 8:34   18:12   28:07   36:11   45:49   54:16   1:03:53   1:13:44   1:21:53   1:31:10 
（8:34） （9:38） （9:55） （8:04） （9:38） （8:27） （9:37） （9:51） （8:09） （9:17）
 8:37   16:56   27:34   36:16   45:00   53:36   1:04:53   1:13:37   1:22:31   1:31:12 
（8:37） （8:19） （10:38） （8:42） （8:44） （8:36） （11:17） （8:44） （8:54） （8:41）

39 21 ターチャンも   1:31:12

37 64 GOOD アタック Sunday☆   1:30:59

38 57 アンダー18   1:31:10

35 34 チームRun＆Run　   1:30:35

36 3 クールビズ   1:30:40

33 22 リリオボーイズ   1:29:43

34 87 アドレナリンズハイ   1:30:05

31 74 中年戦隊30（みそ）レンジャー   1:29:17

32 91 アーリーモーニング   1:29:23

29 35 青砥ランナーズＡ   1:28:38

30 43 Run　Run宮めんず   1:29:15

27 113 ヒルボーイズ   1:28:15

28 44 ソネットランナー   1:28:24

25 66 freshers!!   1:28:07

26 75 上州魂レッド   1:28:12

23 19 とんがりコーン   1:27:27

24 97 Ｆｏｕｒ－Ｂ　ＭＥＮＳ   1:27:58

21 85 Team-YasuE   1:27:10

22 104 富士急トラベル   1:27:18

19 38 F千葉ランナーズⅡ   1:25:39

20 20 東青梅U－21   1:26:47

18 114 オールスポーツ　恋人募集中?チーム   1:24:04

17 62 Shonan BoysⅠ   1:23:48

 10:48   19:42   29:11   39:00   48:21   59:35   1:07:12   1:15:08   1:23:18   1:31:18 
（10:48） （8:54） （9:29） （9:49） （9:21） （11:14） （7:37） （7:56） （8:10） （8:00）

40 56 サマーＲ＋１   1:31:18
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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

【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：【ハーフリレーマラソン】

カテゴリー：【一般部門】

 8:07   17:12   26:29   36:04   44:49   55:01   1:05:56   1:13:52   1:22:51   1:31:21 
（8:07） （9:05） （9:17） （9:35） （8:45） （10:12） （10:55） （7:56） （8:59） （8:30）
 8:30   16:46   26:27   35:58   45:02   53:29   1:03:51   1:14:03   1:22:37   1:31:47 
（8:30） （8:16） （9:41） （9:31） （9:04） （8:27） （10:22） （10:12） （8:34） （9:10）
 9:33   17:44   26:10   35:49   44:45   54:47   1:04:39   1:13:13   1:21:49   1:31:51 
（9:33） （8:11） （8:26） （9:39） （8:56） （10:02） （9:52） （8:34） （8:36） （10:02）
 8:28   18:53   26:53   35:15   46:35   54:51   1:04:20   1:15:02   1:23:34   1:31:58 
（8:28） （10:25） （8:00） （8:22） （11:20） （8:16） （9:29） （10:42） （8:32） （8:24）
 8:57   18:10   26:35   37:12   45:45   55:14   1:03:48   1:14:55   1:23:54   1:32:25 
（8:57） （9:13） （8:25） （10:37） （8:33） （9:29） （8:34） （11:07） （8:59） （8:31）
 8:25   16:42   25:50   34:47   43:43   54:29   1:03:57   1:14:38   1:23:17   1:32:35 
（8:25） （8:17） （9:08） （8:57） （8:56） （10:46） （9:28） （10:41） （8:39） （9:18）
 9:08   18:33   27:21   37:30   47:37   56:42   1:06:23   1:14:59   1:23:42   1:32:39 
（9:08） （9:25） （8:48） （10:09） （10:07） （9:05） （9:41） （8:36） （8:43） （8:57）
 9:48   20:31   29:47   38:46   47:51   56:13   1:05:36   1:14:16   1:24:04   1:32:42 
（9:48） （10:43） （9:16） （8:59） （9:05） （8:22） （9:23） （8:40） （9:48） （8:38）
 9:25   19:29   28:48   37:35   46:52   55:56   1:05:17   1:14:21   1:23:50   1:33:11 
（9:25） （10:04） （9:19） （8:47） （9:17） （9:04） （9:21） （9:04） （9:29） （9:21）
 10:15   20:14   29:29   38:47   48:23   57:57   1:06:19   1:15:08   1:24:24   1:33:18 
（10:15） （9:59） （9:15） （9:18） （9:36） （9:34） （8:22） （8:49） （9:16） （8:54）
 9:06   19:00   30:10   38:16   46:46   55:27   1:05:27   1:16:25   1:24:27   1:33:18 
（9:06） （9:54） （11:10） （8:06） （8:30） （8:41） （10:00） （10:58） （8:02） （8:51）
 7:57   16:55   26:05   36:54   46:53   56:18   1:04:14   1:13:24   1:23:31   1:33:23 
（7:57） （8:58） （9:10） （10:49） （9:59） （9:25） （7:56） （9:10） （10:07） （9:52）
 8:46   18:22   26:14   35:36   45:58   55:42   1:05:13   1:15:40   1:24:19   1:33:41 
（8:46） （9:36） （7:52） （9:22） （10:22） （9:44） （9:31） （10:27） （8:39） （9:22）
 8:25   17:53   27:47   36:50   45:32   52:56   1:03:30   1:15:11   1:25:11   1:34:13 
（8:25） （9:28） （9:54） （9:03） （8:42） （7:24） （10:34） （11:41） （10:00） （9:02）
 7:55   18:51   28:14   37:15   45:42   53:20   1:05:49   1:15:53   1:25:48   1:34:16 
（7:55） （10:56） （9:23） （9:01） （8:27） （7:38） （12:29） （10:04） （9:55） （8:28）
 8:36   17:12   26:10   36:26   45:11   57:42   1:06:24   1:16:12   1:24:48   1:34:20 
（8:36） （8:36） （8:58） （10:16） （8:45） （12:31） （8:42） （9:48） （8:36） （9:32）
 8:20   17:44   27:34   36:15   44:59   53:36   1:05:03   1:15:30   1:25:11   1:34:24 
（8:20） （9:24） （9:50） （8:41） （8:44） （8:37） （11:27） （10:27） （9:41） （9:13）
 10:37   18:58   28:08   38:16   47:03   57:29   1:05:54   1:15:03   1:25:27   1:34:30 
（10:37） （8:21） （9:10） （10:08） （8:47） （10:26） （8:25） （9:09） （10:24） （9:03）
 8:17   16:56   27:15   37:16   48:47   57:14   1:06:20   1:15:23   1:25:19   1:34:37 

59 9 ＴＥＡＭ男祭り 1:34:37

57 80 大森Ｃ   1:34:24

58 39 F千葉ランナーズⅤ   1:34:30

55 100 チーム　寺ちゃん   1:34:16

56 84 おおたかサマージャンボ   1:34:20

53 58 かぶちゃんず   1:33:41

54 18 強いほうチーム   1:34:13

51 36 青砥ランナーズＢ   1:33:18

52 59 ランジョイズ   1:33:23

49 25 ふちゅうにむちゅう   1:33:11

50 30 ジュン・マカベ   1:33:18

47 118 F2％   1:32:39

48 116 チームJTB   1:32:42

45 68 ちゃり道　ガンバルグラスチーム   1:32:25

46 82 北本★ブルー   1:32:35

43 14 セントラル戸塚　男子A   1:31:51

44 76 上州魂グリーン   1:31:58

41 31 トルコライス   1:31:21

42 51 ＣＦ東戸塚亀ンズ   1:31:47

（8:17） （8:39） （10:19） （10:01） （11:31） （8:27） （9:06） （9:03） （9:56） （9:18）
 8:21   17:22   26:54   36:50   49:38   57:48   1:07:26   1:17:32   1:25:32   1:34:40 
（8:21） （9:01） （9:32） （9:56） （12:48） （8:10） （9:38） （10:06） （8:00） （9:08）
 8:45   17:56   28:07   38:03   46:44   56:05   1:06:27   1:16:40   1:25:19   1:34:45 
（8:45） （9:11） （10:11） （9:56） （8:41） （9:21） （10:22） （10:13） （8:39） （9:26）
 9:18   17:12   27:19   37:41   45:40   54:59   1:04:52   1:16:59   1:26:11   1:34:46 
（9:18） （7:54） （10:07） （10:22） （7:59） （9:19） （9:53） （12:07） （9:12） （8:35）
 9:52   19:00   29:00   38:21   46:56   56:36   1:06:37   1:17:05   1:26:13   1:34:51 
（9:52） （9:08） （10:00） （9:21） （8:35） （9:40） （10:01） （10:28） （9:08） （8:38）
 9:41   18:24   28:34   37:36   46:42   56:31   1:05:45   1:16:19   1:25:50   1:34:54 
（9:41） （8:43） （10:10） （9:02） （9:06） （9:49） （9:14） （10:34） （9:31） （9:04）
 8:13   18:13   29:08   37:57   47:20   57:40   1:07:44   1:16:33   1:26:04   1:36:29 
（8:13） （10:00） （10:55） （8:49） （9:23） （10:20） （10:04） （8:49） （9:31） （10:25）
 9:08   18:10   28:15   37:46   47:24   56:04   1:06:01   1:16:34   1:26:49   1:36:31 
（9:08） （9:02） （10:05） （9:31） （9:38） （8:40） （9:57） （10:33） （10:15） （9:42）
 10:42   19:40   28:18   37:49   48:05   56:50   1:06:53   1:17:34   1:28:05   1:36:33 
（10:42） （8:58） （8:38） （9:31） （10:16） （8:45） （10:03） （10:41） （10:31） （8:28）
 9:12   19:17   28:22   38:35   48:18   59:04   1:08:05   1:18:04   1:27:19   1:37:00 
（9:12） （10:05） （9:05） （10:13） （9:43） （10:46） （9:01） （9:59） （9:15） （9:41）
 10:52   19:50   29:46   38:19   50:02   58:57   1:07:59   1:18:30   1:27:27   1:37:04 
（10:52） （8:58） （9:56） （8:33） （11:43） （8:55） （9:02） （10:31） （8:57） （9:37）
 8:18   17:55   28:47   39:16   47:23   57:23   1:08:24   1:19:23   1:27:35   1:37:21 
（8:18） （9:37） （10:52） （10:29） （8:07） （10:00） （11:01） （10:59） （8:12） （9:46）
 9:30   20:39   29:16   38:35   48:27   59:55   1:09:28   1:18:47   1:28:30   1:37:24 
（9:30） （11:09） （8:37） （9:19） （9:52） （11:28） （9:33） （9:19） （9:43） （8:54）
 10:10   20:18   30:06   39:19   49:08   58:28   1:08:32   1:18:30   1:27:42   1:37:32 
（10:10） （10:08） （9:48） （9:13） （9:49） （9:20） （10:04） （9:58） （9:12） （9:50）
 9:15   17:57   27:58   39:01   49:21   1:01:18   1:10:13   1:19:35   1:28:31   1:37:34 
（9:15） （8:42） （10:01） （11:03） （10:20） （11:57） （8:55） （9:22） （8:56） （9:03）
 7:23   16:53   26:17   34:58   47:06   58:47   1:09:40   1:19:28   1:30:25   1:37:42 
（7:23） （9:30） （9:24） （8:41） （12:08） （11:41） （10:53） （9:48） （10:57） （7:17）
 8:33   17:25   27:29   37:27   46:38   55:41   1:07:01   1:18:48   1:28:45   1:37:47 
（8:33） （8:52） （10:04） （9:58） （9:11） （9:03） （11:20） （11:47） （9:57） （9:02）
 9:48   19:50   30:05   38:36   48:13   59:38   1:09:54   1:20:07   1:28:32   1:37:48 
（9:48） （10:02） （10:15） （8:31） （9:37） （11:25） （10:16） （10:13） （8:25） （9:16）
 11:31   20:56   31:10   40:34   49:10   59:49   1:09:33   1:19:48   1:29:13   1:38:09 
（11:31） （9:25） （10:14） （9:24） （8:36） （10:39） （9:44） （10:15） （9:25） （8:56）
 10:37   19:28   31:44   40:46   49:21   57:56   1:10:41   1:19:22   1:27:52   1:38:28 
（10:37） （8:51） （12:16） （9:02） （8:35） （8:35） （12:45） （8:41） （8:30） （10:36）
 10:06   19:19   29:42   39:16   49:10   58:28   1:09:03   1:19:11   1:29:12   1:38:32 
（10:06） （9:13） （10:23） （9:34） （9:54） （9:18） （10:35） （10:08） （10:01） （9:20）
 9:32   18:16   28:17   37:13   48:23   1:00:26   1:10:08   1:18:58   1:29:40   1:38:33 
（9:32） （8:44） （10:01） （8:56） （11:10） （12:03） （9:42） （8:50） （10:42） （8:53）
 10:27   20:49   32:53   43:00   54:04   1:02:48   1:11:48   1:19:55   1:29:26   1:38:41 
（10:27） （10:22） （12:04） （10:07） （11:04） （8:44） （9:00） （8:07） （9:31） （9:15）

81 88 爆弾低気圧   1:38:41

79 41 メルコムA   1:38:32

80 106 東商ＲＦＣ   1:38:33

77 520 四十路ボンバイエ   1:38:09

78 54 フリーダム・ヒル   1:38:28

75 11 DCCランラン部   1:37:47

76 32 マスターマンズ   1:37:48

73 70 いつ走るの？今でしょ！   1:37:34

74 28 宇都宮爆走連合   1:37:42

71 111 てるみくらぶプラス   1:37:24

72 12 チームＳＬ町田   1:37:32

69 71 セントラル前橋　B   1:37:04

70 102 おだちゃん’ｓ   1:37:21

67 13 成瀬Ａ40’ｓ   1:36:33

68 65 シキリン☆ブラック   1:37:00

65 108 損保ジャパンMH00   1:36:29

66 40 初夏の夢   1:36:31

63 79 ときわ台ハイボール   1:34:51

64 5 お行 男代表（でも1人だけ な行） TEAM   1:34:54

61 48 なのかＡＣ   1:34:45

62 86 手加減ができない者たち   1:34:46

59 9 ＴＥＡＭ男祭り   1:34:37

60 103 リザン＆ルネッサンス   1:34:40

（10:27） （10:22） （12:04） （10:07） （11:04） （8:44） （9:00） （8:07） （9:31） （9:15）
 10:31   20:59   30:09   40:12   50:20   1:00:03   1:08:46   1:17:35   1:28:00   1:38:44 
（10:31） （10:28） （9:10） （10:03） （10:08） （9:43） （8:43） （8:49） （10:25） （10:44）

82 98 水戸川山   1:38:44
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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

【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：【ハーフリレーマラソン】

カテゴリー：【一般部門】

 9:47   19:59   28:37   38:18   49:10   58:35   1:08:24   1:19:59   1:29:47   1:38:52 
（9:47） （10:12） （8:38） （9:41） （10:52） （9:25） （9:49） （11:35） （9:48） （9:05）
 10:16   18:43   29:11   41:42   51:34   1:01:07   1:09:27   1:19:44   1:28:22   1:38:54 
（10:16） （8:27） （10:28） （12:31） （9:52） （9:33） （8:20） （10:17） （8:38） （10:32）
 11:35   21:35   30:21   40:53   49:43   58:47   1:09:39   1:18:55   1:27:56   1:39:05 
（11:35） （10:00） （8:46） （10:32） （8:50） （9:04） （10:52） （9:16） （9:01） （11:09）
 12:30   24:48   33:01   43:15   52:03   1:02:01   1:10:11   1:20:03   1:28:49   1:39:22 
（12:30） （12:18） （8:13） （10:14） （8:48） （9:58） （8:10） （9:52） （8:46） （10:33）
 9:35   19:15   29:33   41:25   50:47   59:41   1:09:58   1:20:19   1:30:02   1:39:33 
（9:35） （9:40） （10:18） （11:52） （9:22） （8:54） （10:17） （10:21） （9:43） （9:31）
 8:10   19:17   29:53   39:13   50:54   59:17   1:10:50   1:22:06   1:31:18   1:39:37 
（8:10） （11:07） （10:36） （9:20） （11:41） （8:23） （11:33） （11:16） （9:12） （8:19）
 9:56   19:47   28:56   38:46   48:27   59:17   1:08:25   1:18:55   1:28:55   1:39:38 
（9:56） （9:51） （9:09） （9:50） （9:41） （10:50） （9:08） （10:30） （10:00） （10:43）
 13:09   21:45   31:38   41:15   51:51   1:00:55   1:10:08   1:20:09   1:29:40   1:40:19 
（13:09） （8:36） （9:53） （9:37） （10:36） （9:04） （9:13） （10:01） （9:31） （10:39）
 9:51   19:18   29:30   39:58   49:57   59:32   1:10:11   1:21:00   1:31:18   1:40:50 
（9:51） （9:27） （10:12） （10:28） （9:59） （9:35） （10:39） （10:49） （10:18） （9:32）
 9:39   20:16   30:32   41:28   50:36   1:00:19   1:10:44   1:21:54   1:31:13   1:40:55 
（9:39） （10:37） （10:16） （10:56） （9:08） （9:43） （10:25） （11:10） （9:19） （9:42）
 9:50   19:23   29:17   39:32   50:37   1:00:17   1:09:51   1:19:41   1:29:52   1:41:02 
（9:50） （9:33） （9:54） （10:15） （11:05） （9:40） （9:34） （9:50） （10:11） （11:10）
 9:56   19:38   32:05   42:50   50:56   1:00:42   1:10:32   1:21:59   1:33:12   1:41:23 
（9:56） （9:42） （12:27） （10:45） （8:06） （9:46） （9:50） （11:27） （11:13） （8:11）
 9:29   19:09   29:08   40:20   54:21   1:04:14   1:14:48   1:24:53   1:33:11   1:41:38 
（9:29） （9:40） （9:59） （11:12） （14:01） （9:53） （10:34） （10:05） （8:18） （8:27）
 11:09   20:52   29:25   39:35   48:48   58:43   1:11:19   1:20:47   1:31:52   1:41:40 
（11:09） （9:43） （8:33） （10:10） （9:13） （9:55） （12:36） （9:28） （11:05） （9:48）
 9:49   20:44   30:39   40:56   50:09   1:01:12   1:11:30   1:21:59   1:31:23   1:41:41 
（9:49） （10:55） （9:55） （10:17） （9:13） （11:03） （10:18） （10:29） （9:24） （10:18）
 10:07   23:16   31:59   41:14   50:52   59:29   1:08:58   1:22:40   1:32:29   1:42:02 
（10:07） （13:09） （8:43） （9:15） （9:38） （8:37） （9:29） （13:42） （9:49） （9:33）
 9:00   18:27   30:22   40:49   49:42   58:01   1:08:32   1:22:00   1:33:02   1:42:08 
（9:00） （9:27） （11:55） （10:27） （8:53） （8:19） （10:31） （13:28） （11:02） （9:06）
 11:06   20:01   30:34   40:38   50:32   1:00:54   1:11:17   1:22:10   1:32:25   1:42:12 
（11:06） （8:55） （10:33） （10:04） （9:54） （10:22） （10:23） （10:53） （10:15） （9:47）
 9:39   20:23   32:43   41:27   51:01   1:00:34   1:11:31   1:23:43   1:32:35   1:42:18 

101 105 チームユナイテッド 1:42:18

99 17 弱いほうチーム   1:42:08

100 117 アゲイン   1:42:12

97 16 セントラル戸塚　男子C   1:41:41

98 6 TEAM☆YMOO   1:42:02

95 110 てるみくらぶ   1:41:38

96 4 完走第一   1:41:40

93 46 HITACHI　WONDER　BOYS   1:41:02

94 29 市川の影武者   1:41:23

91 45 ＡＲＡＫＩＮＧ   1:40:50

92 24 Fu chocho Train   1:40:55

89 72 南ボッチボチやで   1:39:38

90 1 セントラル谷津 B   1:40:19

87 60 アベンジャーズ   1:39:33

88 27 かねがふち   1:39:37

85 8 小江戸飛脚隊   1:39:05

86 90 エリック日吉   1:39:22

83 101 アミーズ   1:38:52

84 83 OH！TAKAXILE   1:38:54

（9:39） （10:44） （12:20） （8:44） （9:34） （9:33） （10:57） （12:12） （8:52） （9:43）
 9:46   19:24   29:58   40:54   51:22   1:01:10   1:11:42   1:23:19   1:33:25   1:42:45 
（9:46） （9:38） （10:34） （10:56） （10:28） （9:48） （10:32） （11:37） （10:06） （9:20）
 9:37   19:10   28:17   39:30   51:01   1:05:09   1:14:21   1:23:33   1:33:27   1:42:51 
（9:37） （9:33） （9:07） （11:13） （11:31） （14:08） （9:12） （9:12） （9:54） （9:24）
 11:25   21:09   32:13   42:10   52:10   1:02:16   1:12:10   1:23:23   1:33:43   1:43:20 
（11:25） （9:44） （11:04） （9:57） （10:00） （10:06） （9:54） （11:13） （10:20） （9:37）
 9:14   19:04   29:03   40:41   49:47   59:42   1:11:18   1:21:40   1:32:40   1:43:21 
（9:14） （9:50） （9:59） （11:38） （9:06） （9:55） （11:36） （10:22） （11:00） （10:41）
 9:24   19:07   30:17   40:50   50:56   1:01:27   1:11:24   1:21:28   1:33:07   1:43:53 
（9:24） （9:43） （11:10） （10:33） （10:06） （10:31） （9:57） （10:04） （11:39） （10:46）
 9:19   18:30   29:02   41:38   50:45   1:00:42   1:11:42   1:25:00   1:35:28   1:44:07 
（9:19） （9:11） （10:32） （12:36） （9:07） （9:57） （11:00） （13:18） （10:28） （8:39）
 10:52   21:08   31:09   42:15   52:34   1:03:00   1:12:52   1:23:55   1:34:11   1:44:26 
（10:52） （10:16） （10:01） （11:06） （10:19） （10:26） （9:52） （11:03） （10:16） （10:15）
 9:01   19:38   30:29   40:23   51:51   1:03:18   1:11:27   1:22:03   1:32:59   1:44:29 
（9:01） （10:37） （10:51） （9:54） （11:28） （11:27） （8:09） （10:36） （10:56） （11:30）
 10:08   20:05   30:20   43:37   54:57   1:04:07   1:14:17   1:26:19   1:35:56   1:44:47 
（10:08） （9:57） （10:15） （13:17） （11:20） （9:10） （10:10） （12:02） （9:37） （8:51）
 9:30   17:38   28:49   40:25   53:20   1:04:26   1:12:43   1:22:25   1:32:47   1:44:50 
（9:30） （8:08） （11:11） （11:36） （12:55） （11:06） （8:17） （9:42） （10:22） （12:03）
 9:19   18:37   28:41   41:15   52:16   1:04:41   1:14:13   1:25:07   1:34:42   1:44:51 
（9:19） （9:18） （10:04） （12:34） （11:01） （12:25） （9:32） （10:54） （9:35） （10:09）
 11:18   21:36   31:27   42:11   53:06   1:03:14   1:12:52   1:23:41   1:34:47   1:45:16 
（11:18） （10:18） （9:51） （10:44） （10:55） （10:08） （9:38） （10:49） （11:06） （10:29）
 9:40   20:35   31:31   42:28   51:48   1:03:27   1:14:49   1:26:30   1:35:53   1:47:38 
（9:40） （10:55） （10:56） （10:57） （9:20） （11:39） （11:22） （11:41） （9:23） （11:45）
 11:28   20:58   29:59   40:51   52:11   1:01:46   1:12:32   1:26:10   1:38:34   1:47:42 
（11:28） （9:30） （9:01） （10:52） （11:20） （9:35） （10:46） （13:38） （12:24） （9:08）
 11:55   24:36   35:34   44:52   54:33   1:05:09   1:16:48   1:28:08   1:38:22   1:49:04 
（11:55） （12:41） （10:58） （9:18） （9:41） （10:36） （11:39） （11:20） （10:14） （10:42）
 11:42   22:24   33:23   44:35   56:11   1:07:10   1:18:11   1:29:57   1:42:21   1:52:05 
（11:42） （10:42） （10:59） （11:12） （11:36） （10:59） （11:01） （11:46） （12:24） （9:44）
 10:34   22:07   34:07   45:31   59:18   1:11:54   1:24:02   1:33:33   1:43:41   1:53:00 
（10:34） （11:33） （12:00） （11:24） （13:47） （12:36） （12:08） （9:31） （10:08） （9:19）
 9:52   22:16   36:14   49:53   59:39   1:09:42   1:20:29   1:31:36   1:42:53   1:53:28 
（9:52） （12:24） （13:58） （13:39） （9:46） （10:03） （10:47） （11:07） （11:17） （10:35）

115 112 ヒデキ感激！！   1:47:42

112 93 我孫子ドリームランナーズ

118 115 JETS   1:53:00

114 42 メルコムB   1:47:38

  1:49:04

117 26 SJK47   1:52:05

  1:44:50

119 47 チームハシヅメ   1:53:28

116 67 ちょいわるおやじ

113 23 本郷台 A   1:45:16

110 61 チームポート   1:44:47

109 69 Wジーニョ   1:44:29

  1:44:51

111 33 TEAM☆走れなーズ

107 63 Shonan BoysⅡ   1:44:07

108 52 ＣＦ東戸塚メンズ   1:44:26

105 95 青木と愉快な仲間達B   1:43:21

106 15 セントラル戸塚　男子B   1:43:53

103 99 チーム　プリプリ   1:42:51

104 55 TEAM STONE BLUE MENS   1:43:20

101 105 チームユナイテッド   1:42:18

102 107 原が走る甲斐   1:42:45
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