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

【速報/リザルト】
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：【女子部門】

1 511 食べ隊   1:28:15

3 517 ビューティー７レンジャー   1:30:30

第6回 ハーフリレーマラソン&スポーツウォーキング

5 504 ＹＯＳＩＮＡＧＡ   1:36:15

2 509 リリオガールズ１   1:30:28

7 518 ランニング系女子♡   1:41:18

4 512 多トトロ   1:33:15

9 507 もえみ軍団   1:44:21

6 502 丘に上がったペンギン   1:41:17

11 513 マスターウーマンズ   1:45:50

8 521 狙うなら　今でしょ！   1:42:26

13 514 新浦☆Girls   1:47:41

10 506 ZUM girl   1:45:00

15 523 上州魂ピンク   1:49:05

12 508 ＩＮＡＺＵＭＡジョイナ―   1:47:15

17 505 Ｓｔａｒ ｔｅａｍ ★ ＫＡＷＡＧＯＥ   1:51:03

14 524 おおたかガールズ   1:47:54

16 522 後トゥーッス！！ハァ～ッ   1:49:43

（9:44） （9:57） （11:09） （12:22） （12:02） （9:44） （10:19） （11:08） （12:40） （11:58）
 11:59   23:12   34:26   45:39   56:07   1:08:02   1:19:47   1:30:04   1:41:25   1:52:06 
（11:59） （11:13） （11:14） （11:13） （10:28） （11:55） （11:45） （10:17） （11:21） （10:41）
 10:21   24:31   35:16   47:51   58:34   1:11:23   1:21:41   1:32:36   1:42:19   1:52:24 
（10:21） （14:10） （10:45） （12:35） （10:43） （12:49） （10:18） （10:55） （9:43） （10:05）
 10:58   22:03   33:27   44:23   56:14   1:08:03   1:18:09   1:29:42   1:40:32   1:53:59 
（10:58） （11:05） （11:24） （10:56） （11:51） （11:49） （10:06） （11:33） （10:50） （13:27）
 12:46   23:08   34:22   45:40   58:14   1:08:48   1:19:59   1:31:12   1:44:17   1:54:59 
（12:46） （10:22） （11:14） （11:18） （12:34） （10:34） （11:11） （11:13） （13:05） （10:42）
 10:59   21:09   35:02   47:31   1:00:19   1:10:44   1:21:28   1:34:22   1:45:06   1:57:13 
（10:59） （10:10） （13:53） （12:29） （12:48） （10:25） （10:44） （12:54） （10:44） （12:07）
 11:07   20:57   31:22   42:35   54:07   1:05:25   1:19:49   1:33:17   1:47:03   1:58:27 
（11:07） （9:50） （10:25） （11:13） （11:32） （11:18） （14:24） （13:28） （13:46） （11:24）
 11:10   22:59   35:56   48:48   1:00:20   1:10:53   1:22:33   1:35:47   1:49:16   2:00:49 
（11:10） （11:49） （12:57） （12:52） （11:32） （10:33） （11:40） （13:14） （13:29） （11:33）

17 505 Ｓｔａｒ ｔｅａｍ ★ ＫＡＷＡＧＯＥ   1:51:03

19 501 楽しみながRUNランらん   1:52:24

21 503 Aｌｏｈａ☆Ｒｕｎｎｅｒｓ   1:54:59

18 515 TEAM STONE BLUE LADYS   1:52:06

23 525 2Kmならいいよ～   1:58:27

20 516 ウルトラマニア   1:53:59

24 519 まつどだもん。   2:00:49

22 510 リリオガールズ２   1:57:13
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