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

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：【ハーフリレーマラソン】

カテゴリー：【混合部門】

1 256 下剋上   1:15:45

2 289 ぺんぎん   1:18:14

3 374 おおたか侍   1:18:50

4 269 目指せ八王子の★   1:18:51

5 318 毛～   1:19:37

6 225 ゴールデンランナーズ   1:20:54

7 321 REVENGERS   1:25:12

8 251 T．A．O   1:25:22

9 323 新川崎A   1:25:24

10 339 ラフレヤングランナーズ   1:27:24

11 395 我孫子ハリケーンズ   1:27:25

12 244 美白の女王と家来たち   1:29:06

13 309 ブロッコリー   1:29:13

14 366 大森A   1:30:22

15 268 八王子のｲｹ男・ｲｹ女   1:30:38

16 354 チーム抜かさないで   1:30:43

17 341 ＲｕｎＪｏｙ ウサギさんチーム   1:31:25
（8:35） （9:47） （8:38） （10:06） （8:27） （8:13） （8:29） （9:56） （8:53） （10:21）
 8:24   17:39   28:08   37:19   46:28   57:27   1:06:39   1:14:23   1:23:27   1:31:31 
（8:24） （9:15） （10:29） （9:11） （9:09） （10:59） （9:12） （7:44） （9:04） （8:04）
 7:58   16:47   26:26   36:29   44:42   53:49   1:04:10   1:14:16   1:22:47   1:31:48 
（7:58） （8:49） （9:39） （10:03） （8:13） （9:07） （10:21） （10:06） （8:31） （9:01）
 7:58   16:53   26:13   36:38   44:41   54:26   1:03:59   1:14:50   1:22:49   1:32:19 
（7:58） （8:55） （9:20） （10:25） （8:03） （9:45） （9:33） （10:51） （7:59） （9:30）
 9:11   17:45   25:58   36:12   46:05   55:57   1:04:59   1:13:54   1:23:57   1:32:19 
（9:11） （8:34） （8:13） （10:14） （9:53） （9:52） （9:02） （8:55） （10:03） （8:22）
 8:12   17:14   26:26   34:55   45:12   54:33   1:03:33   1:12:50   1:23:50   1:32:21 
（8:12） （9:02） （9:12） （8:29） （10:17） （9:21） （9:00） （9:17） （11:00） （8:31）
 8:30   17:20   28:44   37:10   44:43   55:10   1:07:24   1:16:30   1:24:41   1:32:24 
（8:30） （8:50） （11:24） （8:26） （7:33） （10:27） （12:14） （9:06） （8:11） （7:43）
 7:59   17:47   26:21   37:10   45:07   55:07   1:04:18   1:15:43   1:25:02   1:33:01 
（7:59） （9:48） （8:34） （10:49） （7:57） （10:00） （9:11） （11:25） （9:19） （7:59）
 8:22   17:44   27:05   35:31   45:09   55:11   1:05:13   1:14:58   1:24:56   1:33:15 
（8:22） （9:22） （9:21） （8:26） （9:38） （10:02） （10:02） （9:45） （9:58） （8:19）
 8:33   17:39   25:40   34:25   43:32   51:33   1:01:00   1:11:47   1:24:20   1:33:21 
（8:33） （9:06） （8:01） （8:45） （9:07） （8:01） （9:27） （10:47） （12:33） （9:01）
 7:17   14:53   25:48   35:45   44:45   54:20   1:02:58   1:12:53   1:24:13   1:33:23 
（7:17） （7:36） （10:55） （9:57） （9:00） （9:35） （8:38） （9:55） （11:20） （9:10）
 10:37   19:28   27:52   37:35   46:50   56:50   1:06:00   1:14:42   1:24:28   1:33:42 
（10:37） （8:51） （8:24） （9:43） （9:15） （10:00） （9:10） （8:42） （9:46） （9:14）
 8:06   17:13   26:59   37:31   45:45   55:11   1:05:30   1:16:14   1:24:27   1:34:02 
（8:06） （9:07） （9:46） （10:32） （8:14） （9:26） （10:19） （10:44） （8:13） （9:35）
 8:31   17:05   28:13   38:08   48:08   57:09   1:05:20   1:15:20   1:25:27   1:34:17 
（8:31） （8:34） （11:08） （9:55） （10:00） （9:01） （8:11） （10:00） （10:07） （8:50）
 8:16   17:30   27:02   36:24   48:29   57:40   1:07:11   1:14:46   1:24:37   1:34:26 
（8:16） （9:14） （9:32） （9:22） （12:05） （9:11） （9:31） （7:35） （9:51） （9:49）
 8:21   17:29   27:59   36:32   45:15   56:21   1:05:02   1:14:33   1:26:06   1:34:31 
（8:21） （9:08） （10:30） （8:33） （8:43） （11:06） （8:41） （9:31） （11:33） （8:25）
 8:33   18:16   28:37   38:22   46:46   55:12   1:05:07   1:15:19   1:26:01   1:34:39 
（8:33） （9:43） （10:21） （9:45） （8:24） （8:26） （9:55） （10:12） （10:42） （8:38）
 8:58   18:44   27:39   36:38   45:39   54:28   1:05:21   1:15:24   1:25:06   1:35:13 
（8:58） （9:46） （8:55） （8:59） （9:01） （8:49） （10:53） （10:03） （9:42） （10:07）
 7:26   15:26   24:41   34:46   45:26   57:29   1:06:14   1:16:42   1:28:06   1:35:16 
（7:26） （8:00） （9:15） （10:05） （10:40） （12:03） （8:45） （10:28） （11:24） （7:10）
 14:52   23:30   31:19   40:41   49:56   1:00:09   1:08:05   1:17:26   1:26:34   1:35:34 
（14:52） （8:38） （7:49） （9:22） （9:15） （10:13） （7:56） （9:21） （9:08） （9:00）
 10:06   18:45   29:00   38:41   48:08   56:42   1:07:40   1:17:40   1:27:07   1:35:44 
（10:06） （8:39） （10:15） （9:41） （9:27） （8:34） （10:58） （10:00） （9:27） （8:37）
 9:51   19:00   28:56   38:21   47:09   57:46   1:07:24   1:16:35   1:26:27   1:35:45 
（9:51） （9:09） （9:56） （9:25） （8:48） （10:37） （9:38） （9:11） （9:52） （9:18）
 7:51   16:49   27:48   38:56   46:36   55:52   1:07:43   1:18:46   1:26:33   1:35:50 
（7:51） （8:58） （10:59） （11:08） （7:40） （9:16） （11:51） （11:03） （7:47） （9:17）

17 341 ＲｕｎＪｏｙ ウサギさんチ ム   1:31:25

18 355 マスターズ   1:31:31

19 240 アロハ市川   1:31:48

20 274 ランランルー♪   1:32:19

21 211 藤沢優風会   1:32:19

22 286 なりこ組   1:32:21

23 375 おおたかのＦ1   1:32:24

24 220 暴れん坊将軍   1:33:01

25 394 アリエル日吉   1:33:15

26 407 チーム斉藤   1:33:21

27 390 平賀☆健康体操   1:33:23

28 265 F千葉ランナーズⅥ   1:33:42

29 279 わくわくしくはっくⅡ   1:34:02

30 335 TEAM マッスル   1:34:17

31 359 南のチャンピオン   1:34:26

32 356 熱波   1:34:31

33 275 チームまるＡ   1:34:39

34 234 Team ささぬま   1:35:13

35 376 おおたか爆走団   1:35:16

36 210 西東京C   1:35:34

37 338 Ｎｏｒｔｈ☆friends2   1:35:44

38 370 成城 特急   1:35:45

39 222 TRUE COLORS   1:35:50

 7:17   17:43   27:53   37:56   47:12   54:35   1:05:38   1:16:28   1:26:48   1:36:05 
（7:17） （10:26） （10:10） （10:03） （9:16） （7:23） （11:03） （10:50） （10:20） （9:17）

40 392 kamiikeランナーズ！   1:36:05

1/6



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：【ハーフリレーマラソン】

カテゴリー：【混合部門】

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

41 272 ももいろｱﾀｯｶｰZ   1:36:08

42 295 ＣＦ東戸塚兎   1:36:08

43 228 TEAM 二足歩行   1:36:11

44 310 プリティーナシゴレン   1:36:11

45 352 伝説の６人   1:36:19

46 285 Ｔｈｅ　Ｍｉｕｒａ   1:36:29

47 353 チーム食研   1:36:32

48 350 ビーン   1:36:33

49 247 佐野ラーメンず   1:36:59

50 405 姫さま   1:37:08

51 347 セントラル前橋　Ａ   1:37:57

52 230 23A   1:38:00

53 266 F千葉ランナーズⅦ   1:38:01

54 333 ナイトメンバーズ2013   1:38:12

55 403 やわたりあん   1:38:48

56 334 TEAM ラフレ   1:38:53

57 330 柏　F   1:38:56

58 246 I　LOVE　ラン   1:39:06

59 277 まぜごはん 1:39:10
（8:54） （8:13） （9:53） （10:18） （8:44） （12:36） （11:26） （11:28） （8:55） （8:43）
 10:13   20:07   30:03   39:18   49:09   1:00:04   1:10:05   1:20:06   1:29:20   1:39:20 
（10:13） （9:54） （9:56） （9:15） （9:51） （10:55） （10:01） （10:01） （9:14） （10:00）
 8:41   18:30   27:57   36:44   49:55   1:00:49   1:12:00   1:20:57   1:30:25   1:39:21 
（8:41） （9:49） （9:27） （8:47） （13:11） （10:54） （11:11） （8:57） （9:28） （8:56）
 9:02   19:18   30:22   39:48   49:04   1:00:20   1:09:07   1:19:11   1:30:02   1:39:28 
（9:02） （10:16） （11:04） （9:26） （9:16） （11:16） （8:47） （10:04） （10:51） （9:26）
 10:05   18:44   28:37   38:19   48:32   57:52   1:09:16   1:19:12   1:29:34   1:39:33 
（10:05） （8:39） （9:53） （9:42） （10:13） （9:20） （11:24） （9:56） （10:22） （9:59）
 9:04   19:30   28:32   38:45   47:40   1:00:16   1:11:10   1:20:35   1:30:56   1:39:39 
（9:04） （10:26） （9:02） （10:13） （8:55） （12:36） （10:54） （9:25） （10:21） （8:43）
 12:48   26:05   34:01   42:38   51:42   59:59   1:10:25   1:22:32   1:31:55   1:39:45 
（12:48） （13:17） （7:56） （8:37） （9:04） （8:17） （10:26） （12:07） （9:23） （7:50）
 9:47   20:26   29:04   40:22   49:27   58:50   1:10:05   1:19:47   1:30:53   1:39:46 
（9:47） （10:39） （8:38） （11:18） （9:05） （9:23） （11:15） （9:42） （11:06） （8:53）
 11:37   21:04   30:51   40:28   51:15   1:01:18   1:11:00   1:20:35   1:30:28   1:39:52 
（11:37） （9:27） （9:47） （9:37） （10:47） （10:03） （9:42） （9:35） （9:53） （9:24）
 8:18   18:07   28:18   39:08   49:36   59:19   1:08:39   1:19:25   1:30:14   1:40:08 
（8:18） （9:49） （10:11） （10:50） （10:28） （9:43） （9:20） （10:46） （10:49） （9:54）
 8:57   18:37   28:33   39:11   50:34   1:00:50   1:09:36   1:20:55   1:31:08   1:40:10 
（8:57） （9:40） （9:56） （10:38） （11:23） （10:16） （8:46） （11:19） （10:13） （9:02）
 8:11   17:17   27:58   38:51   49:01   59:31   1:09:24   1:19:58   1:29:38   1:40:40 
（8:11） （9:06） （10:41） （10:53） （10:10） （10:30） （9:53） （10:34） （9:40） （11:02）
 8:09   18:03   28:05   39:37   50:41   59:32   1:08:02   1:18:29   1:29:05   1:40:51 
（8:09） （9:54） （10:02） （11:32） （11:04） （8:51） （8:30） （10:27） （10:36） （11:46）
 9:08   19:07   30:08   39:50   48:56   59:49   1:10:02   1:20:32   1:31:06   1:40:55 
（9:08） （9:59） （11:01） （9:42） （9:06） （10:53） （10:13） （10:30） （10:34） （9:49）
 9:28   19:10   29:43   39:45   51:52   1:01:34   1:12:03   1:21:22   1:31:23   1:40:56 
（9:28） （9:42） （10:33） （10:02） （12:07） （9:42） （10:29） （9:19） （10:01） （9:33）
 8:39   19:44   31:20   41:34   50:02   1:02:30   1:11:03   1:22:10   1:32:37   1:40:58 
（8:39） （11:05） （11:36） （10:14） （8:28） （12:28） （8:33） （11:07） （10:27） （8:21）
 12:18   21:30   30:09   39:26   47:28   1:01:00   1:12:05   1:21:48   1:32:43   1:40:59 
（12:18） （9:12） （8:39） （9:17） （8:02） （13:32） （11:05） （9:43） （10:55） （8:16）
 10:21   21:03   30:52   42:12   52:15   1:02:26   1:11:45   1:19:41   1:31:10   1:41:11 
（10:21） （10:42） （9:49） （11:20） （10:03） （10:11） （9:19） （7:56） （11:29） （10:01）
 9:21   19:32   29:00   38:55   47:41   58:58   1:10:52   1:20:55   1:31:29   1:41:12 
（9:21） （10:11） （9:28） （9:55） （8:46） （11:17） （11:54） （10:03） （10:34） （9:43）
 8:51   20:49   33:14   43:11   51:30   1:01:34   1:12:38   1:21:16   1:30:56   1:41:14 
（8:51） （11:58） （12:25） （9:57） （8:19） （10:04） （11:04） （8:38） （9:40） （10:18）
 11:13   20:52   30:33   40:35   51:59   1:01:46   1:12:38   1:21:57   1:31:40   1:41:23 
（11:13） （9:39） （9:41） （10:02） （11:24） （9:47） （10:52） （9:19） （9:43） （9:43）
 8:24   18:26   28:14   38:23   49:21   1:01:01   1:12:42   1:22:33   1:33:06   1:41:24 
（8:24） （10:02） （9:48） （10:09） （10:58） （11:40） （11:41） （9:51） （10:33） （8:18）
 11:45   21:42   30:55   40:27   50:08   1:01:01   1:11:02   1:21:14   1:30:45   1:41:30 
（11:45） （9:57） （9:13） （9:32） （9:41） （10:53） （10:01） （10:12） （9:31） （10:45）

59 277 まぜごはん   1:39:10

60 377 Team-RJ   1:39:20

61 393 ぷんぷん丸   1:39:21

62 297 スパA   1:39:28

63 398 Ｆｏｕｒ－Ｂ　ＭＩＸ   1:39:33

64 406 サンラン   1:39:39

65 216 横浜CeNA   1:39:45

66 367 大森B   1:39:46

67 237 Team まりりん   1:39:52

68 383 仮装に定評がある者たち   1:40:08

69 331 柏　G   1:40:10

70 302 自由が丘エリートランナーズ   1:40:40

71 357 チーム大石   1:40:51

72 205 S千葉   1:40:55

73 368 北本★イエロー   1:40:56

74 273 美女と野獣とじぃじ   1:40:58

75 385 チームゴリラ   1:40:59

76 332 柏　H   1:41:11

77 388 パッションズ   1:41:12

78 401 チームSA   1:41:14

79 227 Wind of SAHARA   1:41:23

80 223 TJKランニングクラブ   1:41:24

81 301 南大泉Ｂ   1:41:30
（11:45） （9:57） （9:13） （9:32） （9:41） （10:53） （10:01） （10:12） （9:31） （10:45）
 8:41   19:56   31:13   40:01   48:56   58:33   1:10:43   1:22:29   1:32:15   1:41:31 
（8:41） （11:15） （11:17） （8:48） （8:55） （9:37） （12:10） （11:46） （9:46） （9:16）

82 293 らくだ   1:41:31
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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：【ハーフリレーマラソン】

カテゴリー：【混合部門】

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

83 300 南大泉サンデージョギング   1:41:34

84 391 草笛   1:41:36

85 337 North☆friends   1:41:44

86 299 南大泉マスターズ   1:41:46

87 257 栄光の彼方へ   1:41:50

88 284 ＦＵＮＲＵＮ   1:41:51

89 327 柏　C   1:41:53

90 336 ち～む つかっち   1:41:54

91 360 ワッシー   1:42:00

92 312 美ｼﾞｮｶﾞｰ＆ｲｹﾒﾝ   1:42:05

93 238 バブリー市川   1:42:08

94 276 チームまるＢ   1:42:12

95 231 23B   1:42:16

96 362 森の仲間たち   1:42:36

97 278 Kﾋﾟｮﾝとゆかいな女達★   1:42:39

98 372 成城 区間準急   1:42:40

99 203 曽谷A   1:42:47

100 319 レッツ！ハッスル！   1:42:55

101 316 湘南PUMP Team 1:43:00
（9:38） （10:15） （10:16） （10:39） （9:05） （11:13） （10:50） （10:08） （11:38） （9:18）
 8:07   20:35   31:01   42:07   50:27   1:01:51   1:14:58   1:23:41   1:32:46   1:43:06 
（8:07） （12:28） （10:26） （11:06） （8:20） （11:24） （13:07） （8:43） （9:05） （10:20）
 11:14   20:50   30:09   40:14   51:38   1:01:25   1:11:17   1:21:41   1:33:17   1:43:08 
（11:14） （9:36） （9:19） （10:05） （11:24） （9:47） （9:52） （10:24） （11:36） （9:51）
 11:05   20:11   29:21   39:30   50:57   1:02:50   1:11:48   1:21:08   1:32:26   1:43:17 
（11:05） （9:06） （9:10） （10:09） （11:27） （11:53） （8:58） （9:20） （11:18） （10:51）
 9:15   19:45   30:56   43:34   52:37   1:02:04   1:12:16   1:23:23   1:34:23   1:43:19 
（9:15） （10:30） （11:11） （12:38） （9:03） （9:27） （10:12） （11:07） （11:00） （8:56）
 9:53   21:04   31:33   41:39   52:21   1:01:56   1:11:36   1:22:48   1:33:19   1:43:28 
（9:53） （11:11） （10:29） （10:06） （10:42） （9:35） （9:40） （11:12） （10:31） （10:09）
 9:44   18:54   29:18   40:14   51:00   1:03:48   1:15:05   1:25:46   1:34:31   1:43:36 
（9:44） （9:10） （10:24） （10:56） （10:46） （12:48） （11:17） （10:41） （8:45） （9:05）
 9:22   18:58   29:38   40:59   49:28   1:01:35   1:13:13   1:24:43   1:34:13   1:43:40 
（9:22） （9:36） （10:40） （11:21） （8:29） （12:07） （11:38） （11:30） （9:30） （9:27）
 9:52   18:54   29:03   39:59   49:46   1:01:06   1:10:26   1:21:51   1:31:42   1:43:42 
（9:52） （9:02） （10:09） （10:56） （9:47） （11:20） （9:20） （11:25） （9:51） （12:00）
 12:55   22:20   34:51   44:33   54:03   1:03:23   1:13:15   1:22:41   1:31:54   1:43:48 
（12:55） （9:25） （12:31） （9:42） （9:30） （9:20） （9:52） （9:26） （9:13） （11:54）
 9:50   19:50   30:38   39:51   50:54   1:00:23   1:10:28   1:21:35   1:31:35   1:43:51 
（9:50） （10:00） （10:48） （9:13） （11:03） （9:29） （10:05） （11:07） （10:00） （12:16）
 9:14   19:21   29:16   39:25   50:23   1:02:26   1:11:09   1:21:09   1:31:06   1:43:55 
（9:14） （10:07） （9:55） （10:09） （10:58） （12:03） （8:43） （10:00） （9:57） （12:49）
 10:18   21:17   31:53   41:24   52:11   1:03:31   1:12:59   1:23:38   1:34:17   1:43:56 
（10:18） （10:59） （10:36） （9:31） （10:47） （11:20） （9:28） （10:39） （10:39） （9:39）
 10:11   20:16   30:52   42:04   52:19   1:03:06   1:15:08   1:26:11   1:35:14   1:43:59 
（10:11） （10:05） （10:36） （11:12） （10:15） （10:47） （12:02） （11:03） （9:03） （8:45）
 10:17   18:15   30:03   39:43   52:42   1:04:46   1:12:46   1:24:29   1:34:18   1:44:04 
（10:17） （7:58） （11:48） （9:40） （12:59） （12:04） （8:00） （11:43） （9:49） （9:46）
 10:40   19:18   28:19   40:53   54:38   1:05:18   1:15:15   1:26:02   1:35:00   1:44:15 
（10:40） （8:38） （9:01） （12:34） （13:45） （10:40） （9:57） （10:47） （8:58） （9:15）
 10:03   20:03   31:20   41:06   51:19   1:02:50   1:12:43   1:22:53   1:34:42   1:44:29 
（10:03） （10:00） （11:17） （9:46） （10:13） （11:31） （9:53） （10:10） （11:49） （9:47）
 10:17   20:10   30:56   40:27   52:21   1:03:27   1:13:18   1:23:13   1:35:06   1:44:39 
（10:17） （9:53） （10:46） （9:31） （11:54） （11:06） （9:51） （9:55） （11:53） （9:33）
 11:25   20:35   32:05   41:44   51:44   1:03:02   1:13:53   1:23:01   1:33:40   1:44:55 
（11:25） （9:10） （11:30） （9:39） （10:00） （11:18） （10:51） （9:08） （10:39） （11:15）
 8:27   18:31   31:13   47:13   57:54   1:08:11   1:16:31   1:26:12   1:35:51   1:44:58 
（8:27） （10:04） （12:42） （16:00） （10:41） （10:17） （8:20） （9:41） （9:39） （9:07）
 9:01   19:14   30:22   42:01   52:31   1:01:53   1:11:54   1:22:23   1:33:35   1:45:04 
（9:01） （10:13） （11:08） （11:39） （10:30） （9:22） （10:01） （10:29） （11:12） （11:29）
 10:23   21:58   33:49   43:42   53:33   1:03:19   1:12:50   1:25:30   1:34:53   1:45:07 
（10:23） （11:35） （11:51） （9:53） （9:51） （9:46） （9:31） （12:40） （9:23） （10:14）
 9:57   21:32   32:02   42:24   53:04   1:02:31   1:14:24   1:25:05   1:35:44   1:45:07 
（9:57） （11:35） （10:30） （10:22） （10:40） （9:27） （11:53） （10:41） （10:39） （9:23）

101 316 湘南PUMP Team   1:43:00

102 351 M Jungle with H   1:43:06

103 282 ももくろＮＩＳＨＩＤＡＩ-Ｚ   1:43:08

104 371 成城 急行   1:43:17

105 249 走ってみよう会   1:43:19

106 306 みぞっち   1:43:28

107 215 横浜BeNA   1:43:36

108 202 TEAM 逆輸入   1:43:40

109 232 ダッペエＡ   1:43:42

110 235 Team よっしー   1:43:48

111 314 ランニング部   1:43:51

112 345 ちゃり道　中ジョッキチーム   1:43:55

113 258 ホノルルへ向けて走ります   1:43:56

114 243 永&梅ーズ   1:43:59

115 317 GOOD ﾌｧｲﾄ　Sunday☆   1:44:04

116 298 スパB   1:44:15

117 260 仲良しこよしるんるんるん   1:44:29

118 206 エンジョイプール☆   1:44:39

119 224 エンジョイらいふ   1:44:55

120 324 新川崎B   1:44:58

121 365 ときわ台ビール   1:45:04

122 369 北本★ピンク   1:45:07

123 248 走ろう会   1:45:07
（9:57） （11:35） （10:30） （10:22） （10:40） （9:27） （11:53） （10:41） （10:39） （9:23）
 8:25   19:12   31:47   45:23   53:59   1:04:43   1:18:17   1:27:49   1:37:09   1:45:08 
（8:25） （10:47） （12:35） （13:36） （8:36） （10:44） （13:34） （9:32） （9:20） （7:59）

124 313 ＴＥＡＭ ﾏｼﾞﾄﾚ   1:45:08
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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：【ハーフリレーマラソン】

カテゴリー：【混合部門】

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

125 281 勇輝栽培の仲間たち☆   1:45:08

126 209 西東京B   1:45:16

127 288 なんと！！   1:45:24

128 221 ﾓｼﾞｬ公   1:45:29

129 384 カリスマ1071   1:45:39

130 255 ヒューマンリテラシー   1:45:42

131 304 怒り新党   1:45:43

132 389 ステディーランナーズ   1:45:57

133 404 走ルンバ   1:45:59

134 245 Team　田中   1:46:05

135 380 Pump deワッショイⅡ   1:46:07

136 311 ＫＩＮＧ上野   1:46:17

137 283 チーム蓮根   1:46:23

138 253 チーム金RUN   1:46:30

139 396 レクセンターAチーム   1:46:35

140 386 ピュアホームズA   1:46:38

141 387 ピュアホームズB   1:46:38

142 344 ちゃり道　大ジョッキチーム   1:46:45

143 217 ＮＲＳ316 1:46:53
（8:41） （13:06） （8:17） （10:04） （14:39） （16:10） （8:37） （8:05） （9:56） （9:18）
 11:44   22:31   32:51   43:11   52:51   1:04:21   1:16:35   1:27:43   1:37:40   1:46:55 
（11:44） （10:47） （10:20） （10:20） （9:40） （11:30） （12:14） （11:08） （9:57） （9:15）
 10:16   22:21   32:44   43:11   54:32   1:04:22   1:16:34   1:26:47   1:37:17   1:46:57 
（10:16） （12:05） （10:23） （10:27） （11:21） （9:50） （12:12） （10:13） （10:30） （9:40）
 10:26   20:40   32:10   42:00   53:35   1:05:42   1:15:37   1:25:56   1:37:11   1:47:14 
（10:26） （10:14） （11:30） （9:50） （11:35） （12:07） （9:55） （10:19） （11:15） （10:03）
 11:53   20:24   31:59   44:22   55:51   1:07:17   1:17:19   1:28:42   1:37:08   1:47:22 
（11:53） （8:31） （11:35） （12:23） （11:29） （11:26） （10:02） （11:23） （8:26） （10:14）
 12:12   20:59   33:51   43:54   54:00   1:05:37   1:14:33   1:27:25   1:37:31   1:47:29 
（12:12） （8:47） （12:52） （10:03） （10:06） （11:37） （8:56） （12:52） （10:06） （9:58）
 9:26   19:26   32:01   42:51   53:01   1:03:03   1:16:47   1:27:59   1:37:56   1:47:34 
（9:26） （10:00） （12:35） （10:50） （10:10） （10:02） （13:44） （11:12） （9:57） （9:38）
 8:55   18:52   28:42   38:53   55:13   1:05:58   1:16:32   1:28:27   1:38:55   1:48:03 
（8:55） （9:57） （9:50） （10:11） （16:20） （10:45） （10:34） （11:55） （10:28） （9:08）
 10:18   20:54   31:24   40:45   50:33   1:00:30   1:13:12   1:24:26   1:36:58   1:48:23 
（10:18） （10:36） （10:30） （9:21） （9:48） （9:57） （12:42） （11:14） （12:32） （11:25）
 12:31   22:25   33:16   43:26   53:21   1:03:47   1:14:48   1:26:03   1:36:36   1:48:31 
（12:31） （9:54） （10:51） （10:10） （9:55） （10:26） （11:01） （11:15） （10:33） （11:55）
 10:00   20:16   30:18   42:38   54:17   1:04:31   1:14:30   1:24:27   1:37:05   1:48:43 
（10:00） （10:16） （10:02） （12:20） （11:39） （10:14） （9:59） （9:57） （12:38） （11:38）
 9:36   21:09   32:40   44:04   54:31   1:03:49   1:15:38   1:26:57   1:38:43   1:48:55 
（9:36） （11:33） （11:31） （11:24） （10:27） （9:18） （11:49） （11:19） （11:46） （10:12）
 10:37   20:39   30:48   41:56   52:18   1:02:35   1:15:11   1:26:03   1:36:12   1:49:02 
（10:37） （10:02） （10:09） （11:08） （10:22） （10:17） （12:36） （10:52） （10:09） （12:50）
 9:00   18:59   30:30   42:25   54:38   1:03:16   1:13:15   1:24:28   1:36:20   1:49:22 
（9:00） （9:59） （11:31） （11:55） （12:13） （8:38） （9:59） （11:13） （11:52） （13:02）
 9:59   19:36   32:28   45:05   54:33   1:04:27   1:14:13   1:26:57   1:39:45   1:49:28 
（9:59） （9:37） （12:52） （12:37） （9:28） （9:54） （9:46） （12:44） （12:48） （9:43）
 12:00   25:57   34:33   44:25   56:21   1:06:35   1:20:19   1:30:41   1:39:54   1:49:29 
（12:00） （13:57） （8:36） （9:52） （11:56） （10:14） （13:44） （10:22） （9:13） （9:35）
 9:13   21:54   33:00   42:55   55:41   1:05:40   1:15:28   1:28:57   1:40:11   1:49:34 
（9:13） （12:41） （11:06） （9:55） （12:46） （9:59） （9:48） （13:29） （11:14） （9:23）
 8:40   19:57   30:07   40:21   54:37   1:08:04   1:20:05   1:30:12   1:40:12   1:49:35 
（8:40） （11:17） （10:10） （10:14） （14:16） （13:27） （12:01） （10:07） （10:00） （9:23）
 12:04   21:23   32:04   41:42   55:55   1:07:41   1:20:06   1:29:31   1:40:03   1:49:35 
（12:04） （9:19） （10:41） （9:38） （14:13） （11:46） （12:25） （9:25） （10:32） （9:32）
 11:27   22:23   32:21   43:42   54:33   1:06:17   1:17:32   1:28:46   1:39:41   1:49:41 
（11:27） （10:56） （9:58） （11:21） （10:51） （11:44） （11:15） （11:14） （10:55） （10:00）
 11:02   21:04   31:33   44:01   54:57   1:06:35   1:18:56   1:29:33   1:39:14   1:49:43 
（11:02） （10:02） （10:29） （12:28） （10:56） （11:38） （12:21） （10:37） （9:41） （10:29）
 9:59   18:17   29:24   40:43   51:45   1:05:13   1:16:53   1:30:09   1:40:37   1:49:45 
（9:59） （8:18） （11:07） （11:19） （11:02） （13:28） （11:40） （13:16） （10:28） （9:08）
 9:44   22:02   33:14   43:37   53:25   1:04:57   1:16:35   1:26:47   1:39:45   1:49:54 
（9:44） （12:18） （11:12） （10:23） （9:48） （11:32） （11:38） （10:12） （12:58） （10:09）

143 217 ＮＲＳ316   1:46:53

144 361 大化の改新   1:46:55

145 291 きりん   1:46:57

146 250 菅原組   1:47:14

147 218 セントラル戸塚　混合   1:47:22

148 364 かんじこうじ   1:47:29

149 236 Team もろこ   1:47:34

150 315 マスターズ鳥海山   1:48:03

151 307 ＥＮＪＯＹランラン   1:48:23

152 340 睦組（むつぐみ）   1:48:31

153 411 スカイツアーズ   1:48:43

154 397 青木と愉快な仲間達A   1:48:55

155 382 J4F   1:49:02

156 201 爆発SH３   1:49:22

157 219 東青梅らんランRUN！   1:49:28

158 212 谷野産業   1:49:29

159 208 石川   1:49:34

160 349 エッグ   1:49:35

161 348 キャロット   1:49:35

162 408 ランスパF1   1:49:41

163 409 ランスパF２   1:49:43

164 322 Joyfull   1:49:45

165 414 メイちゃんがラン♪ラン♪ＲＵＮ♪   1:49:54
（9:44） （12:18） （11:12） （10:23） （9:48） （11:32） （11:38） （10:12） （12:58） （10:09）
 10:10   19:51   29:24   43:26   53:36   1:04:21   1:15:08   1:29:14   1:40:01   1:49:55 
（10:10） （9:41） （9:33） （14:02） （10:10） （10:45） （10:47） （14:06） （10:47） （9:54）

166 233 ダッペエＢ   1:49:55
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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：【ハーフリレーマラソン】

カテゴリー：【混合部門】

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

167 346 RET5   1:49:57

168 263 F千葉ランナーズⅢ   1:50:03

169 320 シキリン☆レインボー   1:50:06

170 378 勝手に走ろう会   1:50:08

171 399 チームKO   1:50:11

172 413 ロイヤルオーキッドホリデイズ   1:50:16

173 410 チーム　坊主   1:50:22

174 373 SPA成城   1:50:23

175 358 小濱　まだ痩せてない   1:50:31

176 328 柏　D   1:50:37

177 254 美女達と野獣   1:50:40

178 267 華のハタチwith押切☆   1:50:43

179 303 Team自由が丘   1:50:56

180 261 ラヴィっ子   1:51:07

181 259 チームスカッシュ   1:51:17

182 379 Pump deワッショイⅠ   1:51:47

183 415 なでしこ損保ジャパン   1:52:00

184 242 けんちゃんズ   1:52:02

185 241 ジマーズ 1:52:07
（10:51） （8:53） （12:27） （11:05） （11:42） （9:09） （12:34） （11:26） （11:48） （12:12）
 10:11   21:25   33:32   45:13   55:28   1:06:17   1:18:39   1:30:32   1:41:17   1:52:10 
（10:11） （11:14） （12:07） （11:41） （10:15） （10:49） （12:22） （11:53） （10:45） （10:53）
 9:24   21:28   32:04   44:11   54:53   1:04:01   1:17:20   1:28:40   1:41:58   1:52:44 
（9:24） （12:04） （10:36） （12:07） （10:42） （9:08） （13:19） （11:20） （13:18） （10:46）
 12:00   23:53   33:54   45:07   57:27   1:07:56   1:18:55   1:31:22   1:41:34   1:52:49 
（12:00） （11:53） （10:01） （11:13） （12:20） （10:29） （10:59） （12:27） （10:12） （11:15）
 12:41   24:49   37:09   45:27   57:39   1:08:01   1:16:17   1:28:50   1:40:53   1:52:59 
（12:41） （12:08） （12:20） （8:18） （12:12） （10:22） （8:16） （12:33） （12:03） （12:06）
 12:10   23:08   33:27   44:22   57:15   1:09:26   1:19:32   1:30:18   1:43:10   1:53:03 
（12:10） （10:58） （10:19） （10:55） （12:53） （12:11） （10:06） （10:46） （12:52） （9:53）
 10:31   21:23   32:49   44:02   54:53   1:04:58   1:17:19   1:28:28   1:41:17   1:53:14 
（10:31） （10:52） （11:26） （11:13） （10:51） （10:05） （12:21） （11:09） （12:49） （11:57）
 10:42   21:36   33:05   44:05   56:24   1:06:42   1:17:28   1:29:43   1:40:55   1:53:16 
（10:42） （10:54） （11:29） （11:00） （12:19） （10:18） （10:46） （12:15） （11:12） （12:21）
 10:52   21:40   34:44   49:02   1:00:21   1:10:25   1:21:01   1:31:41   1:42:35   1:53:22 
（10:52） （10:48） （13:04） （14:18） （11:19） （10:04） （10:36） （10:40） （10:54） （10:47）
 9:40   20:59   32:07   42:10   52:19   1:04:07   1:16:27   1:29:03   1:40:40   1:53:31 
（9:40） （11:19） （11:08） （10:03） （10:09） （11:48） （12:20） （12:36） （11:37） （12:51）
 8:39   20:08   33:00   44:55   57:07   1:10:56   1:19:42   1:31:47   1:44:56   1:53:36 
（8:39） （11:29） （12:52） （11:55） （12:12） （13:49） （8:46） （12:05） （13:09） （8:40）
 12:01   25:09   37:35   47:50   57:20   1:08:02   1:21:23   1:33:48   1:44:11   1:53:38 
（12:01） （13:08） （12:26） （10:15） （9:30） （10:42） （13:21） （12:25） （10:23） （9:27）
 11:08   24:31   35:25   45:15   56:28   1:10:12   1:21:38   1:31:38   1:43:04   1:53:38 
（11:08） （13:23） （10:54） （9:50） （11:13） （13:44） （11:26） （10:00） （11:26） （10:34）
 11:23   22:53   35:23   47:06   59:27   1:08:18   1:18:04   1:29:45   1:42:13   1:54:04 
（11:23） （11:30） （12:30） （11:43） （12:21） （8:51） （9:46） （11:41） （12:28） （11:51）
 10:32   22:07   35:05   46:20   57:41   1:08:12   1:19:59   1:32:10   1:43:48   1:54:06 
（10:32） （11:35） （12:58） （11:15） （11:21） （10:31） （11:47） （12:11） （11:38） （10:18）
 13:11   22:27   34:21   46:58   1:00:03   1:10:15   1:22:43   1:32:51   1:42:33   1:55:34 
（13:11） （9:16） （11:54） （12:37） （13:05） （10:12） （12:28） （10:08） （9:42） （13:01）
 10:28   20:26   31:58   43:17   56:39   1:09:11   1:21:42   1:34:09   1:45:08   1:56:02 
（10:28） （9:58） （11:32） （11:19） （13:22） （12:32） （12:31） （12:27） （10:59） （10:54）
 11:49   23:17   35:11   46:13   58:01   1:09:37   1:21:50   1:33:06   1:45:12   1:56:05 
（11:49） （11:28） （11:54） （11:02） （11:48） （11:36） （12:13） （11:16） （12:06） （10:53）
 10:09   21:43   33:14   46:55   58:25   1:08:49   1:22:29   1:33:23   1:44:40   1:56:29 
（10:09） （11:34） （11:31） （13:41） （11:30） （10:24） （13:40） （10:54） （11:17） （11:49）
 11:17   24:07   36:33   45:32   57:47   1:11:57   1:22:54   1:35:06   1:47:28   1:56:53 
（11:17） （12:50） （12:26） （8:59） （12:15） （14:10） （10:57） （12:12） （12:22） （9:25）
 11:06   22:49   34:53   49:07   1:00:00   1:12:27   1:23:32   1:34:44   1:45:23   1:57:41 
（11:06） （11:43） （12:04） （14:14） （10:53） （12:27） （11:05） （11:12） （10:39） （12:18）
 9:34   21:08   32:20   43:45   56:15   1:10:47   1:21:06   1:33:50   1:46:37   1:58:05 
（9:34） （11:34） （11:12） （11:25） （12:30） （14:32） （10:19） （12:44） （12:47） （11:28）
 11:53   25:47   37:59   48:16   58:44   1:10:33   1:24:19   1:34:53   1:47:20   1:58:26 
（11:53） （13:54） （12:12） （10:17） （10:28） （11:49） （13:46） （10:34） （12:27） （11:06）

185 241 ジマーズ   1:52:07

186 294 だちょう   1:52:10

187 363 TOKIO   1:52:44

188 229 TEAM O.F.S.A!   1:52:49

189 271 ハイパ-ベンチレーションズ   1:52:59

190 226 HiiS   1:53:03

191 342 ＲｕｎＪｏｙ アリさんチーム   1:53:14

192 412 スカイツアーズ・マイホリデー   1:53:16

193 296 美熟女と1匹のブーちゃん   1:53:22

194 400 チームTE   1:53:31

195 213 湘南ひめチーム   1:53:36

196 290 ひよこ   1:53:38

197 292 ぞう   1:53:38

198 252 平塚マリンリュージュ   1:54:04

199 287 HITACHI　MEN＆WOMEN   1:54:06

200 264 F千葉ランナーズⅣ   1:55:34

201 214 横浜AeNA   1:56:02

202 308 ラブ＆ピース   1:56:05

203 343 ＲｕｎＪｏｙ カメさんチーム   1:56:29

204 270 ENJOY☆ランニング   1:56:53

205 402 チームSHI   1:57:41

206 381 Pump deワッショイⅢ   1:58:05

207 305 ワイマックス   1:58:26
（11:53） （13:54） （12:12） （10:17） （10:28） （11:49） （13:46） （10:34） （12:27） （11:06）
 9:32   21:31   34:57   49:31   59:45   1:11:47   1:22:11   1:34:59   1:46:00   1:58:54 
（9:32） （11:59） （13:26） （14:34） （10:14） （12:02） （10:24） （12:48） （11:01） （12:54）

208 280 わたなべプロダクション   1:58:54
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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：【ハーフリレーマラソン】

カテゴリー：【混合部門】

 10:41   21:38   34:31   47:15   1:00:23   1:13:30   1:24:40   1:35:40   1:46:25   1:59:35 
（10:41） （10:57） （12:53） （12:44） （13:08） （13:07） （11:10） （11:00） （10:45） （13:10）
 14:32   31:20   42:24   53:13   1:05:55   1:16:02   1:26:49   1:37:40   1:51:26   2:01:40 
（14:32） （16:48） （11:04） （10:49） （12:42） （10:07） （10:47） （10:51） （13:46） （10:14）
 10:27   23:54   36:49   49:36   1:00:25   1:14:33   1:29:27   1:42:29   1:53:13   2:03:52 
（10:27） （13:27） （12:55） （12:47） （10:49） （14:08） （14:54） （13:02） （10:44） （10:39）

209 239 市川アゲイン   1:59:35

210 204 曽谷B   2:01:40

211 207 0-40ｆｉｌｍｓ☆Runners   2:03:52
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