
順位 No.

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 5:04   9:43   14:28   19:23   24:23   30:19   34:58   39:32   44:29   49:23 

（5:04） （4:39） （4:45） （4:55） （5:00） （5:56） （4:39） （4:34） （4:57） （4:54）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 54:17   59:23   1:05:11   1:09:56   1:14:28   1:19:22   1:24:17   1:29:10   1:34:59   1:39:47 

（4:54） （5:06） （5:48） （4:45） （4:32） （4:54） （4:55） （4:53） （5:49） （4:48）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 1:44:19   1:49:15   1:54:11   1:59:05   2:05:03   2:10:11   2:15:12   2:19:58       

（4:32） （4:56） （4:56） （4:54） （5:58） （5:08） （5:01） （4:46）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 5:30   10:39   15:39   21:11   26:12   31:02   36:10   41:15   46:52   51:53 

（5:30） （5:09） （5:00） （5:32） （5:01） （4:50） （5:08） （5:05） （5:37） （5:01）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 56:50   1:01:58   1:07:05   1:12:43   1:17:53   1:22:52   1:28:05   1:33:11   1:38:52   1:44:02 

（4:57） （5:08） （5:07） （5:38） （5:10） （4:59） （5:13） （5:06） （5:41） （5:10）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 1:49:08   1:54:27   1:59:31   2:05:13   2:10:12   2:15:22   2:20:32   2:25:33       

（5:06） （5:19） （5:04） （5:42） （4:59） （5:10） （5:10） （5:01）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 5:12   10:36   15:45   21:37   26:11   30:43   36:20   41:34   47:44   52:26 

（5:12） （5:24） （5:09） （5:52） （4:34） （4:32） （5:37） （5:14） （6:10） （4:42）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 56:57   1:02:31   1:07:51   1:14:15   1:19:08   1:23:51   1:29:38   1:35:07   1:41:27   1:46:21 

（4:31） （5:34） （5:20） （6:24） （4:53） （4:43） （5:47） （5:29） （6:20） （4:54）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 1:51:03   1:56:38   2:02:02   2:08:34   2:13:26   2:18:05   2:23:20   2:28:10       

（4:42） （5:35） （5:24） （6:32） （4:52） （4:39） （5:15） （4:50）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 5:38   11:13   16:57   23:10   28:33   33:51   38:54   44:30   50:24   57:03 

（5:38） （5:35） （5:44） （6:13） （5:23） （5:18） （5:03） （5:36） （5:54） （6:39）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:02:32   1:07:44   1:12:50   1:18:27   1:24:26   1:30:10   1:35:28   1:40:39   1:46:23   1:52:26 

（5:29） （5:12） （5:06） （5:37） （5:59） （5:44） （5:18） （5:11） （5:44） （6:03）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 1:57:51   2:03:14   2:08:25   2:14:10   2:20:00   2:25:23   2:30:38   2:35:53       

（5:25） （5:23） （5:11） （5:45） （5:50） （5:23） （5:15） （5:15）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 5:53   11:20   16:41   23:18   29:27   34:53   40:38   45:59   52:50   58:57 

（5:53） （5:27） （5:21） （6:37） （6:09） （5:26） （5:45） （5:21） （6:51） （6:07）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:04:20   1:09:59   1:15:28   1:22:20   1:28:26   1:34:00   1:39:39   1:45:11   1:52:00   1:58:10 

（5:23） （5:39） （5:29） （6:52） （6:06） （5:34） （5:39） （5:32） （6:49） （6:10）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:03:29   2:09:04   2:14:37   2:21:18   2:27:25   2:32:53   2:38:30   2:44:01       

（5:19） （5:35） （5:33） （6:41） （6:07） （5:28） （5:37） （5:31）      

5 5526

エンジェル・ナースと仲間たち 東川口  2:44:01 

3 5555

首都大BSラン部 一般  2:28:10 

4 5533

食い倒れ研究会 東川口  2:35:53 

1 5535

すぎちゃんず 東川口  2:19:58 

2 5527

さいたま走友会 東川口  2:25:33 

種目：【リレーマラソン42.195km】
カテゴリー：【混成】

チーム名 支店 総合タイム

【リザルト】

big-sリレーマラソン＆ペアマラソン2016in夢の島
平成28年（2016年）5月8日（日）



順位 No.

種目：【リレーマラソン42.195km】
カテゴリー：【混成】

チーム名 支店 総合タイム

【リザルト】

big-sリレーマラソン＆ペアマラソン2016in夢の島
平成28年（2016年）5月8日（日）

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 5:36   10:54   16:10   21:57   27:52   33:56   40:18   46:55   53:25   58:35 

（5:36） （5:18） （5:16） （5:47） （5:55） （6:04） （6:22） （6:37） （6:30） （5:10）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:04:22   1:09:38   1:15:10   1:21:55   1:28:02   1:35:05   1:40:09   1:46:20   1:51:45   1:57:18 

（5:47） （5:16） （5:32） （6:45） （6:07） （7:03） （5:04） （6:11） （5:25） （5:33）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:04:15   2:11:02   2:16:57   2:22:58   2:28:05   2:33:54   2:39:20   2:44:53       

（6:57） （6:47） （5:55） （6:01） （5:07） （5:49） （5:26） （5:33）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 5:21   10:22   16:28   22:01   28:18   33:19   40:05   47:15   54:27   59:36 

（5:21） （5:01） （6:06） （5:33） （6:17） （5:01） （6:46） （7:10） （7:12） （5:09）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:04:59   1:10:47   1:16:44   1:22:58   1:28:03   1:35:37   1:40:43   1:46:16   1:52:28   1:58:21 

（5:23） （5:48） （5:57） （6:14） （5:05） （7:34） （5:06） （5:33） （6:12） （5:53）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:04:37   2:09:57   2:17:31   2:22:41   2:28:07   2:34:07   2:39:52   2:44:56       

（6:16） （5:20） （7:34） （5:10） （5:26） （6:00） （5:45） （5:04）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 4:49   9:58   15:22   21:51   26:28   33:23   40:07   45:36   51:28   58:31 

（4:49） （5:09） （5:24） （6:29） （4:37） （6:55） （6:44） （5:29） （5:52） （7:03）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:03:14   1:10:13   1:15:36   1:21:39   1:28:28   1:33:05   1:40:04   1:45:30   1:51:23   1:58:21 

（4:43） （6:59） （5:23） （6:03） （6:49） （4:37） （6:59） （5:26） （5:53） （6:58）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:02:58   2:10:14   2:15:38   2:21:24   2:28:28   2:35:19   2:42:39   2:47:12       

（4:37） （7:16） （5:24） （5:46） （7:04） （6:51） （7:20） （4:33）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 6:03   10:58   16:43   22:51   28:30   34:59   40:58   47:31   53:03   58:49 

（6:03） （4:55） （5:45） （6:08） （5:39） （6:29） （5:59） （6:33） （5:32） （5:46）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:04:27   1:10:36   1:16:25   1:22:03   1:28:01   1:34:34   1:40:52   1:47:41   1:53:36   2:00:37 

（5:38） （6:09） （5:49） （5:38） （5:58） （6:33） （6:18） （6:49） （5:55） （7:01）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:07:41   2:13:19   2:19:17   2:25:59   2:31:41   2:38:35   2:44:28   2:49:46       

（7:04） （5:38） （5:58） （6:42） （5:42） （6:54） （5:53） （5:18）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 5:57   12:05   17:41   23:53   31:26   37:27   42:47   49:05   54:43   1:01:08 

（5:57） （6:08） （5:36） （6:12） （7:33） （6:01） （5:20） （6:18） （5:38） （6:25）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:09:01   1:15:01   1:20:25   1:26:40   1:32:28   1:38:56   1:45:02   1:50:24   1:56:36   2:02:32 

（7:53） （6:00） （5:24） （6:15） （5:48） （6:28） （6:06） （5:22） （6:12） （5:56）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:09:15   2:17:16   2:23:23   2:28:38   2:34:53   2:40:31   2:46:58   2:53:06       

（6:43） （8:01） （6:07） （5:15） （6:15） （5:38） （6:27） （6:08）      

9 5531

会長と愉快な仲間たち2016 東川口  2:49:46 

10 5560

ランニングエース 一般  2:53:06 

7 5565

join forces 一般  2:44:56 

8 5532

発展途上 東川口  2:47:12 

6 5512

おませなシロ君と仲間達 千城台  2:44:53 



順位 No.

種目：【リレーマラソン42.195km】
カテゴリー：【混成】

チーム名 支店 総合タイム

【リザルト】

big-sリレーマラソン＆ペアマラソン2016in夢の島
平成28年（2016年）5月8日（日）

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 6:30   12:21   18:35   23:46   30:17   36:58   42:08   48:49   54:47   1:01:33 

（6:30） （5:51） （6:14） （5:11） （6:31） （6:41） （5:10） （6:41） （5:58） （6:46）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:08:13   1:13:46   1:19:47   1:26:46   1:32:45   1:39:09   1:46:01   1:52:03   1:58:39   2:04:11 

（6:40） （5:33） （6:01） （6:59） （5:59） （6:24） （6:52） （6:02） （6:36） （5:32）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:09:44   2:17:00   2:22:42   2:29:18   2:36:00   2:41:43   2:47:28   2:54:05       

（5:33） （7:16） （5:42） （6:36） （6:42） （5:43） （5:45） （6:37）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 6:39   12:23   17:18   23:18   29:38   36:03   43:18   51:11   57:01   1:02:49 

（6:39） （5:44） （4:55） （6:00） （6:20） （6:25） （7:15） （7:53） （5:50） （5:48）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:07:45   1:13:59   1:20:25   1:26:49   1:34:15   1:42:14   1:47:56   1:53:46   1:58:38   2:04:49 

（4:56） （6:14） （6:26） （6:24） （7:26） （7:59） （5:42） （5:50） （4:52） （6:11）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:11:24   2:17:56   2:25:25   2:33:29   2:39:02   2:44:44   2:49:30   2:55:36       

（6:35） （6:32） （7:29） （8:04） （5:33） （5:42） （4:46） （6:06）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 6:54   12:56   18:32   24:45   31:15   37:45   43:44   50:03   55:46   1:01:51 

（6:54） （6:02） （5:36） （6:13） （6:30） （6:30） （5:59） （6:19） （5:43） （6:05）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:09:26   1:16:23   1:22:38   1:28:58   1:34:45   1:41:11   1:49:05   1:56:04   2:02:41   2:08:47 

（7:35） （6:57） （6:15） （6:20） （5:47） （6:26） （7:54） （6:59） （6:37） （6:06）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:14:43   2:20:58   2:28:43   2:35:43   2:42:05   2:48:16   2:54:23   3:00:34       

（5:56） （6:15） （7:45） （7:00） （6:22） （6:11） （6:07） （6:11）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 6:44   12:53   18:40   25:47   31:41   38:20   44:38   51:55   57:51   1:04:19 

（6:44） （6:09） （5:47） （7:07） （5:54） （6:39） （6:18） （7:17） （5:56） （6:28）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:10:37   1:17:58   1:23:58   1:30:24   1:36:42   1:44:13   1:50:14   1:56:40   2:02:59   2:10:06 

（6:18） （7:21） （6:00） （6:26） （6:18） （7:31） （6:01） （6:26） （6:19） （7:07）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:16:01   2:22:21   2:28:36   2:35:57   2:42:02   2:48:17   2:54:23   3:01:27       

（5:55） （6:20） （6:15） （7:21） （6:05） （6:15） （6:06） （7:04）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 7:00   14:19   20:31   26:15   32:53   38:39   46:17   52:28   58:14   1:04:59 

（7:00） （7:19） （6:12） （5:44） （6:38） （5:46） （7:38） （6:11） （5:46） （6:45）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:11:00   1:18:37   1:24:50   1:30:39   1:37:27   1:43:05   1:50:40   1:57:02   2:02:57   2:09:37 

（6:01） （7:37） （6:13） （5:49） （6:48） （5:38） （7:35） （6:22） （5:55） （6:40）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:15:56   2:23:40   2:30:01   2:35:55   2:42:34   2:48:15   2:55:46   3:02:21       

（6:19） （7:44） （6:21） （5:54） （6:39） （5:41） （7:31） （6:35）      

15 5524

走るまぐろＭＣ 東川口  3:02:21 

13 5534

ふらっとくじら28 東川口  3:00:34 

14 5523

走る女　ティファニー 東川口  3:01:27 

11 5517

チームチャレンジ 千葉NT  2:54:05 

12 5537

チームいたばし 東川口  2:55:36 



順位 No.

種目：【リレーマラソン42.195km】
カテゴリー：【混成】

チーム名 支店 総合タイム

【リザルト】

big-sリレーマラソン＆ペアマラソン2016in夢の島
平成28年（2016年）5月8日（日）

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 6:16   12:07   18:04   24:13   30:22   36:39   42:46   48:33   54:50   1:01:22 

（6:16） （5:51） （5:57） （6:09） （6:09） （6:17） （6:07） （5:47） （6:17） （6:32）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:08:13   1:14:42   1:21:42   1:29:00   1:36:27   1:44:04   1:51:47   1:59:26   2:06:30   2:11:43 

（6:51） （6:29） （7:00） （7:18） （7:27） （7:37） （7:43） （7:39） （7:04） （5:13）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:17:26   2:23:24   2:29:17   2:35:38   2:42:08   2:48:52   2:55:39   3:02:24       

（5:43） （5:58） （5:53） （6:21） （6:30） （6:44） （6:47） （6:45）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 5:46   12:34   18:43   26:15   31:41   37:26   44:13   50:22   57:37   1:03:26 

（5:46） （6:48） （6:09） （7:32） （5:26） （5:45） （6:47） （6:09） （7:15） （5:49）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:09:18   1:16:12   1:22:39   1:29:07   1:36:27   1:42:23   1:48:23   1:55:25   2:02:02   2:08:50 

（5:52） （6:54） （6:27） （6:28） （7:20） （5:56） （6:00） （7:02） （6:37） （6:48）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:16:17   2:22:13   2:28:25   2:35:54   2:42:39   2:49:16   2:56:48   3:02:26       

（7:27） （5:56） （6:12） （7:29） （6:45） （6:37） （7:32） （5:38）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 5:50   11:15   16:49   23:38   30:03   37:18   44:50   50:38   56:29   1:02:15 

（5:50） （5:25） （5:34） （6:49） （6:25） （7:15） （7:32） （5:48） （5:51） （5:46）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:09:15   1:13:58   1:21:29   1:28:52   1:35:11   1:40:44   1:46:25   1:53:32   2:01:30   2:09:02 

（7:00） （4:43） （7:31） （7:23） （6:19） （5:33） （5:41） （7:07） （7:58） （7:32）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:15:43   2:21:45   2:27:40   2:34:05   2:41:01   2:48:49   2:54:58   3:02:30       

（6:41） （6:02） （5:55） （6:25） （6:56） （7:48） （6:09） （7:32）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 8:13   11:57   17:51   25:01   30:22   36:23   43:29   51:01   58:03   1:03:23 

（8:13） （3:44） （5:54） （7:10） （5:21） （6:01） （7:06） （7:32） （7:02） （5:20）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:10:52   1:16:20   1:23:09   1:30:17   1:36:08   1:43:50   1:49:36   1:56:30   2:03:45   2:09:25 

（7:29） （5:28） （6:49） （7:08） （5:51） （7:42） （5:46） （6:54） （7:15） （5:40）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:17:16   2:22:50   2:29:47   2:36:56   2:42:37   2:50:22   2:56:08   3:03:07       

（7:51） （5:34） （6:57） （7:09） （5:41） （7:45） （5:46） （6:59）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 7:17   14:03   20:09   26:31   33:24   40:30   46:54   53:43   1:00:20   1:06:10 

（7:17） （6:46） （6:06） （6:22） （6:53） （7:06） （6:24） （6:49） （6:37） （5:50）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:12:55   1:19:20   1:25:55   1:31:57   1:38:48   1:45:11   1:51:35   1:57:32   2:04:44   2:11:03 

（6:45） （6:25） （6:35） （6:02） （6:51） （6:23） （6:24） （5:57） （7:12） （6:19）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:17:38   2:23:37   2:30:55   2:37:16   2:43:48   2:49:44   2:56:57   3:03:19       

（6:35） （5:59） （7:18） （6:21） （6:32） （5:56） （7:13） （6:22）      

19 5529

走る女　シャネル 東川口  3:03:07 

20 5522

アリストＮo1 東川口  3:03:19 

17 5554

銀座のステーキ　陸上部 一般  3:02:26 

18 5525

チームあらフィフ 東川口  3:02:30 

16 5552

HBIRC 一般  3:02:24 



順位 No.

種目：【リレーマラソン42.195km】
カテゴリー：【混成】

チーム名 支店 総合タイム

【リザルト】

big-sリレーマラソン＆ペアマラソン2016in夢の島
平成28年（2016年）5月8日（日）

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 7:00   14:09   19:55   26:06   31:34   37:16   43:25   49:37   55:49   1:02:08 

（7:00） （7:09） （5:46） （6:11） （5:28） （5:42） （6:09） （6:12） （6:12） （6:19）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:07:32   1:14:11   1:22:23   1:28:36   1:35:21   1:42:09   1:49:34   1:56:07   2:03:30   2:09:46 

（5:24） （6:39） （8:12） （6:13） （6:45） （6:48） （7:25） （6:33） （7:23） （6:16）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:18:06   2:24:43   2:31:17   2:37:49   2:44:29   2:50:56   2:56:56   3:03:34       

（8:20） （6:37） （6:34） （6:32） （6:40） （6:27） （6:00） （6:38）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 6:59   13:08   20:15   26:58   32:46   39:31   46:46   52:52   58:58   1:05:57 

（6:59） （6:09） （7:07） （6:43） （5:48） （6:45） （7:15） （6:06） （6:06） （6:59）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:12:39   1:19:02   1:25:41   1:32:37   1:38:58   1:45:02   1:51:42   1:58:20   2:04:56   2:11:29 

（6:42） （6:23） （6:39） （6:56） （6:21） （6:04） （6:40） （6:38） （6:36） （6:33）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:18:28   2:24:47   2:30:36   2:37:04   2:43:45   2:50:26   2:57:56   3:04:13       

（6:59） （6:19） （5:49） （6:28） （6:41） （6:41） （7:30） （6:17）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 6:58   12:32   20:02   25:55   33:30   40:56   47:15   52:47   1:00:03   1:05:54 

（6:58） （5:34） （7:30） （5:53） （7:35） （7:26） （6:19） （5:32） （7:16） （5:51）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:13:46   1:21:05   1:27:23   1:32:54   1:39:44   1:45:32   1:53:43   2:00:20   2:05:54   2:12:52 

（7:52） （7:19） （6:18） （5:31） （6:50） （5:48） （8:11） （6:37） （5:34） （6:58）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:18:38   2:27:03   2:34:35   2:41:14   2:47:06   2:53:51   2:59:34   3:04:58       

（5:46） （8:25） （7:32） （6:39） （5:52） （6:45） （5:43） （5:24）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 6:24   13:11   20:22   26:54   33:12   40:03   48:33   54:09   59:36   1:06:33 

（6:24） （6:47） （7:11） （6:32） （6:18） （6:51） （8:30） （5:36） （5:27） （6:57）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:13:29   1:19:53   1:26:32   1:34:57   1:40:42   1:46:14   1:53:13   1:59:59   2:06:42   2:13:17 

（6:56） （6:24） （6:39） （8:25） （5:45） （5:32） （6:59） （6:46） （6:43） （6:35）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:21:36   2:27:27   2:32:58   2:39:59   2:46:34   2:54:12   3:00:42   3:06:29       

（8:19） （5:51） （5:31） （7:01） （6:35） （7:38） （6:30） （5:47）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 6:17   11:49   19:22   25:27   31:45   38:14   44:01   50:08   56:21   1:04:45 

（6:17） （5:32） （7:33） （6:05） （6:18） （6:29） （5:47） （6:07） （6:13） （8:24）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:13:15   1:19:49   1:26:24   1:32:57   1:38:58   1:45:05   1:50:58   1:59:20   2:07:55   2:14:29 

（8:30） （6:34） （6:35） （6:33） （6:01） （6:07） （5:53） （8:22） （8:35） （6:34）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:21:07   2:27:47   2:33:40   2:39:38   2:45:17   2:53:39   3:02:19   3:08:45       

（6:38） （6:40） （5:53） （5:58） （5:39） （8:22） （8:40） （6:26）      

25 5550

ブラボーグループ 一般  3:08:45 

23 5558

特走会 一般  3:04:58 

24 5564

OTM還暦オールスターズ 一般  3:06:29 

21 5556

チーム田辺 一般  3:03:34 

22 5536

みらい 東川口  3:04:13 



順位 No.

種目：【リレーマラソン42.195km】
カテゴリー：【混成】

チーム名 支店 総合タイム

【リザルト】

big-sリレーマラソン＆ペアマラソン2016in夢の島
平成28年（2016年）5月8日（日）

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 9:14   16:13   21:52   27:43   33:46   39:36   45:24   51:30   57:47   1:04:40 

（9:14） （6:59） （5:39） （5:51） （6:03） （5:50） （5:48） （6:06） （6:17） （6:53）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:12:47   1:20:29   1:26:34   1:32:41   1:39:53   1:47:19   1:53:23   1:59:25   2:06:36   2:13:57 

（8:07） （7:42） （6:05） （6:07） （7:12） （7:26） （6:04） （6:02） （7:11） （7:21）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:22:02   2:30:41   2:36:46   2:42:57   2:49:02   2:55:01   3:02:11   3:10:03       

（8:05） （8:39） （6:05） （6:11） （6:05） （5:59） （7:10） （7:52）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 6:47   13:09   19:31   25:55   33:40   39:50   46:17   52:39   59:02   1:07:30 

（6:47） （6:22） （6:22） （6:24） （7:45） （6:10） （6:27） （6:22） （6:23） （8:28）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:13:40   1:20:13   1:26:36   1:33:09   1:41:36   1:47:48   1:54:23   2:00:54   2:07:24   2:16:00 

（6:10） （6:33） （6:23） （6:33） （8:27） （6:12） （6:35） （6:31） （6:30） （8:36）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:22:12   2:28:53   2:35:33   2:42:09   2:50:53   2:57:09   3:03:43   3:10:30       

（6:12） （6:41） （6:40） （6:36） （8:44） （6:16） （6:34） （6:47）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 8:10   16:12   21:28   28:03   35:44   41:55   47:51   54:40   1:00:40   1:07:52 

（8:10） （8:02） （5:16） （6:35） （7:41） （6:11） （5:56） （6:49） （6:00） （7:12）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:14:51   1:23:25   1:28:42   1:36:30   1:42:38   1:48:53   1:56:11   2:01:58   2:09:31   2:16:27 

（6:59） （8:34） （5:17） （7:48） （6:08） （6:15） （7:18） （5:47） （7:33） （6:56）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:25:00   2:30:15   2:38:03   2:44:10   2:50:09   2:57:16   3:03:14   3:10:42       

（8:33） （5:15） （7:48） （6:07） （5:59） （7:07） （5:58） （7:28）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 8:23   16:04   21:09   28:28   36:21   41:49   49:23   55:41   1:02:58   1:10:57 

（8:23） （7:41） （5:05） （7:19） （7:53） （5:28） （7:34） （6:18） （7:17） （7:59）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:16:03   1:23:12   1:28:35   1:35:54   1:41:03   1:47:19   1:55:01   2:00:41   2:08:05   2:15:26 

（5:06） （7:09） （5:23） （7:19） （5:09） （6:16） （7:42） （5:40） （7:24） （7:21）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:23:18   2:31:18   2:39:23   2:46:53   2:53:16   2:58:25   3:03:56   3:10:56       

（7:52） （8:00） （8:05） （7:30） （6:23） （5:09） （5:31） （7:00）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 7:33   14:31   22:17   29:57   36:47   42:24   49:19   57:03   1:04:55   1:11:19 

（7:33） （6:58） （7:46） （7:40） （6:50） （5:37） （6:55） （7:44） （7:52） （6:24）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:18:20   1:23:48   1:30:40   1:38:18   1:45:08   1:52:24   1:57:54   2:04:51   2:11:44   2:18:59 

（7:01） （5:28） （6:52） （7:38） （6:50） （7:16） （5:30） （6:57） （6:53） （7:15）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:27:08   2:32:44   2:39:35   2:46:37   2:54:36   3:02:06   3:07:40   3:14:38       

（8:09） （5:36） （6:51） （7:02） （7:59） （7:30） （5:34） （6:58）      

29 5549

西池わんこ会 一般  3:10:56 

30 5504

ノース横浜 綱島  3:14:38 

27 5547

深川六中PTA 一般  3:10:30 

28 5502

チームＧｒｏｕｐ　Ｆｉｇｈｔ 向ヶ丘  3:10:42 

26 5544

イケイケ・みなみ 南浦和  3:10:03 



順位 No.

種目：【リレーマラソン42.195km】
カテゴリー：【混成】

チーム名 支店 総合タイム

【リザルト】

big-sリレーマラソン＆ペアマラソン2016in夢の島
平成28年（2016年）5月8日（日）

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 7:04   13:14   19:45   26:05   31:15   37:46   45:54   53:07   1:00:08   1:08:58 

（7:04） （6:10） （6:31） （6:20） （5:10） （6:31） （8:08） （7:13） （7:01） （8:50）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:15:04   1:21:59   1:28:52   1:35:54   1:41:11   1:49:24   1:56:50   2:04:35   2:13:27   2:20:22 

（6:06） （6:55） （6:53） （7:02） （5:17） （8:13） （7:26） （7:45） （8:52） （6:55）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:27:15   2:33:19   2:40:01   2:46:56   2:52:18   3:00:27   3:08:54   3:14:55       

（6:53） （6:04） （6:42） （6:55） （5:22） （8:09） （8:27） （6:01）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 6:58   13:28   19:28   26:13   32:00   38:47   46:17   55:13   1:02:15   1:09:35 

（6:58） （6:30） （6:00） （6:45） （5:47） （6:47） （7:30） （8:56） （7:02） （7:20）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:16:04   1:22:39   1:29:41   1:36:26   1:43:40   1:51:08   1:58:33   2:06:08   2:12:23   2:19:21 

（6:29） （6:35） （7:02） （6:45） （7:14） （7:28） （7:25） （7:35） （6:15） （6:58）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:26:37   2:33:51   2:40:07   2:48:02   2:54:58   3:01:26   3:08:26   3:15:39       

（7:16） （7:14） （6:16） （7:55） （6:56） （6:28） （7:00） （7:13）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 6:38   12:20   19:06   25:29   33:39   41:04   47:14   53:28   59:39   1:06:02 

（6:38） （5:42） （6:46） （6:23） （8:10） （7:25） （6:10） （6:14） （6:11） （6:23）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:14:08   1:22:19   1:28:49   1:35:20   1:43:32   1:52:05   1:59:42   2:06:06   2:12:32   2:18:53 

（8:06） （8:11） （6:30） （6:31） （8:12） （8:33） （7:37） （6:24） （6:26） （6:21）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:25:23   2:31:58   2:39:48   2:47:57   2:54:36   3:01:06   3:09:13   3:16:49       

（6:30） （6:35） （7:50） （8:09） （6:39） （6:30） （8:07） （7:36）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 6:40   12:30   18:39   27:42   33:34   41:47   47:47   56:34   1:04:12   1:11:02 

（6:40） （5:50） （6:09） （9:03） （5:52） （8:13） （6:00） （8:47） （7:38） （6:50）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:17:52   1:24:43   1:30:47   1:37:47   1:44:18   1:50:17   1:56:57   2:05:09   2:11:58   2:18:37 

（6:50） （6:51） （6:04） （7:00） （6:31） （5:59） （6:40） （8:12） （6:49） （6:39）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:26:34   2:35:53   2:44:58   2:51:32   2:58:08   3:04:41   3:11:03   3:17:21       

（7:57） （9:19） （9:05） （6:34） （6:36） （6:33） （6:22） （6:18）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 6:36   13:16   20:12   26:45   33:38   40:31   47:24   53:17   1:01:46   1:10:22 

（6:36） （6:40） （6:56） （6:33） （6:53） （6:53） （6:53） （5:53） （8:29） （8:36）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:16:56   1:24:01   1:31:09   1:37:56   1:44:53   1:53:01   2:00:28   2:06:09   2:15:44   2:22:10 

（6:34） （7:05） （7:08） （6:47） （6:57） （8:08） （7:27） （5:41） （9:35） （6:26）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:29:18   2:36:16   2:42:31   2:50:24   2:58:34   3:05:56   3:11:28   3:18:21       

（7:08） （6:58） （6:15） （7:53） （8:10） （7:22） （5:32） （6:53）      

35 5515

YOSHIOKA　Ⅲ 千城台  3:18:21 

33 5545

きらきらんの～と 南浦和  3:16:49 

34 5521

新田ライオンズ 竹の塚  3:17:21 

31 5518

ＡＰＯ　ｃｈａｎs 千葉NT  3:14:55 

32 5561

チーム長田 一般  3:15:39 



順位 No.

種目：【リレーマラソン42.195km】
カテゴリー：【混成】

チーム名 支店 総合タイム

【リザルト】

big-sリレーマラソン＆ペアマラソン2016in夢の島
平成28年（2016年）5月8日（日）

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 7:37   14:58   21:53   28:28   35:49   42:17   49:46   56:41   1:03:39   1:11:01 

（7:37） （7:21） （6:55） （6:35） （7:21） （6:28） （7:29） （6:55） （6:58） （7:22）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:17:33   1:25:03   1:32:21   1:39:31   1:46:40   1:53:29   2:00:50   2:08:09   2:15:23   2:22:36 

（6:32） （7:30） （7:18） （7:10） （7:09） （6:49） （7:21） （7:19） （7:14） （7:13）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:29:09   2:36:40   2:43:51   2:51:04   2:58:27   3:05:48   3:13:18   3:20:03       

（6:33） （7:31） （7:11） （7:13） （7:23） （7:21） （7:30） （6:45）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 6:33   14:02   22:31   28:19   34:12   42:18   51:43   57:42   1:03:54   1:09:43 

（6:33） （7:29） （8:29） （5:48） （5:53） （8:06） （9:25） （5:59） （6:12） （5:49）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:17:55   1:27:11   1:33:17   1:39:29   1:45:38   1:51:50   2:00:02   2:09:21   2:15:16   2:21:22 

（8:12） （9:16） （6:06） （6:12） （6:09） （6:12） （8:12） （9:19） （5:55） （6:06）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:29:23   2:38:27   2:44:31   2:50:39   2:59:39   3:06:08   3:14:49   3:20:39       

（8:01） （9:04） （6:04） （6:08） （9:00） （6:29） （8:41） （5:50）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 8:04   14:52   22:06   28:59   35:21   42:00   48:20   55:09   1:02:29   1:10:52 

（8:04） （6:48） （7:14） （6:53） （6:22） （6:39） （6:20） （6:49） （7:20） （8:23）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:18:54   1:26:50   1:34:02   1:40:51   1:47:19   1:53:36   2:00:29   2:08:48   2:17:22   2:24:35 

（8:02） （7:56） （7:12） （6:49） （6:28） （6:17） （6:53） （8:19） （8:34） （7:13）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:32:18   2:39:46   2:46:36   2:53:46   3:00:12   3:07:18   3:13:49   3:21:02       

（7:43） （7:28） （6:50） （7:10） （6:26） （7:06） （6:31） （7:13）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 7:00   14:45   22:06   28:40   35:22   42:19   49:13   55:40   1:03:10   1:09:26 

（7:00） （7:45） （7:21） （6:34） （6:42） （6:57） （6:54） （6:27） （7:30） （6:16）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:16:58   1:23:38   1:30:32   1:37:29   1:45:55   1:53:17   2:00:12   2:08:33   2:15:52   2:23:04 

（7:32） （6:40） （6:54） （6:57） （8:26） （7:22） （6:55） （8:21） （7:19） （7:12）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:29:56   2:36:54   2:44:19   2:52:11   2:59:12   3:06:13   3:13:40   3:21:38       

（6:52） （6:58） （7:25） （7:52） （7:01） （7:01） （7:27） （7:58）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 7:35   15:02   21:28   28:30   35:31   42:02   49:02   57:41   1:04:03   1:13:17 

（7:35） （7:27） （6:26） （7:02） （7:01） （6:31） （7:00） （8:39） （6:22） （9:14）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:19:51   1:25:37   1:32:36   1:40:45   1:47:53   1:54:31   2:01:38   2:10:25   2:17:03   2:26:55 

（6:34） （5:46） （6:59） （8:09） （7:08） （6:38） （7:07） （8:47） （6:38） （9:52）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:34:21   2:41:41   2:49:44   2:56:54   3:03:46   3:10:49   3:16:45   3:23:11       

（7:26） （7:20） （8:03） （7:10） （6:52） （7:03） （5:56） （6:26）      

39 5519

ウインドフィールズ 竹の塚  3:21:38 

40 5546

Ａを探して… 木更津  3:23:11 

37 5551

インフィニアム 一般  3:20:39 

38 5559

チーム佐竹 一般  3:21:02 

36 5528

走る女　ヴィトン 東川口  3:20:03 



順位 No.

種目：【リレーマラソン42.195km】
カテゴリー：【混成】

チーム名 支店 総合タイム

【リザルト】

big-sリレーマラソン＆ペアマラソン2016in夢の島
平成28年（2016年）5月8日（日）

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 7:25   13:24   20:33   27:14   34:22   42:36   49:04   56:02   1:02:42   1:09:59 

（7:25） （5:59） （7:09） （6:41） （7:08） （8:14） （6:28） （6:58） （6:40） （7:17）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:16:58   1:24:23   1:33:34   1:39:58   1:47:10   1:53:46   2:01:22   2:08:36   2:16:07   2:25:45 

（6:59） （7:25） （9:11） （6:24） （7:12） （6:36） （7:36） （7:14） （7:31） （9:38）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:32:12   2:39:35   2:46:14   2:53:46   3:00:52   3:08:15   3:17:47   3:24:25       

（6:27） （7:23） （6:39） （7:32） （7:06） （7:23） （9:32） （6:38）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 7:14   14:17   22:11   30:48   36:36   44:47   51:44   58:16   1:06:19   1:15:13 

（7:14） （7:03） （7:54） （8:37） （5:48） （8:11） （6:57） （6:32） （8:03） （8:54）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:21:57   1:29:00   1:35:35   1:43:58   1:51:02   1:57:42   2:05:55   2:13:22   2:19:45   2:28:17 

（6:44） （7:03） （6:35） （8:23） （7:04） （6:40） （8:13） （7:27） （6:23） （8:32）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:35:11   2:41:51   2:50:01   2:57:39   3:03:56   3:12:30   3:19:29   3:25:35       

（6:54） （6:40） （8:10） （7:38） （6:17） （8:34） （6:59） （6:06）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 8:35   14:46   22:57   28:20   36:09   42:23   50:43   56:58   1:03:33   1:11:53 

（8:35） （6:11） （8:11） （5:23） （7:49） （6:14） （8:20） （6:15） （6:35） （8:20）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:19:03   1:25:42   1:34:13   1:40:51   1:47:20   1:56:07   2:03:15   2:10:04   2:19:20   2:26:12 

（7:10） （6:39） （8:31） （6:38） （6:29） （8:47） （7:08） （6:49） （9:16） （6:52）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:33:40   2:42:07   2:49:07   2:56:23   3:05:43   3:12:40   3:19:22   3:26:03       

（7:28） （8:27） （7:00） （7:16） （9:20） （6:57） （6:42） （6:41）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 7:06   13:06   19:40   29:18   37:02   43:56   51:06   57:33   1:03:34   1:11:01 

（7:06） （6:00） （6:34） （9:38） （7:44） （6:54） （7:10） （6:27） （6:01） （7:27）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:20:22   1:28:12   1:35:26   1:42:37   1:50:16   1:57:09   2:03:49   2:10:23   2:16:37   2:24:14 

（9:21） （7:50） （7:14） （7:11） （7:39） （6:53） （6:40） （6:34） （6:14） （7:37）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:31:44   2:39:17   2:47:13   2:52:53   3:00:23   3:10:53   3:19:01   3:26:05       

（7:30） （7:33） （7:56） （5:40） （7:30） （10:30） （8:08） （7:04）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 8:30   14:51   21:34   29:54   35:41   42:47   49:43   56:27   1:05:23   1:11:48 

（8:30） （6:21） （6:43） （8:20） （5:47） （7:06） （6:56） （6:44） （8:56） （6:25）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:19:18   1:26:13   1:33:08   1:42:21   1:50:24   1:57:56   2:04:33   2:11:18   2:20:45   2:27:40 

（7:30） （6:55） （6:55） （9:13） （8:03） （7:32） （6:37） （6:45） （9:27） （6:55）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:35:23   2:43:09   2:49:26   2:56:31   3:05:52   3:13:03   3:19:11   3:26:19       

（7:43） （7:46） （6:17） （7:05） （9:21） （7:11） （6:08） （7:08）      

45 5563

DREAM CUBE 2 一般  3:26:19 

43 5553

ウサギとカメ 一般  3:26:03 

44 5557

美女と野獣とイヤホン王子 一般  3:26:05 

41 5516

CHISHIRO！ 千城台  3:24:25 

42 5505

大人の遠足 綱島  3:25:35 



順位 No.

種目：【リレーマラソン42.195km】
カテゴリー：【混成】

チーム名 支店 総合タイム

【リザルト】

big-sリレーマラソン＆ペアマラソン2016in夢の島
平成28年（2016年）5月8日（日）

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 6:50   14:09   21:46   30:22   37:30   43:26   50:48   58:35   1:07:25   1:15:00 

（6:50） （7:19） （7:37） （8:36） （7:08） （5:56） （7:22） （7:47） （8:50） （7:35）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:21:31   1:29:02   1:36:57   1:45:35   1:53:21   1:59:35   2:07:05   2:15:16   2:23:37   2:31:15 

（6:31） （7:31） （7:55） （8:38） （7:46） （6:14） （7:30） （8:11） （8:21） （7:38）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:37:37   2:45:13   2:53:25   3:01:54   3:09:28   3:15:45   3:23:17   3:31:18       

（6:22） （7:36） （8:12） （8:29） （7:34） （6:17） （7:32） （8:01）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 7:09   14:50   21:29   28:48   37:39   45:27   52:07   1:00:49   1:10:11   1:17:24 

（7:09） （7:41） （6:39） （7:19） （8:51） （7:48） （6:40） （8:42） （9:22） （7:13）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:24:50   1:32:21   1:40:13   1:49:11   1:55:30   2:04:07   2:11:02   2:18:19   2:27:44   2:34:18 

（7:26） （7:31） （7:52） （8:58） （6:19） （8:37） （6:55） （7:17） （9:25） （6:34）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:40:51   2:49:23   2:56:12   3:03:33   3:11:11   3:18:20   3:25:01   3:31:54       

（6:33） （8:32） （6:49） （7:21） （7:38） （7:09） （6:41） （6:53）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 8:19   14:36   23:10   28:58   37:08   43:32   51:07   57:59   1:04:58   1:11:35 

（8:19） （6:17） （8:34） （5:48） （8:10） （6:24） （7:35） （6:52） （6:59） （6:37）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:18:47   1:27:36   1:37:58   1:44:48   1:52:34   1:58:53   2:05:26   2:12:22   2:19:05   2:27:53 

（7:12） （8:49） （10:22） （6:50） （7:46） （6:19） （6:33） （6:56） （6:43） （8:48）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:37:58   2:45:18   2:53:19   3:00:53   3:09:27   3:15:46   3:25:42   3:33:03       

（10:05） （7:20） （8:01） （7:34） （8:34） （6:19） （9:56） （7:21）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 7:57   14:51   21:01   28:05   35:32   43:08   50:38   58:02   1:05:48   1:12:12 

（7:57） （6:54） （6:10） （7:04） （7:27） （7:36） （7:30） （7:24） （7:46） （6:24）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:19:28   1:27:25   1:35:03   1:42:38   1:50:24   1:58:39   2:07:03   2:15:24   2:22:43   2:30:11 

（7:16） （7:57） （7:38） （7:35） （7:46） （8:15） （8:24） （8:21） （7:19） （7:28）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:37:49   2:45:29   2:53:44   3:02:00   3:10:14   3:17:37   3:25:57   3:33:37       

（7:38） （7:40） （8:15） （8:16） （8:14） （7:23） （8:20） （7:40）      

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 11:23   19:12   28:13   34:59   42:09   49:20   58:56   1:05:48   1:12:49   1:20:13 

（11:23） （7:49） （9:01） （6:46） （7:10） （7:11） （9:36） （6:52） （7:01） （7:24）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:27:30   1:37:02   1:45:26   1:52:10   1:59:28   2:07:09   2:17:35   2:26:11   2:33:08   2:39:40 

（7:17） （9:32） （8:24） （6:44） （7:18） （7:41） （10:26） （8:36） （6:57） （6:32）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:47:04   2:57:43   3:06:19   3:13:08   3:20:36   3:28:31   3:35:51   3:42:45       

（7:24） （10:39） （8:36） （6:49） （7:28） （7:55） （7:20） （6:54）      

49 5520

テルセブン 竹の塚  3:33:37 

50 5548

いちご 一般  3:42:45 

47 5503

エシクス横北 綱島  3:31:54 

48 5501

ギンザえもん＠向ヶ丘遊園 向ヶ丘  3:33:03 

46 5530

走る女　プラダ 東川口  3:31:18 



順位 No.

種目：【リレーマラソン42.195km】
カテゴリー：【混成】

チーム名 支店 総合タイム

【リザルト】

big-sリレーマラソン＆ペアマラソン2016in夢の島
平成28年（2016年）5月8日（日）

1周目+195m 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目 9周目 10周目

 6:51   13:27   26:24   32:56   43:34   50:55   58:17   1:05:36   1:12:37   1:26:59 

（6:51） （6:36） （12:57） （6:32） （10:38） （7:21） （7:22） （7:19） （7:01） （14:22）

11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目 17周目 18周目 19周目 20周目

 1:34:02   1:43:37   1:50:46   1:58:09   2:05:41   2:12:57   2:19:57   2:34:02   2:41:33   2:48:54 

（7:03） （9:35） （7:09） （7:23） （7:32） （7:16） （7:00） （14:05） （7:31） （7:21）

21周目 22周目 23周目 24周目 25周目 26周目 27周目 28周目      

 2:58:34   3:06:19   3:14:08   3:21:21   3:28:08   3:35:13   3:43:11   3:49:55       

（9:40） （7:45） （7:49） （7:13） （6:47） （7:05） （7:58） （6:44）      

51 5562

DREAM CUBE 1 一般  3:49:55 


