
第9回さがみ風っ子トレイルランニング

◇絆の部 ロング
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ チ ー ム 名 参 加 者 名 都 市 名 記 録

1位 11 相模原市役所ＲＣ 高野 直義
野口 悠 相模原市 1:03:56

2位 13 チーム馬込 笠原 雅人
加藤 志保 東京都 1:27:33

3位 22 ＳＨＩＢＡＲＵＮ 柴田 貴治
柴田 真理子 東京都 1:34:22

4位 40 ＭＴＢＧ 杉元 洋行 鈴木 健太
黒須 寿人 吉川 浩央 相模原市 1:35:46

5位 30 ＦＡＳＣＩＮＡＴＥ ＪＹ④ 廣瀬 功季 菊地 崚斗
関富 貫太 相模原市 1:36:15

6位 37 ＦＡＳＣＩＮＡＴＥ ＪＹ② 安藤 悠斗 山本 大翔
吉田 颯太 片山 剛貴 相模原市 1:37:54

7位 3 ハワイアンランナーズ 富澤 惣一
檜山 雄一 相模原市 1:38:43

8位 36 ＦＡＳＣＩＮＡＴＥ ＪＹ① 川島 楓芽 鈴木 颯人
渡邊 瑛斗 川島 楓芽 相模原市 1:39:54

9位 31 ＦＡＳＣＩＮＡＴＥ ＪＹ⑤ 庄内 蔵之介 行本 駿汰
小川 寧大 相模原市 1:39:54

10位 12 のんびりラン 松本 佳子
渡邉 修治 相模原市 1:40:05

11位 5 さくさく 岡嵜 隆太郎
一瀬 さくら 相模原市 1:41:10

12位 1 姉妹 藤澤 鮎子
小暮 典子 相模原市 1:42:47

13位 46 ＨＯＳＡＫＡ 山口 祐輝 田中 敏行 大屋 健信 吉野 優太

小島 聡 石墨 健太 花里 賢 1:46:56

14位 16 ＴＨＥなかよし姉弟 大原 直子
川本 崇雄 東京都 1:48:20

15位 39 超秘密特訓ランナーズ 松本 勇太 櫻井 祐輔
萩原 さくら 栗原 秀伍 茨城県 1:49:03

16位 15 いちごぜろご 片岡 浩
片岡 真弓 藤沢市 1:52:09

17位 2 シブシブ 渋谷 淑子
渋谷 太一 相模原市 1:52:51

18位 47 町田山岳会 助野 岳
北澤 暁人 東京都 1:53:16

19位 27 ひがしで 東出 典子
東出 透 東京都 1:55:15

20位 21 たぐちーず 田口 富美子
田口 真紀 厚木市 1:55:26

21位 33 Ｒ・Ｅ・Ｓ 山川 里加江 土田 江里加
山川 祥一郎 東京都 1:56:31

22位 4 ムチムチ系ランナーズ 坂田 めぐ美
宮崎 希 相模原市 1:57:16

23位 23 ちーむ平和島 新山 早葵
山岸 姫久 横浜市 1:59:07

24位 19 ＳＡＳＳ 小塚 由美子
芳賀 裕子 東京都 2:00:05

25位 17 Ｔｅａｍ プリンアラモード 中川 勝浩
林 容子 川崎市 2:04:35
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26位 10 チーム将隼凌 石河 敬
石河 美佐子 海老名市 2:06:02

27位 8 ＫＡＮＲＥＫＩ－Ｚ 上岡 一昭
上岡 美津子 横浜市 2:08:44

28位 38 ＦＡＳＣＩＮＡＴＥ ＪＹ③ 塚原 令惟 尾坂 侑志
片野 圭悟 五藤 琉唯 相模原市 2:10:53

29位 7 Ａ＆Ｒ ｃｏｍｐａｎｙ 小林 良平
川西 厚江 東京都 2:14:03

30位 20 ＫｓｏｔａｉＱ 名渡山 佳紀
名渡山 ひかり 相模原市 2:14:43

31位 18 ｔｅａｍ ｔａｍａ 桑本 賢二
大石 珠央 相模原市 2:15:02

32位 28 ファンＲｕｎＱ 柳瀬 禎男 小泉 法子
柳瀬 仁美 東京都 2:17:06

33位 41 チームポコ 五十部 由香 高野 まゆみ
本多 美保 廣瀬 綾子 横浜市 2:21:24

34位 6 おうまさんチーム 古川 雅洋
古川 芳子 茅ヶ崎市 2:25:50

35位 32 本牧ＢＣＭ 渡部 義伸 中田 理恵
石川 智子 横浜市 2:26:44

36位 43 イードＢ 河西 千穂 山﨑 浩司
石原 正義 永島 伸幸 東京都 2:36:27

37位 26 チームソラーレ 竹内 健太
佐藤 樹 相模原市 2:45:07

38位 42 イードＡ 渡邊 穂波 井上 昂
岡本 和代 井上 朋美 東京都 2:48:39

39位 35 チームライフウェルその２ 石川 寛幸 石川 真衣
熊井 史江 石川 香織 座間市 3:04:51

40位 34 チームライフウェルその１ 加藤 幸恵 合田 喜子
杉山 亜優 杉崎 智美 座間市 3:04:51

41位 29 チームライフウェル３ 松岡 健作 上原 唯
長谷川 大輔 座間市 3:04:51

42位 14 純 濱口 純
濱口 浩行 相模原市 3:38:01
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