
第9回さがみ風っ子トレイルランニング

◇親子の部 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 123 チーム北郷Ａ 北郷 保典
北郷 快 相模原市 1:09:11

2位 117 ＴＥＡＭ－Ｉ 伊勢田 幸央
伊勢田 真那 相模原市 1:17:30

3位 109 くりかん 栗田 寛
栗田 海斗 相模原市 1:19:16

4位 121 ひびた ６２３６号 横山 英樹
横山 昊佑 伊勢原市 1:21:03

5位 120 ウルトラポーズ 堀井 聡
堀井 新 横浜市 1:25:50

6位 133 大統魂 宮田 英徳
宮田 大統 東京都 1:29:10

7位 114 カズ ａｎｄ ヨシ 遊佐 和治
遊佐 慶治 相模原市 1:29:47

8位 125 チーム佐久間 佐久間 勝彦
佐久間 悠太 横浜市 1:31:34

9位 132 もっちーモンキーズ 石上 尚
石上 基 相模原市 1:31:43

10位 134 やじＭＡＸ 矢島 孝幸 矢島 直太朗
矢島 直子 横浜市 1:33:46

11位 118 アルファＲＣ 石川 春
石川 開 東京都 1:35:21

12位 138 チームサバ 手塚 史高 手塚 叶武
手塚 日南太 高野 蓮斗 相模原市 1:35:51

13位 128 田中家 田中 智子
田中 路乃 相模原市 1:36:08

14位 130 Ｎａｇｉｔａｋｕａｎａ 草薙 拓海
草薙 アナスタシヤ 東京都 1:38:38

15位 127 チーム岳太朗 新井 岳志
新井 咲太朗 埼玉県 1:41:24

16位 102 和（なごみ吉澤 吉澤 和夫
吉澤 和一朗 東京都 1:41:55

17位 104 こじこじクラブ 安田 英史
安田 航大 東京都 1:42:11

18位 131 リオナズ 上田 哲也
上田 龍之介 相模原市 1:42:31

19位 144 ｎｆａｍｉ 中嶋 純
中嶋 俊輔 相模原市 1:47:41

20位 137 チームドラゴン 横倉 良太 横倉 龍世
横倉 慶雪 東京都 1:48:07

21位 101 タロギガブラスＺ 稲葉 茂明
稲葉 太郎 東京都 1:48:54

22位 116 ｏｔｏｐａｐａ 松本 貴行
松本 乙葉 東京都 1:50:43

23位 135 チーム大福 紺野 雅弘 紺野 一哉
紺野 美菜穂 埼玉県 1:52:01

24位 113 相模原悠走会 竹内 唯晶
竹内 悠統 相模原市 1:52:27

25位 115 チームがんも 加藤 康之
加藤 悠仁 秦野市 1:53:25
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26位 122 ３回目ですけど、何か܂ 緒方 幹夫
緒方 颯 川崎市 1:53:37

27位 112 チ－ムありんこ 植木 厚子
石田 莉子 相模原市 1:53:57

28位 103 スプラｂｏｙｓ 遠山 男
遠山 丈 川崎市 1:55:04

29位 136 ＹＡＹ 高橋 由紀 高橋 亜未
高橋 友 東京都 1:56:12

30位 105 Ｒｏａｄｓｔｅｒ 芝 拓也
芝 翔太 相模原市 1:56:21

31位 129 ｐｉｃｋｙ 岩崎 英
岩崎 琴音 横浜市 2:03:51

32位 119 ｋｏｊｉ＆ｒｉｎ 小林 幸次
小林 凛音 大和市 2:04:18

33位 124 ＫＡＩＳＥＩ２１ 西田 典子
西田 快誠 相模原市 2:16:05

34位 106 チームミナザキ 山崎 文子
山崎 湊翔 相模原市 2:16:05

35位 111 けいじとりゅうじ 吉冨 隆治
吉冨 圭治 東京都 2:17:47

36位 108 今年は北岳登るぞ 大原 知子
大原 朝陽 千葉県 2:23:35

37位 110 ビッグバン 小宮 動
小宮 浬 東京都 2:47:13

38位 107 沼尾一喜・空美 沼尾 一喜
沼尾 空美 相模原市 2:54:45
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