
第10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 42 相模原市役所ＲＣ 高野 直義 滝沢 貢
野口 悠 相模原市 1:08:39

2位 3 チーム北郷Ａ 北郷 保典
北郷 快 相模原市 1:09:10

3位 14 チビチョコ 春原 豊
春原 真斗 横浜市 1:22:18

4位 31 チーム色黒 藤沢 知佳
宮阪 隼人 茨城県 1:31:20

5位 44 ＨＯＳＡＫＡ Ｂ 山口 祐輝 吉野 優太
大倉 峻一 相模原市 1:34:23

6位 19 黒柴トレイルランナーズ 鍵山 弘太郎
大石 由起子 福岡県 1:40:15

7位 15 走れ ＮＫ 上岡 一昭
矢島 直子 横浜市 1:42:09

8位 30 カキーン 傳田 尚徳
田村 優 千葉県 1:47:23

9位 12 Ｈ３ＲＴ 根本 浩司
髙田 理紗 東京都 1:47:35

10位 22 ベルベル 鈴木 英一
鈴木 恭子 大和市 1:48:27

11位 27 ごねとも 伊藤 玲子
伊藤 朋孝 藤沢市 1:49:39

12位 36 東急ハンズ チームＴＡＮＤＥＮ
橋本 宏明 内田 知宏
山中 直樹 横浜市 1:49:41

13位 47 ＨＯＳＡＫＡ Ａ 小島 聡 岡本 直樹
藤田 大暉 相模原市 1:51:46

14位 26 橋本走友会 松本 悟
猪又 大我 綾瀬市 1:52:42

15位 16 いちごぜろご 片岡 浩
片岡 真弓 藤沢市 1:54:03

16位 37 初穂商事 熊谷 拓海 島ノ江 元孝
齋藤 雄樹 埼玉県 1:54:18

17位 17 満咲 吉敷 友梨香
吉敷 輝 東京都 1:54:57

18位 21 ＧＯ ＨＯＭＥ 金山 良太
金山 歩侑 相模原市 1:55:10

19位 10 山猫 山本 一薫
松澤 千世 千葉県 1:55:33

20位 24 むらちゃんズ 村木 めぐみ
村木 順一 川崎市 1:55:54

21位 45 ＨＯＳＡＫＡ Ｃ 石墨 健太 花里 賢
田中 敏行 相模原市 1:56:26

22位 8 うっちゃんず 臼杵 加奈子
臼杵 和人 川崎市 1:57:30

23位 23 はしもとちゃん 橋本 仁史
橋本 治美 相模原市 1:58:00

24位 50 ちーむ電光石化 戸次 功治 古山 崇仁
花村 和豊 千葉県 1:59:03

25位 34 朝は苦手！夜ラン部 池田 幸子 穂積 学
多田 文香 相模原市 2:00:59
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26位 28 Ｔｅａｍ ＫＭ 高木 緑
沼田 賢一 相模原市 2:01:02

27位 7 Ｎｉｃｅ Ｎｉｃｅ 片峰 正皓
若生 奈津樹 相模原市 2:02:18

28位 35 でんでん虫 植村 道雄 田村 望
田村 昌之 横浜市 2:02:45

29位 43 本牧ＢＣＭ 渡部 義伸 伊藤 和枝
石川 智子 横浜市 2:04:32

30位 48 ｔｅａｍやんばる 雨宮 正明 川瀬 真也
山本 公彦 横浜市 2:10:31

31位 32 ｔｅａｍやんばる 志村 貴子
坂井 喜郎 相模原市 2:10:32

32位 13 がんばるぞ！ 藤嶋 明子
平田 和之 平塚市 2:11:02

33位 41 メイドインヘヴン 松澤 有紗 田代 直也
茂澤 隆 埼玉県 2:11:25

34位 46 ＨＯＳＡＫＡ Ｄ 伊藤 冬弥 樋口 裕之
安保 昇龍 相模原市 2:11:46

35位 9 ガンバルーヤ 遠山 雅子
遠山 ちひろ 川崎市 2:12:00

36位 25 とくとく 徳永 和馬
徳永 さや香 相模原市 2:14:49

37位 29 Ｔ＆Ｍ 佐々木 武
佐々木 桃 座間市 2:16:28

38位 18 あらいーず 新井 清美
新井 秀一 埼玉県 2:18:02

39位 6 阿峯 阿部 泰久
阿部 しのぶ 東京都 2:19:55

40位 38 ｃａｎｄｙ 小原 俊介 井坂 衣里
藤井 玲子 千葉県 2:23:06

41位 11 チーム将隼凌 石河 敬
石河 美佐子 海老名市 2:23:43

42位 20 なかよし親子 奥津 恵美子
奥津 未玖 大和市 2:24:54

43位 33 東急ハンズ ★チームＴＡＮＤＥＮ Ａ
中澤 大輔 田村 真一郎
田中 彰子 東京都 2:26:47

44位 1 去年までトレラン給水係 秋山 直樹
秋山 恵 相模原市 2:32:56

45位 49 最高の兄弟チーム 比嘉 祐太郎 松田 貴徳
比嘉 梨沙 松田 愛里 東京都 2:38:30

46位 5 ちいともとと 田中 千草
吉岡 主子 相模原市 2:40:43

令和元年6月2日
【種目別順位一覧】

22 / Official Timer & Result By ＬＡＰＳＹＳＴＥＭ

種目コード : 1


