
第10回さがみ風っ子トレイルランニング

◇親子の部 ミドル
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ チ ー ム 名 参 加 者 名 都 市 名 記 録

1位 219 ミィズ・キョシアくん 横山 英樹
横山 昊佑 伊勢原市 1:02:07

2位 221 村松家 ムラマツ タカノリ
ムラマツ ホノミ 相模原市 1:05:07

3位 228 Ｏｔｏｐａｐａ 松本 貴行
松本 乙葉 東京都 1:06:48

4位 229 イツキッズ 浅尾 浩樹
浅尾 樹 川崎市 1:09:37

5位 230 とひりらむたき 喜多村 晃仁
喜多村 莉仁 東京都 1:11:25

6位 244 チームげんき！ 阿久津 修一 阿久津 幸子
阿久津 知希 相模原市 1:11:26

7位 211 チーム菅原家 菅原 正樹
菅原 柚希 相模原市 1:16:26

8位 202 チームＳＨＯＭＡ 竹内 美絵
竹内 奨真 川崎市 1:17:15

9位 250 三太郎 南 健太郎 南 竜太郎
南 煌太郎 相模原市 1:19:31

10位 253 ゴーワイルド 花田 知秀 東條 暖
葛西 亮 葛西 慧 東京都 1:19:31

11位 249 坪原木工 坪原 成一朗 坪原 陽太朗
坪原 紺春 厚木市 1:22:38

12位 205 ランランプーさん 熊谷 綾
熊谷 蒼海 東京都 1:24:35

13位 226 キイロイトリ 西尾 圭吾
西尾 和香菜 厚木市 1:24:41

14位 206 モチョイーズ 古垣内 靖
古垣内 基 東京都 1:27:17

15位 201 みーちゃんはしるの 木村 直子
木村 友紀 東京都 1:27:57

16位 216 ＧＯ ＧＯ！ＳＡＹＡＫＡ 古屋 良
古屋 爽香 東京都 1:29:37

17位 237 ことねねぱ 山岸 真之 山岸 琴音
山岸 弥音 相模原市 1:29:53

18位 214 Ｙｕ ＆ Ｈａｎａ 竹村 優子
竹村 華夏 横浜市 1:31:37

19位 220 チームブルー 石井 邦宙
石井 直緒人 東京都 1:31:39

20位 251 できっこないをやらなくちゃ 小島 英次 小島 貴裕
小島 遥陽 横浜市 1:31:44

21位 243 康生匡 長井 健一 五十嵐 匡
長井 康生 東京都 1:32:12

22位 240 あいあいアウトドア隊 石原 直樹 荒川 広宣
石原 大和 相模原市 1:33:16

23位 246 待ってくれ！お小遣いあげるから 中山 勘太 中山 遥月
中山 唯月 相模原市 1:34:22

24位 218 ランオアダイ 平井 義啓
平井 乃楓 東京都 1:34:34

25位 256 れんポヨ 依田 直行
依田 恋 相模原市 1:34:46
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26位 203 めいひぐち 樋口 陽平
樋口 芽衣 相模原市 1:35:44

27位 227 チーム風神雷神 今井 雄大
今井 良颯 伊勢原市 1:37:35

28位 232 チームワタカリオン 下山 夏美
下山 航 東京都 1:38:30

29位 224 ＥＩＴＯ 石藤 昭徳
石藤 瑛人 相模原市 1:38:36

30位 233 ＩＧ横浜 直井 大輔
直井 拓海 横浜市 1:39:54

31位 213 なかよし５１ 原 修司
原 悠花 大和市 1:46:42

32位 234 ルラ＆ミック 石川 充彦
石川 琉楽 相模原市 1:47:30

33位 247 りょゆうた 井上 忠 井上 竜良
井上 侑香 相模原市 1:49:05

34位 236 たむりんず 田村 淳一
田村 莉果 大和市 1:50:51

35位 245 ＴＥＡＭーＳＯＲＡ 平山 多恵 平山 敏浩
平山 空 横浜市 1:51:08

36位 207 進撃の凡人 内田 兼史
内田 悠雅 相模原市 1:52:14

37位 217 ひな勝 竹澤 亮
竹澤 佑弥 大和市 1:52:17

38位 212 ＯＨＪＩ 吉川 玄徳
吉川 凛 東京都 1:54:55

39位 235 メイサ＆マサル 金子 勝
金子 芽咲 相模原市 1:55:29

40位 242 Ｓｋｙ ＆ Ｗｉｎｇ 後藤 貴一 後藤 翼
後藤 大空 横浜市 1:56:09

41位 239 ｗｉｔｈ ｙｏｕ 山口 歴子 山口 哲也
山口 実愛 相模原市 1:56:35

42位 254 つばさチャンネル 塩入 達也 塩入 あすみ
塩入 風花 塩入 まなか 千葉県 1:58:14

43位 222 酔処ランナーズ 泉 利勝
泉 陽和 横須賀市 2:03:06

44位 210 ＭＡＹＵＭＡＹＵ 筒井 健
筒井 真由 相模原市 2:03:19

45位 252 おーそくらふと トレラン部 森下 奏 森下 瑛太
森下 唯 相模原市 2:03:59

46位 231 山サンダル 遠藤 元寛
遠藤 海翔 横浜市 2:05:23

47位 255 がりこ 北村 和也 北村 優和
北村 順子 北村 和丈 東京都 2:10:53

48位 241 あいあいアウトドア隊ガールズ 石原 由紀乃 荒川 香織
石原 由奈 相模原市 2:13:44

49位 238 チームモモコ 池田 みき 池田 裕太郎
池田 桃子 相模原市 2:14:41

50位 225 めいけん 佐藤 健司
佐藤 芽生 川崎市 2:21:04
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51位 208 駈走★真史 白田 範史
白田 真結 川崎市 2:21:07

52位 204 プレもち 石綿 久美
石綿 プレシャス 相模原市 2:22:27

53位 248 おとみかん 藤田 寛之 藤田 寛志
藤田 歩美 相模原市 2:23:03

54位 209 たいまー 吉井 真純
吉井 大翔 相模原市 2:23:12
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