
第9回さがみ風っ子トレイルランニング

◇気合いの部
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏 名 カ ナ チーム 都市名 記 録

1位 618 佐々木 正志 ｻｻｷ ﾏｻｼ 東京都 0:58:09

2位 646 有賀 裕亮 ｱﾘｶﾞ ﾕｳｽｹ 横浜市 1:01:26

3位 616 遊佐 慎 ﾕｻ ﾏｺﾄ 東京都 1:05:13

4位 656 井上 大輔 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ 東海相模ＯＢ 相模原市 1:05:14

5位 647 梶川 陽平 ｶｼﾞｶﾜ ﾖｳﾍｲ 東京都 1:05:38

6位 608 寺嶋 正美 ﾃﾗｼﾏ ﾏｻﾐ 東京都 1:06:29

7位 624 坂口 幸一 ｻｶｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ 相模原市 1:06:57

8位 622 中村 高歩 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 相模原市 1:08:03

9位 645 中川 善博 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 相模原市 1:08:06

10位 657 笹館 暁史 ｻｻﾀﾞﾃ ｱｷﾌﾐ 東海相模ＯＢ 相模原市 1:08:48

11位 651 宇田川 幸江 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾕｷｴ 酒場放走紀 相模原市 1:09:36

12位 650 吹野 美登 ﾌｷﾉ ﾖｼﾉﾘ 酒場放走紀 相模原市 1:10:20

13位 614 松井 映二 ﾏﾂｲ ｴｲｼﾞ 相模原市 1:10:25

14位 620 春木 大輔 ﾊﾙｷ ﾀﾞｲｽｹ 横須賀市 1:10:56

15位 649 武藤 貴之 ﾌﾞﾄｳ ﾀｶﾕｷ 相模原市 1:12:08

16位 611 鈴木 孝司 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 相模原市 1:14:10

17位 639 鶴田 太 ﾂﾙﾀ ﾌﾄｼ 東京都 1:14:16

18位 632 新井 真彦 ｱﾗｲ ﾏｻﾋｺ 横浜市 1:16:11

19位 627 手塚 玄悟 ﾃﾂﾞｶ ｹﾞﾝｺﾞ 東京都 1:16:12

20位 637 坂井 孝一 ｻｶｲ ｺｳｲﾁ 茅ヶ崎市 1:17:21

21位 641 澤田 剛史 ｻﾜﾀﾞ ﾂﾖｼ 埼玉県 1:19:08

22位 615 松井 孝一 ﾏﾂｲ ｺｳｲﾁ 相模原市 1:21:01

23位 643 福田 英治 ﾌｸﾀﾞ ｴｲｼﾞ 相模原市 1:23:59

24位 665 水田 和彦 ﾐｽﾞﾀ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 1:24:15

25位 631 冨山 拓治 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｸｼﾞ 横浜市 1:25:43
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26位 652 橋本 仁史 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾄｼ ルネランジョグ橋本チーム 相模原市 1:26:52

27位 606 瀬田 裕 ｾﾀ ﾕﾀｶ 横浜 横浜市 1:27:25

28位 625 小川 直明 ｵｶﾞﾜ ﾅｵｱｷ 東京都 1:27:34

29位 666 小渡 貴之 ｵﾄﾞ ﾀｶﾕｷ 川崎市 1:28:03

30位 644 島本 将英 ｼﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾃﾞ 川崎市 1:29:53

31位 629 山城屋 誠一 ﾔﾏｼﾛﾔ ｾｲｲﾁ 千葉県 1:30:54

32位 628 手塚 麻衣子 ﾃﾂﾞｶ ﾏｲｺ 東京都 1:31:35

33位 660 渡邊 洋平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳﾍｲ ＤＲＣ 千葉県 1:31:50

34位 663 江原 伸悟 ｴﾊﾞﾗ ｼﾝｺﾞ ＤＲＣ 千葉県 1:32:36

35位 626 山本 恵一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｲﾁﾛｳ 東京都 1:33:04

36位 662 小山 翔 ｵﾔﾏ ｼｮｳ ＤＲＣ 千葉県 1:34:01

37位 659 何 文いん ｶ ﾌﾞﾝｲﾝ Ｍｒ＆ＭｒｓＲｕｎ 東京都 1:34:48

38位 658 るるじく みげる ﾙﾙｼﾞｸ ﾐｹﾞﾙ Ｍｒ＆ＭｒｓＲｕｎ 東京都 1:34:48

39位 634 佐藤 征一郎 ｻﾄｳ ｾｲｲﾁﾛｳ 相模原市 1:34:53

40位 664 加藤 龍蘭 ｶﾄｳ ﾘｭｳﾗ 川崎市 1:35:13

41位 638 平野 果穂 ﾋﾗﾉ ｶﾎ 横浜市 1:36:14

42位 633 田中 香次 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ 伊勢原市 1:39:29

43位 630 後藤 康之 ｺﾞﾄｳ ﾔｽﾕｷ 千葉県 1:39:44

44位 635 畠山 大志 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｲｼ 横浜市 1:39:54

45位 612 峰村 尋樹 ﾐﾈﾑﾗ ﾋﾛｷ 相模原市 1:42:14

46位 661 簗瀬 岳 ﾔﾅｾ ｶﾞｸ ＤＲＣ 千葉県 1:46:25

47位 602 谷 昭次 ﾀﾆ ｱｷｼﾞ 三増走友会 愛川町 1:47:26

48位 621 神戸 誠治 ｶﾝﾍﾞ ｾｲｼﾞ 東京都 1:48:17

49位 653 橋本 治美 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙﾐ ルネランジョグ橋本チーム 相模原市 1:52:33

50位 667 山本 一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｲﾁﾛｳ 横浜市 1:59:59
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