
第9回さがみ風っ子トレイルランニング

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

1位 205 チームＭＨ 諸星 真澄
諸星 春陽 横浜市 0:53:08

2位 262 オラゴン 関矢 剛
関矢 壮太 福岡県 0:54:07

3位 334 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 0:54:40

4位 309 大きな木 吉田 裕子
吉田 琉人 東京都 0:56:38

5位 223 チーム韋駄天 坂本 篤志
坂本 弘樹 相模原市 0:58:29

6位 319 Ｋｉａ Ｋａｈａ！ 村上 正章
村上 平蔵 相模原市 1:00:03

7位 260 チームけのひ 北原 瞬
北原 息吹 愛川町 1:02:10

8位 219 Ｍａｇｏｍｅ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ 馬込 寛
馬込 那偉斗 相模原市 1:02:23

9位 263 ＰＵＭＡ 岸田 和之
岸田 悠希 相模原市 1:02:44

10位 284 デデデ大王 中澤 善正
中澤 健登 横浜市 1:03:20

11位 255 Ｗａｋａ－Ｉｒｏ＿Ｒ（Ｍ） 藤田 敏之
藤田 陸 東京都 1:03:22

12位 299 うつみ親子 内海 康範
内海 壮裕 東京都 1:03:23

13位 317 砂川畳店 砂川 貴幸
砂川 和貴 相模原市 1:03:53

14位 232 韋駄天ブラザーズ 松田 将英
松田 航明 相模原市 1:03:54

15位 290 蓮田１団 川畑 俊和
川畑 惺梧 埼玉県 1:04:06

16位 272 きくかわ家 菊川 信也
菊川 隼希 横須賀市 1:04:16

17位 217 ともＰ 高橋 知己
高橋 知也 相模原市 1:04:16

18位 338 チームなかまわれ 小島 聡子 小島 正治
小島 晴真 相模原市 1:04:23

19位 208 ひよこボンバー 中村 和博
中村 輝平 相模原市 1:04:32

20位 224 Ｋｅｎｋｅｎ 小泉 佳彦
小泉 賢太郎 相模原市 1:05:03

21位 295 きっちょめん 大西 亜生
大西 桔平 川崎市 1:05:35

22位 296 サモエド 河崎 麻衣子
河崎 妃南 横須賀市 1:05:47

23位 273 チーム陸ととうちゃん 大塚 桂
大塚 陸 川崎市 1:05:55

24位 265 ゆっきーとパパ 木村 哲也
木村 雪乃 相模原市 1:06:05

25位 212 Ｈａｒｕｍａｋｉ 小池 宏寿
小池 陽彰 相模原市 1:07:01

平成30年6月3日
【種目別順位一覧】

71 / Official Timer & Result By ＬＡＰＳＹＳＴＥＭ

種目コード : 03
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26位 282 ＦＣ ｔｏｋｉｏ 井上 崇
井上 時雄 東京都 1:07:01

27位 274 くすたとるとさ 谷島 学
谷島 丞 川崎市 1:07:47

28位 298 ＫＯＨＡＫＩＮ ＯＴＯＫＩＮ 原 拡邦
原 心華 横浜市 1:08:14

29位 335 小林家Ａ 小林 憲之 小林 杏太朗
小林 藍美 大和市 1:08:45

30位 321 ゆめ子と毛玉 西川 次郎 西川 琴望
西川 有希乃 鎌倉市 1:09:46

31位 202 リコピン 帖佐 孝二
帖佐 莉子 相模原市 1:10:21

32位 257 チームオガタ 小方 雄介
小方 聡介 相模原市 1:10:39

33位 291 シバヤマ 柴山 哲人
柴山 宗大 相模原市 1:11:16

34位 267 チームＴＡＲＡＫＥ 北島 友和
北島 眞太郎 東京都 1:11:22

35位 225 デコッパチ 菊地 隆太
菊地 彩那 横浜市 1:11:32

36位 271 ランオアダイ 平井 義啓
平井 乃楓 東京都 1:11:34

37位 247 キイロイトリ 西尾 圭吾
西尾 和香菜 厚木市 1:11:44

38位 237 大藤 大藤 雅興
大藤 櫂 相模原市 1:11:56

39位 278 ＥＩＴＯ 石藤 昭徳
石藤 瑛人 相模原市 1:13:00

40位 313 さくら 遠原 真一
遠原 桜衣 相模原市 1:13:37

41位 266 ＮＥＡＫ 中村 直竹
中村 彩花 東京都 1:13:55

42位 209 なっちゃんおはよう！ 塩見 大地
塩見 夏凪音 相模原市 1:14:04

43位 314 チームソラーレ 杉山 琢士
杉山 陽光 相模原市 1:14:43

44位 289 ｋｏｕｓｅｉ 長井 健一
長井 康生 東京都 1:14:51

45位 283 チームそーちゃん 髙井 寿
髙井 颯介 横浜市 1:15:06

46位 213 カンガルー 武藤 正樹
武藤 和花 相模原市 1:15:19

47位 207 アオキスカイウォーカー 青木 あゆみ
青木 紅大 東京都 1:15:35

48位 235 モチョイーズ 古垣内 靖
古垣内 基 東京都 1:16:07

49位 231 集中クラブ 手塚 伸雄
岡 拓虎 山梨県 1:16:35

50位 264 ｇｏｇｏ！ ｓａｙａｋａ 古屋 良
古屋 爽香 東京都 1:16:42

平成30年6月3日
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51位 239 たいしん 小森 伸輔
小森 大輝 相模原市 1:17:36

52位 297 がんばれひびたっ子 横山 彩
横山 和奏 伊勢原市 1:18:05

53位 300 オカモトズ 岡本 吉正
岡本 多央 相模原市 1:18:43

54位 242 しょうま 竹内 規雄
竹内 奨真 川崎市 1:18:55

55位 275 ＫＷＤ！！ 川田 毅
川田 朱音 相模原市 1:18:56

56位 210 Ｓ＆Ｍ－Ｔ 高橋 賢
高橋 真聡 相模原市 1:19:15

57位 339 娘達よ！父は既に限界だ！ 中山 勘太 中山 遥月
中山 唯月 相模原市 1:19:52

58位 316 チームワタナベ 渡邉 壮太
渡邉 景太 相模原市 1:20:19

59位 306 チームＧｒｅｅｅｅｅｎ 藤脇 夕美
藤脇 匠刀 相模原市 1:20:20

60位 211 チームゆめ＋ 岡田 博之
岡田 優芽 東京都 1:20:20

61位 303 清水家 清水 実
清水 愛 東京都 1:20:25

62位 327 本橋一家 本橋 幸弦 本橋 史成
本橋 正成 相模原市 1:20:37

63位 318 チームＫ 垣地 俊太朗
垣地 宏憲 東京都 1:20:55

64位 279 アレックス 田賀谷 則夫
田賀谷 睦志 東京都 1:21:20

65位 330 チーム火消し 南 健太郎 南 竜太郎
南 煌太郎 相模原市 1:21:55

66位 206 チーター 中村 祐樹
中村 紘希 相模原市 1:22:11

67位 214 Ｓｙｕｎ 伊井 忠臣
伊井 駿太 相模原市 1:22:14

68位 336 Ｓｋｙ ＆ Ｗｉｎｇ 後藤 貴一 後藤 翼
後藤 大空 横浜市 1:22:18

69位 342 オーリオーン 山岸 真之 山岸 琴音
山岸 弥音 相模原市 1:22:24

70位 254 ショウゴとラン 福徳 俊一郎
福徳 尚悟 藤沢市 1:22:57

71位 312 ルラ＆ミック 石川 充彦
石川 琉楽 相模原市 1:23:17

72位 293 あかしろ 飯田 浩史
飯田 あかり 東京都 1:25:05

73位 261 チ－ムあやたか 植木 孝
植木 彩乃 相模原市 1:25:30

74位 359 千葉家 千葉 一樹 千葉 英磨
千葉 隣太朗 千葉 朔太朗 相模原市 1:26:05

75位 233 ＹＴＫＭ 山本 貴洋
山本 栞菜 相模原市 1:26:18

平成30年6月3日
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76位 251 らんにんぐマン 石松 達朗
石松 遼太 横浜市 1:26:24

77位 294 なかよし４９ 原 修司
原 悠花 大和市 1:27:13

78位 276 いっちＧＯ 青木 孝一郎
青木 一梧 相模原市 1:27:17

79位 246 まろん 栗田 愛子
栗田 夏子 相模原市 1:27:18

80位 230 エータウカッパ 高崎 浩子
高崎 映真 栃木県 1:27:19

81位 352 窪田ファミリー 窪田 啓介 窪田 颯
窪田 美奈 窪田 羚 綾瀬市 1:27:51

82位 243 花＊花 竹村 優子
竹村 華夏 横浜市 1:28:11

83位 285 肉汁８ 石戸 位典
石戸 秀磨 相模原市 1:28:14

84位 340 ＫＯＫＯ 石塚 丈也 石塚 省子
石塚 皐木 相模原市 1:28:50

85位 226 ポポ・ドードー 目崎 茂
目崎 皓大 相模原市 1:28:51

86位 286 チーム古淵 中村 武志
中村 壮太 相模原市 1:28:57

87位 308 Ｋ．Ａ 岩本 かおり
岩本 あん 横浜市 1:29:14

88位 253 チームべー 高辻 慎也
高辻 真夕子 相模原市 1:30:27

89位 320 すーさん’ｓ 鈴木 達哉
鈴木 千結 相模原市 1:30:33

90位 302 Ｑ さん 伊藤 聡子
伊藤 俊太郎 相模原市 1:30:44

91位 333 大木家 大木 陽輔 大木 麻美子
大木 翔生 鎌倉市 1:31:09

92位 216 ミニオンズ 藤田 成一郎
藤田 珠里 大和市 1:33:30

93位 228 さきさきチーム 藤見 和由
藤見 咲希 相模原市 1:33:51

94位 269 ゆうり 赤木 香織
赤木 祐吏 千葉県 1:34:02

95位 323 チームあとか 水上 勲 水上 若葉
水上 青葉 東京都 1:34:11

96位 329 ｇｕｓｓａａａａｎ 山口 美輝 山口 悠歩
山口 樹生 相模原市 1:34:54

97位 252 酔処ランナーズ 泉 利勝
泉 陽和 横須賀市 1:34:57

98位 346 チームこさわ 小澤 隆宏 小澤 昭仁
小澤 克紘 相模原市 1:34:58

99位 345 きよしパパチーム 宮地 清志 宮地 紗菜
宮地 結彩 相模原市 1:34:58

100位 218 チーム唯 野口 幸三
野口 唯 相模原市 1:35:03

平成30年6月3日
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101位 277 チームまさはる 嶋野 和浩
山口 雅晴 相模原市 1:35:59

102位 325 ＭＫＹファミリー 竹内 完 竹内 祐磨
竹内 久美 相模原市 1:36:58

103位 301 チームくじら 遠藤 元寛
遠藤 海翔 横浜市 1:37:17

104位 358 ぽんちゃん・まるりん 東谷 龍太 東谷 智子
川本 柚奈 大原 朋花 東京都 1:37:29

105位 310 超かめはめ波 内田 兼史
内田 悠雅 相模原市 1:37:32

106位 331 Ｔｅａｍ ＡＢＵＲＡＹＡ 守屋 智明 守屋 一慶
守屋 千春 東京都 1:37:32

107位 222 チームゆうな 大塚 春江
大塚 祐奈 東京都 1:37:33

108位 363 キラキラ スター 井関 真司
井関 優月 相模原市 1:38:48

109位 281 りゅうじん 山口 泰一
山口 瑠仁 横浜市 1:40:57

110位 361 Ｇｏ！ Ｙｈａ！ 樋口 一敏 樋口 暖人
樋口 夕子 樋口 和花 相模原市 1:41:06

111位 215 ＫＰ 石川 悟
石川 慶十 相模原市 1:41:31

112位 248 こうたろう 二瓶 昭一
二瓶 弘太朗 東京都 1:41:37

113位 238 らいチーター 石田 しのぶ
石田 頼斗 相模原市 1:41:40

114位 337 おそう松さん 神田 圭介 神田 わかな
神田 蒼介 相模原市 1:41:44

115位 304 タイタンズ 横山 直之
横山 蒼真 川崎市 1:42:27

116位 315 ２年連続二回目 飯島 一嘉
飯島 聡和 大和市 1:43:20

117位 324 なっちゃん＆りんちゃん 大橋 健太 大橋 鈴夏
大橋 夏生 横浜市 1:43:29

118位 305 ゆパＺ 井上 忠
井上 侑香 相模原市 1:44:08

119位 204 古田家 古田 拓
古田 悠稀 相模原市 1:46:34

120位 203 チーム嵐 内田 博之
内田 嵐 横須賀市 1:47:05

121位 244 まるしげ 荒川 滋良
荒川 理彩 相模原市 1:47:31

122位 258 じゅん＆かか 谷仲 加代子
谷仲 純一 相模原市 1:48:04

123位 259 ＫＴＲＡ 田中 健一
田中 里奈 川崎市 1:48:26

124位 360 チームつばさ 塩入 達也 塩入 まなか
塩入 風花 塩入 あすみ 千葉県 1:48:27

125位 364 飯塚塗研 1:48:29
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126位 221 こみちーず 山本 浩史
山本 小迪 相模原市 1:49:12

127位 250 チームひろき 杉本 典子
杉本 裕希 相模原市 1:49:22

128位 365 市川 雄士
市川 結菜 1:49:26

129位 341 きよａｎｄはる 板橋 靖 板橋 京香
板橋 春香 相模原市 1:50:06

130位 357 ハルキョー 馬本 伸行 馬本 綾子
馬本 晴菜 馬本 京佳 相模原市 1:50:32

131位 351 たなか 田中 努
田中 静江 相模原市 1:50:43

132位 234 俊太郎チーム 佐藤 開
佐藤 俊太郎 相模原市 1:51:18

133位 322 小林家 小林 友行 小林 莉奈
小林 結奈 相模原市 1:51:32

134位 307 マイペース 大嶋 幸樹
大嶋 悠奈 相模原市 1:52:50

135位 268 チーム全力バタンキュー 大槻 実
大槻 しずく 相模原市 1:52:51

136位 311 シントン 深津 昌俊
深津 心吾 相模原市 1:53:30

137位 355 ガゼルＲＭＴ 新井 篤 新井 隆
新井 美歌 平川 理桜 相模原市 1:53:31

138位 287 チームぽしぇ 大谷 宏一
大谷 陽向 相模原市 1:53:33

139位 326 ももけんさん 芝 三紀子 芝 桃香
芝 憲斗 相模原市 1:53:37

140位 240 ポチ 成澤 登
成澤 怜 相模原市 1:53:39

141位 220 ｔｈｅ あんどう！ 安藤 栄次
安藤 穣司 相模原市 1:54:02

142位 348 プリンセス 天野 貴朗 天野 絢音
天野 青泉 相模原市 1:54:13

143位 201 チームせいごう 小澤 亜希
小澤 征剛 埼玉県 1:54:17

144位 288 チーム達智 林 達也
林 智己 川崎市 1:54:46

145位 270 ｋａｉｍａｍａ 松本 景子
松本 海知 東京都 1:56:51

146位 328 あやちゃん 八木 裕司 八木 綾音
八木 春奈 相模原市 1:57:17

147位 353 貴香音芽 山口 貴志 山口 音羽
山口 かなえ 山口 芽生 相模原市 1:58:20

148位 347 いがばんず 五十嵐 明子 五十嵐 隆吏
五十嵐 太一 相模原市 1:59:13

149位 280 どんぐりーず 田野倉 翼
田野倉 羽美 相模原市 2:00:26

150位 249 チームともき 杉本 義幸
杉本 智希 相模原市 2:02:14

平成30年6月3日
【種目別順位一覧】

76 / Official Timer & Result By ＬＡＰＳＹＳＴＥＭ

種目コード : 03



第9回さがみ風っ子トレイルランニング

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

151位 371 コミネコミィ 小峰 尚子
小峰 春希 相模原市 2:02:54

152位 349 ヒグチメイユメ 樋口 陽平 樋口 結芽
樋口 芽衣 相模原市 2:03:12

153位 229 Ｑ’ｕｌｌｅ Ｌｏｖｅ？？ 森谷 博美
森谷 奈央 相模原市 2:06:06

154位 354 Ｔｅａｍ めぇめぇ 坂田 健一 坂田 千里
坂田 咲子 坂田 美月 相模原市 2:06:32

155位 332 ＡｗａＲ’Ｓ 井口 正晴 井口 由唯
井口 真由美 相模原市 2:07:17

156位 236 そうとも！！！ 嘉山 友子
嘉山 颯太 相模原市 2:08:19

157位 362 キュレム 遠藤 麻理絵 遠藤 天翔
遠藤 麻理絵 遠藤 陸斗 相模原市 2:12:08

158位 343 みかん 藤田 寛之 藤田 歩美
藤田 寛志 相模原市 2:13:44

159位 292 なるきよ 藤田 貴代美
藤田 成美 相模原市 2:18:32

160位 356 株式会社ユニックス 平田 徹 平田 翔一朗
平田 明子 平田 清二朗 相模原市 2:30:03

平成30年6月3日
【種目別順位一覧】
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