
第10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 619 佐々木 正志 ｻｻｷ ﾏｻｼ 東京都 0:58:58

2位 665 三好 真司 ﾐﾖｼ ｼﾝｼﾞ 相模原市 1:00:00

3位 656 瀬能 展也 ｾﾉｳ ﾋﾛﾔ 横浜市 1:00:20

4位 694 佐藤 心雄 ｻﾄｳ ｼﾝﾕｳ なし 大和市 1:00:42

5位 664 上岡 新平 ｳｴｵｶ ｼﾝﾍﾟｲ 横浜市 1:04:15

6位 679 早川 貴浩 ﾊﾔｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 横浜市 1:05:15

7位 685 大塚 信也 ｵｵﾂｶ ｼﾝﾔ 東京都 1:05:57

8位 667 遊佐 慎 ﾕｻ ﾏｺﾄ 東京都 1:06:31

9位 630 成井 克英 ﾅﾙｲ ｶﾂﾋﾃﾞ 三増製作所 厚木市 1:06:45

10位 669 高橋 裕亮 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 藤沢市 1:07:12

11位 702 福井 翔 ﾌｸｲ ｼｮｳ 相模原市 1:08:28

12位 684 武笠 翼 ﾑｶｻ ﾂﾊﾞｻ 埼玉県 1:08:44

13位 651 笹島 和浩 ｻｻｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ ハチ支社駅伝部 埼玉県 1:09:32

14位 682 寺門 俊介 ﾃﾗｶﾄﾞ ｼｭﾝｽｹ 川崎市 1:09:58

15位 653 佐藤 修斗 ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 相模原市 1:10:46

16位 623 小林 伸吉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾖｼ 相模原市 1:12:15

17位 701 佐藤 圭介 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 愛川町 1:12:29

18位 676 宇田川 幸江 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾕｷｴ 相模原市 1:12:58

19位 677 吹野 美登 ﾌｷﾉ ﾖｼﾉﾘ 相模原市 1:14:53

20位 622 川島 純平 ｶﾜｼﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京都 1:16:03

21位 624 塩川 圭輔 ｼｵｶﾜ ｹｲｽｹ 東京都 1:16:27

22位 621 春木 大輔 ﾊﾙｷ ﾀﾞｲｽｹ 平塚市 1:17:01

23位 638 加藤 裕司 ｶﾄｳ ﾕｳｼﾞ 東京都 1:18:29

24位 601 浪貝 昌宏 ﾅﾐｶｲ ﾏｻﾋﾛ 浪貝 昌宏 東京都 1:19:02

25位 661 今塩屋 竜也 ｲﾏｼｵﾔ ﾀﾂﾔ いましおらん 伊勢原市 1:19:16
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26位 703 吉川 郷 ﾖｼｶﾜ ｺﾞｳ 東京都 1:19:38

27位 639 小林 伯幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾕｷ 東京都 1:21:30

28位 660 松木 誠 ﾏﾂｷﾞ ﾏｺﾄ 相模原市 1:21:33

29位 652 佐藤 浩光 ｻﾄｳ ﾋﾛﾐﾂ ハチ支社駅伝部 埼玉県 1:21:35

30位 657 西沢 武司 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｹｼ 相模原市 1:21:46

31位 698 岸 勝也 ｷｼ ｶﾂﾔ 東京都 1:22:43

32位 626 須佐 一行 ｽｻ ｶｽﾞﾕｷ 横浜市 1:22:47

33位 602 豊島 英子 ﾄﾖｼﾏ ｴｲｺ とよさんず 海老名市 1:22:57

34位 675 越膳 英喜 ｴﾂｾﾞﾝ ﾋﾃﾞｷ 横浜市 1:23:05

35位 672 青柳 雅之 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｻﾕｷ 群馬県 1:23:26

36位 629 小林 由季 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｷ 三増製作所 厚木市 1:24:07

37位 609 森口 幸長 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾕｷﾅｶﾞ オレンジメッセ 平塚市 1:24:53

38位 670 青柳 龍斗 ｱｵﾔｷﾞ ﾘｭｳﾄ 東京都 1:25:13

39位 696 布山 明 ﾌﾔﾏ ｱｷﾗ 川崎市 1:25:35

40位 615 田村 鴻多 ﾀﾑﾗ ｺｳﾀ あさすぽ 川崎市 1:26:11

41位 692 上田 公平 ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 座間市 1:26:30

42位 614 浅倉 勲 ｱｻｸﾗ ｲｻｵ チーム綾見 東京都 1:26:50

43位 612 長谷川 貴治 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾊﾙ ＬＶＲ 東京都 1:27:05

44位 627 吉崎 安 ﾖｼｻﾞｷ ﾔｽｼ 横浜市 1:27:28

45位 691 水田 和彦 ﾐｽﾞﾀ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 1:27:47

46位 658 横山 公紀 ﾖｺﾔﾏ ｺｳｷ 横須賀市 1:29:12

47位 689 河副 哲夫 ｶﾜｿﾞｴ ﾃﾂｵ 横浜市 1:29:23

48位 650 小林 章夫 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｵ ハチ支社駅伝部 埼玉県 1:30:30

49位 662 今塩屋 祥子 ｲﾏｼｵﾔ ｼｮｳｺ いましおらん 伊勢原市 1:32:52

50位 683 千田 正徳 ﾁﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 東京都 1:34:10
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51位 663 赤松 伸一 ｱｶﾏﾂ ｼﾝｲﾁ 相模原市 1:34:44

52位 640 小瀧 忍 ｺﾀｷ ｼﾉﾌﾞ 鎌倉市 1:35:07

53位 616 小渡 貴之 ｵﾄﾞ ﾀｶﾕｷ ヒロボーイ 川崎市 1:36:01

54位 649 前田 匡史 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻｼ 大分県 1:36:06

55位 688 有福 愛 ｱﾘﾌｸ ｱｲ 長崎県 1:36:27

56位 618 Aoyama Naoto ｱｵﾔﾏ ﾅｵﾄ 麻生 東京都 1:36:29

57位 697 山形 敬一 ﾔﾏｶﾞﾀ ｹｲｲﾁ 横浜市 1:37:46

58位 641 佐藤 紀彦 ｻﾄｳ ﾉﾘﾋｺ 東京都 1:38:16

59位 686 岩渕 渡 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾜﾀﾙ 横浜市 1:38:19

60位 668 福田 正弘 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 相模原市 1:39:39

61位 635 市原 敬義 ｲﾁﾊﾗ ﾀｶﾖｼ 藤沢市 1:40:43

62位 613 佐藤 直行 ｻﾄｳ ﾅｵﾕｷ 佐藤 東京都 1:43:10

63位 643 古川 栄一 ﾌﾙｶﾜ ｴｲｲﾁ 東京都 1:43:17

64位 606 平井 丈太郎 ﾋﾗｲ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ ＩＧＡＷＥ陸上部 川崎市 1:43:38

65位 655 楠 ガブリエラマリア ｸｽ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾗﾏﾘｱ 川崎市 1:44:03

66位 605 井上 陽子 ｲﾉｳｴ ﾖｳｺ チーム珍獣 東京都 1:44:13

67位 607 飯塚 洋平 ｲｲﾂﾞｶ ﾖｳﾍｲ 順位とかど～でもいい 東京都 1:46:18

68位 645 鷲尾 洋一 ﾜｼｵ ﾖｳｲﾁ 東京都 1:46:27

69位 637 池田 菜摘子 ｲｹﾀﾞ ﾅﾂｺ 東京都 1:46:54

70位 604 楠 瑠美子 ｸｽ ﾙﾐｺ ＤａｌｅＤａｌｅ コクサイ 座間市 1:47:18

71位 603 豊島 哲 ﾄﾖｼﾏ ﾃﾂ とよさんず 海老名市 1:47:56

72位 695 廣田 芳和 ﾋﾛﾀ ﾖｼｶｽﾞ 大和市 1:49:07

73位 610 小笠原 久美子 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｸﾐｺ まーかいがーず 相模原市 1:49:36

74位 680 志村 進 ｼﾑﾗ ｽｽﾑ 千葉県 1:50:54

75位 674 喜多村 祐子 ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｺ 東京都 1:51:31
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76位 636 左東 摩子 ｻﾄｳ ﾏｺ 千葉県 1:52:31

77位 632 高橋 早紀 ﾀｶﾊｼ ｻｷ 川崎市 1:54:52

78位 608 相良 崇 ｻｶﾞﾗ ﾀｶｼ 明トラＯＢ 茨城県 1:54:55

79位 681 仲地 慶 ﾅｶﾁ ｹｲ 相模原市 1:57:25

80位 659 藤田 信之 ﾌｼﾞﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ 東京都 1:58:34

81位 625 松本 頼子 ﾏﾂﾓﾄ ﾖﾘｺ 相模原市 1:59:16

82位 671 畑中 恵菜 ﾊﾀﾅｶ ｱﾔﾅ 座間市 2:01:04

83位 700 田村 果奈子 ﾀﾑﾗ ｶﾅｺ 大和市 2:08:12

84位 617 本間 千草 ﾎﾝﾏ ﾁｸﾞｻ ホンマ 東京都 2:14:52

85位 646 小嶋 純史 ｺｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｼﾞ 東京都 2:15:41

86位 647 草村 恵里 ｸｻﾑﾗ ｴﾘ 埼玉県 2:21:06

87位 648 小野 雅彦 ｵﾉ ﾏｻﾋｺ 東京都 2:21:07
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