
第10回さがみ風っ子トレイルランニング

◇親子の部 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 118 走れ ＮＴ 矢島 孝幸
矢島 直太朗 横浜市 1:22:39

2位 109 くりかん 栗田 寛
栗田 海斗 相模原市 1:26:29

3位 127 大統魂 宮田 英徳
宮田 大統 東京都 1:28:37

4位 117 カズ ａｎｄ ヨシ 遊佐 和治
遊佐 慶治 相模原市 1:31:54

5位 101 ｓａｍｌｌ ｂｏａｔ 小船 慎一
小船 和馬 平塚市 1:36:17

6位 123 Ｔ．Ｔ．Ｔ． 谷島 学
谷島 丞 川崎市 1:40:47

7位 106 覚悟はいいか？ オレはできてる 遠山 男
遠山 丈 川崎市 1:42:18

8位 111 下りが苦手 稲葉 茂明
稲葉 太郎 東京都 1:44:40

9位 124 ハヤマイクランイッシキ 寺島 広道
寺島 立翔 葉山町 1:45:23

10位 112 田中家 田中 智子
田中 路乃 相模原市 1:46:10

11位 116 まさとし 高橋 賢
高橋 真聡 相模原市 1:48:07

12位 103 チームしぶしぶ 渋谷 淑子
渋谷 太一 相模原市 1:48:57

13位 131 特５ 渋屋 由香里 渋屋 隆一
渋屋 昊汰 横浜市 1:50:08

14位 128 はるか 緒方 幹夫
緒方 颯 横浜市 1:51:54

15位 121 ゆっきーとパパ 木村 哲也
木村 雪乃 相模原市 1:53:03

16位 132 ひなたぼっこ 吉田 真実 吉田 亮二
吉田 暖大 東京都 1:54:04

17位 108 Ｈａｌｆ＆Ｔｗｉｃｅ 中野 友二
中野 鈴子 東京都 1:58:13

18位 125 いしのっち 石野 和彦
石野 歩海 相模原市 1:59:23

19位 133 ５２代大学祭実行委員会 新崎 康平
加賀見 航 海老名市 2:00:10

20位 122 ちば家 千葉 一樹
千葉 隣太朗 相模原市 2:00:13

21位 129 チーム大福・夢 紺野 雅弘 紺野 一哉
紺野 美菜穂 埼玉県 2:01:21

22位 107 ＫｓｏｔａｉＱ 下井 啓太朗
下井 瑛祐 相模原市 2:06:01

23位 105 広島東洋カープ 佐々木 保恵
佐々木 智健 東京都 2:06:04

24位 119 こうたろう 二瓶 昭一
二瓶 弘太朗 東京都 2:06:09

25位 130 不死藤原ズ 藤原 知佳 藤原 知哉
藤原 一哉 相模原市 2:06:27

令和元年6月2日
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26位 120 チームＴＡＲＡＫＥ 北島 友和
北島 眞太郎 東京都 2:09:17

27位 115 コーラダイスキ 藍野 真実
藍野 こるり 横浜市 2:09:59

28位 110 チームべー 高辻 慎也
高辻 真夕子 相模原市 2:11:32

29位 114 ちんぽこ 小宮 動
小宮 浬 東京都 2:19:46

30位 126 島崎親子 島崎 陽
島崎 航 横浜市 2:20:17

31位 102 のぞみみずき 森田 瑞城
森田 希 相模原市 2:26:16

32位 104 けんと・ママドラゴン 大塚 春江
大塚 健翔 東京都 2:35:33

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 : 2


