
第10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 367 ｔｅａｍ ＩＤＡ１０ 石塚 丈也
石塚 凛一 相模原市 0:31:50

2位 359 チームラプトル 松戸 泰樹
松戸 泰地 横浜市 0:32:19

3位 305 チームＭＨ 諸星 真澄
諸星 春陽 横浜市 0:34:18

4位 373 チームけのひ 北原 瞬
北原 息吹 愛川町 0:35:59

5位 414 ゆめ子と毛玉 西川 次郎 西川 琴望
西川 有希乃 鎌倉市 0:38:06

6位 352 Ｗａｋａ－Ｉｒｏ＿Ｒ（Ｍ） 藤田 敏之
藤田 陸 東京都 0:40:00

7位 389 Ｔ・Ｍレボリューション 奥津 孝
奥津 勝斗 大和市 0:40:27

8位 372 うつみ父息子 内海 康範
内海 壮裕 東京都 0:40:28

9位 374 マット１１ 伊藤 幹夫
伊藤 真絃 相模原市 0:41:17

10位 331 サムズアップ 鶴見 英斉
鶴見 齊衡 埼玉県 0:41:29

11位 315 ともＰ 高橋 知己
高橋 知也 相模原市 0:42:00

12位 397 ノスケ こん しんのすけ
こん とものすけ 東京都 0:42:12

13位 453 がんばれひびたっ子 横山 彩
横山 和奏 伊勢原市 0:42:20

14位 413 韋駄天 坂本 篤志
坂本 弘樹 相模原市 0:42:39

15位 394 俊太郎チーム 佐藤 開
佐藤 俊太郎 相模原市 0:42:56

16位 448 リク＆リョウ 窪田 啓介 窪田 颯
窪田 隆介 窪田 羚 綾瀬市 0:43:28

17位 344 パプリカ 永井 有乃
永井 結花 相模原市 0:44:45

18位 334 ブンチャンズ 高橋 拓己
高橋 文太 東京都 0:45:00

19位 419 なぎちゃま 中牟田 雄 中牟田 空
中牟田 雫 平塚市 0:45:06

20位 337 マスダーズ 増田 貴志
増田 貴一 東京都 0:45:13

21位 377 オカモトズ 岡本 吉正
岡本 多央 相模原市 0:45:17

22位 405 やっぱりメロン 阿部 朋弘
阿部 哲平 川崎市 0:45:27

23位 358 プチとまと 福島 豊司
福島 夢唯 相模原市 0:45:40

24位 321 チームオカダ 岡田 英樹
岡田 響 東京都 0:46:07

25位 323 チームおみかん？ 橘 玲愛
橘 啓翔 相模原市 0:46:11

令和元年6月2日
【種目別順位一覧】

71 / Official Timer & Result By ＬＡＰＳＹＳＴＥＭ

種目コード : 4
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26位 396 みーちゃん 武田 浩之
武田 美穂 東京都 0:46:17

27位 327 ヒロサヤ 渡部 浩由
渡部 彩夏 相模原市 0:46:19

28位 387 ＨＥＲＢ Ｊｒ． 坂本 洋一
坂本 蒼空 葉山町 0:46:32

29位 440 ヤマト１００％ 渡来 大和 渡来 正道
渡来 真結 相模原市 0:47:30

30位 398 チームアッペ 佐久間 慎一
佐久間 歩美 東京都 0:47:56

31位 301 チームＳ 武富 正洋
武富 蒼大 相模原市 0:47:59

32位 307 ととしょう 谷仲 創
谷仲 翔 相模原市 0:48:01

33位 409 ｓａｋｕｒａ 安岡 幸子
安岡 桜汰 相模原市 0:48:14

34位 402 チームはっせー 長谷川 哲也
長谷川 峻介 川崎市 0:48:25

35位 392 チームそーちゃん 髙井 寿
髙井 颯介 横浜市 0:48:31

36位 345 ＡＫＩＲＡ ｂｕｄｏ ｓｃｈｏｏｌ 梅田 優子
梅田 剣 相模原市 0:48:38

37位 364 Ｔｅａｍ ＫＷＤ 川田 毅
川田 朱音 相模原市 0:49:42

38位 354 ５８８４ 小林 宏彰
小林 諒多 東京都 0:49:45

39位 410 しゅんしゅん 木村 健二
木村 俊介 東京都 0:49:56

40位 406 チータ 岩﨑 孝義
岩﨑 和瑚 東京都 0:50:05

41位 304 くるみさわ 楜澤 久美子
楜澤 あみ 東京都 0:50:18

42位 320 古田家 古田 拓
古田 悠稀 相模原市 0:50:25

43位 411 いっちＧＯ 青木 孝一郎
青木 一梧 相模原市 0:50:30

44位 361 １１４０ 飯島 一嘉
飯島 聡和 大和市 0:50:37

45位 326 ＡＫＩＲＡ～ｂｕｄｏ ｓｃｈｏｏｌ～ 吉田 三恵
吉田 琉空 相模原市 0:51:03

46位 376 ｔｅａｍ しそー 石塚 省子
石塚 皐木 相模原市 0:51:11

47位 449 ひなた－ず 野崎 正浩 野崎 一枝
野崎 陽詩 野崎 明菜 厚木市 0:51:29

48位 318 こばとん 小林 琢
小林 美紅 相模原市 0:51:44

49位 455 ＮＡＤ 豊島 雄介
豊島 奏多 0:51:53

50位 447 Ｔａｎｇｏｏｏ！ 鈴木 浩介 鈴木 夕夏
鈴木 雅代 鈴木 千夏 鎌倉市 0:52:00

令和元年6月2日
【種目別順位一覧】
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51位 368 のりもも 磯部 紀文
磯部 百花 相模原市 0:52:07

52位 425 Ｔｅａｍ Ａｒａｋａｗａ 荒川 眞規 荒川 健人
荒川 ラウラ 川崎市 0:52:23

53位 407 仮面ライダー 三日市 博恒
三日市 陽斗 横浜市 0:52:25

54位 363 ロビン 伊藤 聡子
伊藤 俊太郎 相模原市 0:52:26

55位 400 ＫＣ＆Ｊｒ． 村田 敬志
村田 春樹 相模原市 0:52:34

56位 366 つむっち 津村 徹治
津村 心晴 千葉県 0:52:46

57位 437 うさみ 宇佐見 修 宇佐見 恵梧
宇佐見 悠奈 東京都 0:53:10

58位 421 ＭＫＹファミリー 竹内 完 竹内 祐磨
竹内 久美 相模原市 0:53:41

59位 401 麦わらの一味 植木 厚子
植木 悠太 相模原市 0:53:52

60位 308 バータ 遠藤 麻理絵
遠藤 天翔 相模原市 0:54:25

61位 348 ＡＫＩＲＡ ｂｕｄｏ ｓｃｈｏｏｌ 飯田 絵里
飯田 圭祐 相模原市 0:54:34

62位 339 チームなかまわれ 小島 正治
小島 晴真 相模原市 0:54:38

63位 360 ＡＫ 岩本 かおり
岩本 あん 横浜市 0:54:39

64位 393 そうたまさと 横山 真人
横山 創大 茅ヶ崎市 0:54:40

65位 342 チーム アトラ 太田 直也
太田 圭祐 相模原市 0:54:41

66位 341 キャプテン大河＆アイアン留美
坪井 留美
坪井 大河 相模原市 0:55:05

67位 302 こじこじクラブ 安田 英史
安田 璃子 東京都 0:55:21

68位 306 かよいち 谷仲 加代子
谷仲 純一 相模原市 0:55:28

69位 332 みかみ家１号 三神 淳司
三神 奏芽 相模原市 0:55:43

70位 317 Ｓｙｕｎ 伊井 忠臣
伊井 駿太 相模原市 0:55:53

71位 325 Ｒ２－Ｄ２ 笹野 麻梨子
笹野 晄幹 相模原市 0:55:54

72位 391 チームピクルス 田村 政利
田村 百々梛 海老名市 0:56:10

73位 429 おそう松さん 神田 圭介 神田 わかな
神田 蒼介 相模原市 0:56:14

74位 436 こてりと 小林 幸次 小林 燈芽
小林 凛音 大和市 0:56:16

75位 313 拓 本間 芳雄
本間 拓 横浜市 0:56:18

令和元年6月2日
【種目別順位一覧】
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76位 381 どうでしょう 府川 竜彦
府川 日菜子 秦野市 0:56:47

77位 420 ミニオンボブ 藤田 成一郎 藤田 順子
藤田 珠里 大和市 0:56:54

78位 310 小林家 小林 友行
小林 莉奈 相模原市 0:57:09

79位 383 パパまゆ 佐藤 昌和
佐藤 舞幸 相模原市 0:57:14

80位 435 山ちゃんズ 山村 公司 山村 慶太郎
山村 鼓実 秦野市 0:57:16

81位 424 マス２０１９ 平川 晴信
平川 理桜 相模原市 0:57:31

82位 375 そうま 関森 祐輔
関森 爽真 相模原市 0:57:33

83位 388 ちーむぷるすうるとら 上條 広高
上條 春杜 相模原市 0:57:37

84位 395 チーム古淵 中村 武志
中村 壮太 相模原市 0:58:09

85位 340 ばんこ 番 あゆ美
番 彩夏 相模原市 0:58:10

86位 353 クウガ 横山 直之
横山 蒼真 川崎市 0:58:20

87位 316 ゆっきーず 笠原 真一
笠原 幸也 相模原市 0:58:34

88位 355 たけあお 竹村 聡一郎
竹村 有生 横浜市 0:58:49

89位 426 やっしー やしま 香代子 八島 悠
八島 啓 川崎市 0:58:51

90位 314 早紀子 高橋 のり子
高橋 早紀 相模原市 0:59:35

91位 335 イノウエ カイロプラクティック
井上 洋
井上 晴菜 相模原市 0:59:38

92位 408 チーターカミガイルドナイツ 岩永 彰
岩永 蒼都 相模原市 0:59:41

93位 347 Ｐ＆Ｋ 石川 悟
石川 翔惟 相模原市 0:59:53

94位 324 走れメロメロ 碓井 鉄雄
碓井 誠士 東京都 1:00:00

95位 428 チームＳＥＴ 小森 伸輔 小森 絵理子
小森 大輝 相模原市 1:00:32

96位 417 金メダル 伊藤 英生 伊藤 千紗
伊藤 理玖 相模原市 1:00:33

97位 365 クレムファミリー 大川 幸子
大川 和希 千葉県 1:00:40

98位 370 おかだけ 岡田 大助
岡田 大雅 相模原市 1:00:45

99位 418 ＯＮＥ ＦＲＩＥＮＤ 杉田 知子 杉田 虹羽
杉田 詩乃 相模原市 1:00:47

100位 444 ツインズファミリー 宇田川 隼 宇田川 翔悟
宇田川 繭 宇田川 慧悟 相模原市 1:00:48

令和元年6月2日
【種目別順位一覧】
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101位 351 ＫＴＲＡ 田中 健一
田中 里奈 川崎市 1:01:21

102位 362 キャプテンまさはる 嶋野 和浩
山口 雅晴 相模原市 1:01:26

103位 329 ＳＯＴＡ 石藤 美智子
石藤 蒼大 相模原市 1:02:38

104位 399 Ｔｅａｍ蘭 高森 秀男
高森 蘭 相模原市 1:03:03

105位 312 ゆめひぐち 樋口 綾子
樋口 結芽 相模原市 1:03:15

106位 303 らいチーター 石田 しのぶ
石田 頼斗 相模原市 1:03:22

107位 357 ＡｗａＲ’Ｓ 井口 正晴
井口 由唯 相模原市 1:03:58

108位 439 チームユートシ 松家 英記 松家 俊貴
松家 悠太 愛知県 1:04:03

109位 443 田中家 田中 真由美 田中 心晴
田中 和志 田中 琉晴 相模原市 1:04:18

110位 309 ギア４スネイクマン 遠藤 徹
遠藤 陸斗 相模原市 1:04:21

111位 328 ＵＫＡＩ ＲＵＮ 鵜飼 麻実子
鵜飼 彩華 相模原市 1:05:11

112位 380 ＯＵＴＡＴＳＵ 西居 竜也
西居 桜奈 相模原市 1:05:15

113位 349 ななパパ 佐藤 征一郎
佐藤 菜々実 相模原市 1:05:15

114位 336 ＲＩＫＫＡ 坂本 篤司 川崎市 1:05:17

115位 452 チームあしの 芦野 拓 芦野 ひなた
芦野 誓子 芦野 開 相模原市 1:05:44

116位 382 チームみやもん 宮本 雅登
宮本 いちか 相模原市 1:06:41

117位 330 ＭＭ 山本 雅之
山本 真実 座間市 1:06:46

118位 438 チーム柳田 柳田 哲平 柳田 朔
柳田 結埜 東京都 1:06:51

119位 385 上田 純一・縁 上田 純一
上田 縁 相模原市 1:08:12

120位 431 京＆健 板橋 靖 板橋 健太
板橋 京香 相模原市 1:08:56

121位 322 マイクラ 今村 じゅん
今村 優人 相模原市 1:09:01

122位 441 ２７１０ 小川 信幸 小川 唯令
小川 新夏 相模原市 1:09:21

123位 343 チームひなた 川原 友一
川原 ひなた 東京都 1:09:24

124位 432 チームＡ 青木 賢宏 青木 瑠里
青木 桃奈 相模原市 1:09:32

125位 403 ブチャラティ 鍵山 寛子
鍵山 虎児 厚木市 1:09:48

令和元年6月2日
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126位 404 ナランチャ 鍵山 泰一
鍵山 然 厚木市 1:10:23

127位 442 たきま 金丸 敬 金丸 護
金丸 清香 相模原市 1:10:44

128位 423 ミカタカハヤブサ 新井 篤 新井 隆
新井 美歌 相模原市 1:10:57

129位 430 はしる横浜線 小俣 恵美子 小俣 智
小俣 慶人 相模原市 1:11:10

130位 346 もとちあーず 高木 千鶴
高木 結彩 相模原市 1:11:11

131位 446 チームうまや 古厩 明美 古厩 翔太
古厩 徹也 古厩 慎二 相模原市 1:11:59

132位 350 ＴＴＹ 田畑 隆
田畑 有唯 横浜市 1:12:11

133位 434 甲種輸送 藤橋 司 藤橋 夏実
藤橋 真 東京都 1:12:47

134位 378 ６年なお組 酒井 慎一
酒井 楠央 相模原市 1:13:04

135位 311 ないとう家 内藤 大士
内藤 未来 相模原市 1:13:54

136位 371 れお 門田 健嗣
門田 紗英 伊勢原市 1:13:54

137位 356 ガチランナー 小林 勇貴
小林 蓮 厚木市 1:14:42

138位 379 どんぐりーず 田野倉 翼
田野倉 羽美 相模原市 1:14:55

139位 445 ＫＹ 飯塚 優子 村椿 加那
村椿 慶子 飯塚 勇成 相模原市 1:14:58

140位 433 うにくらげ 飯塚 秀樹 飯塚 綾子
飯塚 彩音 千葉県 1:15:03

141位 451 チーム薄毛Ｂ 坂巻 文哉 坂巻 遥士
武笠 笑夏 上村 心 埼玉県 1:15:09

142位 450 チーム薄毛Ａ 上村 翼 坂巻 晃誠
坂巻 泰志 上村 光 埼玉県 1:15:10

143位 386 ぽしぇ 大谷 宏一
大谷 陽向 相模原市 1:16:16

144位 384 ママりこ 佐藤 茜
佐藤 凜幸 相模原市 1:16:22

145位 416 がんばるぞチーム 井上 雄二 井上 美優
井上 美空 相模原市 1:16:51

146位 333 みかみ家２号 三神 はるな
三神 詩季 相模原市 1:16:54

147位 454 まこと 濱口 純
濱口 浩行 相模原市 1:20:59

148位 415 そまちー 斉藤 智明 斉藤 智紘
斉藤 蒼真 相模原市 1:21:14

149位 390 おかなる 藤田 貴代美
藤田 成美 相模原市 1:22:38

150位 427 チーム紗良 中堀 彰宏 中堀 紗良
中堀 真土果 相模原市 1:25:00

令和元年6月2日
【種目別順位一覧】
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151位 422 ｔｅａｍ ちぃ 河野 智子 河野 千咲
河野 小太郎 相模原市 1:27:01

152位 319 ｔｅａｍ みぃ 河野 正寛
河野 深月 相模原市 1:27:04

153位 456 ユニックス 平田 徹
平田 清二朗 1:34:09

令和元年6月2日
【種目別順位一覧】

77 / Official Timer & Result By ＬＡＰＳＹＳＴＥＭ

種目コード : 4


