
第27回佐久市ハーフマラソン大会
全完走者

ハーフ 一般男子 2017/10/15

順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区 所属 備考
1 2100 1時間19分52秒 菊池　正 ｷｸﾁ ﾀﾀﾞｼ 山梨県 横河マニファ

2 2108 1時間20分28秒 野澤　一史 ﾉｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾄ 諏訪市 暁祝誕生九ヵ月

3 2097 1時間21分10秒 佐伯　涼平 ｻｴｷ ﾘｮｳﾍｲ 富山県 サエキ農産
4 2062 1時間23分23秒 増田　健太郎 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県
5 2156 1時間23分32秒 新井　義弘 ｱﾗｲ ﾖｼﾋﾛ 群馬県
6 2057 1時間26分21秒 井出　晋一 ｲﾃﾞ ｼﾝｲﾁ 佐久市
7 2005 1時間26分32秒 太田　一樹 ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ 佐久市
8 2214 1時間27分48秒 由井　宏典 ﾕｲ ﾋﾛﾉﾘ 佐久市 ｔｅａｍ　おいら
9 2135 1時間28分58秒 島田　秀也 ｼﾏﾀﾞ ｼｭｳﾔ 佐久市

10 2132 1時間29分11秒 飯野　拓真 ｲｲﾉ ﾀｸﾏ 長野市
11 2133 1時間29分19秒 清水　幸浩 ｼﾐｽﾞ ﾕｷﾋﾛ 箕輪町
12 2019 1時間30分01秒 塩川　昭彦 ｼｵｶﾜ ｱｷﾋｺ 小諸市 ＮＢＭＡ
13 2203 1時間30分15秒 風間　稔 ｶｻﾞﾏ ﾐﾉﾙ 塩尻市 峰原ランナーズ
14 2176 1時間30分20秒 小山　正明 ｺﾔﾏ ﾏｻｱｷ 佐久市
15 2080 1時間31分35秒 浅井　佑介 ｱｻｲ ﾕｳｽｹ 小諸市 ミネベアミツミ
16 2094 1時間32分20秒 浦木　健太郎 ｳﾗｷ ｹﾝﾀﾛｳ 埼玉県 チームうらやん
17 2077 1時間32分58秒 星野　巧 ﾎｼﾉ ﾀｸﾐ 佐久市
18 2053 1時間33分00秒 小平　直人 ｺﾀﾞｲﾗ ﾅｵﾄ 佐久市 白山大権現
19 2148 1時間33分03秒 青井　慎吾 ｱｵｲ ｼﾝｺﾞ 千葉県
20 2054 1時間33分57秒 宮下　計仁 ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾋﾄ 山梨県 ドラゴンＡＣ
21 2038 1時間34分10秒 野村　祐介 ﾉﾑﾗ ﾕｳｽｹ 埼玉県 熊谷総合病院
22 2012 1時間34分28秒 三井　武美 ﾐﾂｲ ﾀｹﾐ 佐久市 ジロラン
23 2101 1時間34分51秒 荒井　貴範 ｱﾗｲ ﾀｶﾉﾘ 佐久市 無所属
24 2151 1時間35分08秒 山下　謙一 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｲﾁ 佐久市
25 2184 1時間35分47秒 松原　誠 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏｺﾄ 岐阜県 飛騨農協
26 2044 1時間36分03秒 後藤　真澄 ｺﾞﾄｳ ﾏｽﾑ 神奈川県 ＫＩＷＩ
27 2124 1時間36分13秒 丸山　紘平 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 長野市
28 2200 1時間36分43秒 牧内　大雄 ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｵ 東京都 ▲デラシネB△
29 2118 1時間36分56秒 工藤　涼 ｸﾄﾞｳ ﾘｮｳ 佐久市 あさま
30 2152 1時間37分49秒 佐々木　亮 ｻｻｷ ﾘｮｳ 佐久市
31 2039 1時間38分07秒 後藤　正博 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 諏訪市
32 2028 1時間38分36秒 長沼　和文 ﾅｶﾞﾇﾏ ｶｽﾞﾌﾐ 飯田市 飯田美掃
33 2087 1時間38分40秒 原　智彦 ﾊﾗ ﾄﾓﾋｺ 塩尻市 ＳＰＴ
34 2043 1時間39分20秒 白井　芳之 ｼﾗｲ ﾖｼﾕｷ 東御市 松山株式会社
35 2112 1時間39分51秒 福本　義和 ﾌｸﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ 木曽町
36 2093 1時間39分52秒 佐俣　潤 ｻﾏﾀ ｼﾞｭﾝ 群馬県
37 2107 1時間39分58秒 松澤　貴雄 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｶｵ 小諸市
38 2068 1時間39分58秒 原　孝規 ﾊﾗ ﾀｶﾉﾘ 群馬県 群馬県
39 2210 1時間40分06秒 木次　善彦 ｷﾂｷﾞ ﾖｼﾋｺ 佐久市 ｔｅａｍ　おいら
40 2153 1時間40分18秒 北澤　俊和 ｷﾀｻﾞﾜ ﾄｼｶｽﾞ 佐久市
41 2173 1時間40分44秒 大久保　周自 ｵｵｸﾎﾞ ｼｭｳｼﾞ 山梨県 若草Ａ．Ｈ．
42 2067 1時間41分02秒 山口　芳秋 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ 上田市 明治屋
43 2034 1時間41分21秒 有坂　良 ｱﾘｻｶ ﾘｮｳ 佐久市
44 2167 1時間41分33秒 鈴木　能尚 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋｻ 静岡県
45 2179 1時間41分39秒 小暮　慎太郎 ｺｸﾞﾚ ｼﾝﾀﾛｳ 東京都
46 2084 1時間41分52秒 田中　慎也 ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ 上田市 上田警察署
47 2059 1時間42分22秒 小林　智 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ 東京都 サラダバーズ
48 2117 1時間42分24秒 土岐　篤広 ﾄｷ ｱﾂﾋﾛ 茅野市 茅野市ＲＣ
49 2103 1時間43分13秒 矢内　三男 ﾔﾅｲ ﾐﾂｵ 群馬県 矢内法律総合
50 2090 1時間43分27秒 堀内　浩司 ﾎﾘｳﾁ ｺｳｼﾞ 千葉県 ＡＲＣ東京
51 2011 1時間44分02秒 田貝　順一 ﾀｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 佐久市 ジロラン
52 2121 1時間44分04秒 小畑　将崇 ｵﾊﾞﾀ ﾏｻﾀｶ 小諸市 長野大学
53 2069 1時間44分11秒 池田　祥太 ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ 御代田町 ミネベアミツミ
54 2147 1時間44分21秒 丸杉　誠 ﾏﾙｽｷﾞ ﾏｺﾄ 富山県
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55 2006 1時間44分23秒 早坂　邦昭 ﾊﾔｻｶ ｸﾆｱｷ 佐久市 長野牧場
56 2182 1時間44分25秒 佐川　博則 ｻｶﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 埼玉県 南蛮連合会
57 2130 1時間45分22秒 中澤　牧夫 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｷｵ 上田市 ●明治屋●
58 2181 1時間45分27秒 川﨑　光年 ｶﾜｻｷ ｺｳﾈﾝ 東京都 南蛮連合会
59 2131 1時間46分12秒 倉森　健 ｸﾗﾓﾘ ｹﾝ 埼玉県
60 2126 1時間46分25秒 野本　竜哉 ﾉﾓﾄ ﾀﾂﾔ 栃木県
61 2018 1時間46分33秒 中野　利博 ﾅｶﾉ ﾄｼﾋﾛ 佐久市
62 2016 1時間47分04秒 磯貝　寿人 ｲｿｶﾞｲ ﾋｻﾄ 佐久市
63 2127 1時間48分00秒 小林　則彦 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾋｺ 栃木県 県立学悠館高校
64 2088 1時間48分10秒 三浦　孝之 ﾐｳﾗ ﾀｶﾕｷ 佐久市 まみくとい
65 2049 1時間48分14秒 小林　龍弘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾋﾛ 佐久市 ＴＤＫ
66 2015 1時間48分18秒 柳沢　澄人 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｽﾐﾄ 佐久市
67 2042 1時間48分37秒 栗原　克樹 ｸﾘﾊﾗ ｶﾂｷ 佐久市
68 2109 1時間48分46秒 橋本　有司 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 原村 あみかずーま
69 2150 1時間48分49秒 大塚　篤 ｵｵﾂｶ ｱﾂｼ 群馬県 富岡市陸協
70 2022 1時間48分50秒 山本　幸司 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 佐久市
71 2024 1時間49分08秒 中沢　崇 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶｼ 佐久市
72 2074 1時間49分52秒 伊藤　信一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 群馬県
73 2021 1時間49分57秒 吉澤　剛 ﾖｼｻﾞﾜ ｺﾞｳ 佐久市
74 2199 1時間50分12秒 小宅　久司 ｵﾔｹ ﾋｻｼﾞ 千葉県
75 2169 1時間50分53秒 飯野　俊介 ｲｲﾉ ｼｭﾝｽｹ 群馬県
76 2061 1時間51分04秒 石原　勉 ｲｼﾊﾗ ﾂﾄﾑ 群馬県 安中市役所
77 2025 1時間51分15秒 田中　北星 ﾀﾅｶ ﾎｸﾄ 佐久市
78 2128 1時間51分21秒 笠原　克昌 ｶｻﾊﾗ ｶﾂﾏｻ 長野市
79 2081 1時間51分34秒 中村　真悟 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 佐久市
80 2004 1時間51分39秒 平林　亮二 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｼﾞ 佐久市
81 2143 1時間52分11秒 関谷　則男 ｾｷﾔ ﾉﾘｵ 群馬県
82 2060 1時間52分22秒 敷地　茂 ｼｷﾁ ｼｹﾞﾙ 埼玉県 上里ＲＣ／ＦＷ
83 2035 1時間52分35秒 山中　智裕 ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ 佐久市
84 2212 1時間52分37秒 小林　直起 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 佐久市 ｔｅａｍ　おいら
85 2140 1時間52分46秒 木島　久志 ｷｼﾞﾏ ﾋｻｼ 愛知県
86 2161 1時間53分22秒 長島　三夫 ﾅｶﾞｼﾏ ﾐﾂｵ 上田市 走風設計室
87 2163 1時間53分24秒 齋藤　利昭 ｻｲﾄｳ ﾄｼｱｷ 群馬県 かめさんチーム
88 2002 1時間53分36秒 小林　民男 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾐｵ 佐久市 ＴＥＡＭセンティア
89 2139 1時間53分57秒 大石　道雄 ｵｵｲｼ ﾐﾁｵ 静岡県 スズキ株式会社
90 2172 1時間54分05秒 新鞍　健介 ﾆｲｸﾗ ｹﾝｽｹ 上田市
91 2064 1時間54分08秒 武井　孝信 ﾀｹｲ ﾀｶﾉﾌﾞ 佐久市 高見沢サイバネ
92 2075 1時間54分12秒 小暮　光宏 ｺｸﾞﾚ ﾐﾂﾋﾛ 埼玉県
93 2113 1時間54分39秒 大藤　延泰 ｵｵﾌｼﾞ ﾉﾌﾞﾔｽ 京都府 アトラスラン
94 2102 1時間54分40秒 東　達也 ｱｽﾞﾏ ﾀﾂﾔ 上田市
95 2142 1時間55分03秒 山岸　健一 ﾔﾏｷﾞｼ ｹﾝｲﾁ 佐久市
96 2104 1時間55分08秒 齋藤　正憲 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 栃木県 ＪＲＢＲＣ
97 2066 1時間55分15秒 松本　周一 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 上田市 ●明治屋●
98 2099 1時間55分38秒 下坂　周示 ｼﾓｻｶ ｼｭｳｼﾞ 上田市
99 2174 1時間55分56秒 遠藤　麗都 ｴﾝﾄﾞｳ ﾚｲﾄ 東京都

100 2031 1時間56分21秒 菊池　優 ｷｸﾁ ﾏｻﾙ 佐久市
101 2023 1時間56分28秒 小林　哲也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ 佐久市
102 2076 1時間56分39秒 ロック　ジョナサン ﾛｯｸ ｼﾞｮﾅｻﾝ 松本市
103 2029 1時間56分51秒 茅野　勇 ﾁﾉ ｲｻﾑ 佐久穂町
104 2085 1時間56分57秒 佐藤　健 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 東京都 よな２応援団
105 2073 1時間57分02秒 灰山　悦司 ﾊｲﾔﾏ ｴﾂｼﾞ 軽井沢町 ハイジＲＣ
106 2204 1時間57分05秒 服部　友和 ﾊｯﾄﾘ ﾄﾓｶｽﾞ 佐久市
107 2001 1時間57分38秒 新海　治郎 ｼﾝｶﾞｲ ｼﾞﾛｳ 佐久市 ジロラン
108 2185 1時間58分07秒 篠原　暁 ｼﾉﾊﾗ ﾀｶｼ 小海町
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109 2197 1時間58分24秒 佐藤　俊文 ｻﾄｳ ﾄｼﾌﾐ 佐久市 帝京大学
110 2207 1時間59分30秒 小須田　典之 ｺｽﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 埼玉県 こすだ整骨院
111 2215 1時間59分46秒 栁澤　敦人 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾂﾄ 佐久市
112 2170 1時間59分50秒 森　勇気 ﾓﾘ ﾕｳｷ 佐久市 よなよなエール
113 2092 2時間00分14秒 吉田　隆 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ 佐久市 大井屋コーヒイ
114 2198 2時間00分30秒 土屋　徹 ﾂﾁﾔ ﾄｵﾙ 埼玉県
115 2010 2時間01分05秒 小林　功 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｻｵ 静岡県
116 2193 2時間01分12秒 池山　賢人 ｲｹﾔﾏ ｹﾝﾄ 御代田町
117 2036 2時間01分39秒 雫田　航祐 ｼｽﾞｸﾀﾞ ｺｳｽｹ 佐久市
118 2211 2時間02分08秒 宮森　拓真 ﾐﾔﾓﾘ ﾀｸﾏ 佐久市 ｔｅａｍ　おいら
119 2056 2時間02分35秒 東村　健一 ﾄｳﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 東京都
120 2125 2時間02分38秒 天野　卓 ｱﾏﾉ ﾀｸ 佐久市
121 2177 2時間03分03秒 大島　翔吾 ｵｵｼﾏ ｼｮｳｺﾞ 長野市
122 2119 2時間03分27秒 倉林　秀樹 ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 群馬県
123 2166 2時間03分55秒 高原　光一 ﾀｶﾊﾗ ｺｳｲﾁ 佐久市
124 2171 2時間04分25秒 佐藤　尚希 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 群馬県
125 2063 2時間04分54秒 辰野　浩康 ﾀﾂﾉ ﾋﾛﾔｽ 上田市 明治屋
126 2110 2時間04分55秒 井藤　稔 ｲﾄｳ ﾐﾉﾙ 長野市 イット会
127 2114 2時間05分25秒 池田　将人 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾄ 東御市
128 2162 2時間05分35秒 西山　博明 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 佐久市
129 2040 2時間05分40秒 近藤　栄人 ｺﾝﾄﾞｳ ｻｶﾄ 下諏訪町
130 2137 2時間05分51秒 萩原　滉 ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳ 長野市
131 2003 2時間06分17秒 須江　智洋 ｽｴ ﾁﾋﾛ 佐久市
132 2196 2時間06分25秒 中野　雄介 ﾅｶﾉ ﾕｳｽｹ 御代田町 ミネベアミツミ
133 2046 2時間06分28秒 大畑　圭史 ｵｵﾊﾀ ｹｲｼ 佐久市
134 2030 2時間07分22秒 関本　孝 ｾｷﾓﾄ ﾀｶｼ 佐久市
135 2188 2時間07分26秒 青木　正明 ｱｵｷ ﾏｻｱｷ 佐久市
136 2106 2時間08分16秒 佐野　正志 ｻﾉ ﾏｻｼ 佐久市
137 2149 2時間08分25秒 小林　則夫 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｵ 神奈川県
138 2052 2時間08分34秒 畑野　崇 ﾊﾀﾉ ﾀｶｼ 小諸市
139 2032 2時間08分44秒 山上　敬志 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾀｶｼ 喬木村
140 2051 2時間09分54秒 杉木　進 ｽｷﾞｷ ｽｽﾑ 群馬県
141 2144 2時間11分05秒 藤田　研 ﾌｼﾞﾀ ｷﾜﾑ 神奈川県 千代田化工建設
142 2192 2時間12分17秒 石賀　翔 ｲｼｶﾞ ｼｮｳ 諏訪市
143 2045 2時間12分22秒 安藤　信宏 ｱﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ 軽井沢町 軽井沢山岳会
144 2020 2時間12分47秒 田中　直己 ﾀﾅｶ ﾅｵﾐ 佐久市
145 2079 2時間15分52秒 西田　眞一 ﾆｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 神奈川県
146 2165 2時間15分54秒 諸　人誌 ﾓﾛ ﾋﾄｼ 上田市 ランランラン！
147 2205 2時間16分38秒 木内　靖彦 ｷｳﾁ ﾔｽﾋｺ 東京都
148 2168 2時間17分42秒 高田　真太郎 ﾀｶﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 小諸市 ミネベアミツミ
149 2154 2時間18分34秒 堀米　道夫 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾐﾁｵ 群馬県
150 2159 2時間20分06秒 小林　裕司 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ 安曇野市 あづみＯＴ
151 2122 2時間22分25秒 新田　剛 ﾆｯﾀ ﾂﾖｼ 東京都
152 2026 2時間26分00秒 荻原　淳一 ｵｷﾞﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 佐久市
153 2194 2時間26分12秒 大河内　智 ｵｵｺｳﾁ ｻﾄｼ 上田市
154 2014 2時間28分05秒 奥山　秀樹 ｵｸﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 佐久市
155 2082 2時間28分55秒 月岡　博一 ﾂｷｵｶ ﾋﾛｶｽﾞ 中野市
156 2206 2時間31分35秒 内海　琢磨 ｳﾂﾐ ﾀｸﾏ 上田市



第27回佐久市ハーフマラソン大会
全完走者

ハーフ 一般女子 2017/10/15

順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区 所属 備考
1 2503 1時間28分24秒 三枝　祐佳 ｻｲｸﾞｻ ﾕｶ 山梨県 ブルーマリンＳＣ

2 2509 1時間36分15秒 丸山　さやか ﾏﾙﾔﾏ ｻﾔｶ 小諸市

3 2513 1時間44分13秒 大塚　恭子 ｵｵﾂｶ ｷｮｳｺ 東京都
4 2522 1時間46分23秒 山口　典子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾘｺ 小諸市
5 2508 1時間46分52秒 小池　歩実 ｺｲｹ ｱﾕﾐ 小海町
6 2504 1時間49分41秒 原田　千代子 ﾊﾗﾀﾞ ﾁﾖｺ 群馬県 聖徳酔走楽部
7 2505 1時間53分06秒 松崎　ゆき子 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｷｺ 群馬県
8 2517 1時間53分47秒 山﨑　幸子 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾁｺ 中野市
9 2511 1時間54分27秒 高見澤　春香 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 南牧村

10 2529 1時間56分35秒 春日　道子 ｶｽｶﾞ ﾐﾁｺ 長野市
11 2514 1時間57分14秒 高橋　さかえ ﾀｶﾊｼ ｻｶｴ 東京都
12 2507 1時間57分26秒 友野　由香 ﾄﾓﾉ ﾕｶ 東京都 ＪＳＣ
13 2502 2時間03分24秒 堀田　美恵 ﾎｯﾀ ﾐｴ 佐久市
14 2524 2時間03分50秒 小林　浩子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｺ 東御市 マスターズ上田
15 2523 2時間04分15秒 石井　希代子 ｲｼｲ ｷﾖｺ 松本市
16 2518 2時間06分54秒 石井　弘美 ｲｼｲ ﾋﾛﾐ 京都府
17 2516 2時間07分03秒 小林　久美子 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾐｺ 佐久市
18 2506 2時間07分20秒 林　きよ子 ﾊﾔｼ ｷﾖｺ 群馬県
19 2528 2時間11分18秒 坂倉　有里奈 ｻｶｸﾗ ﾕﾘﾅ 佐久市
20 2501 2時間11分55秒 大井　麻衣 ｵｵｲ ﾏｲ 佐久市
21 2527 2時間15分51秒 熊谷　美森 ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾓﾘ 佐久市 御代田ＲＣ
22 2532 2時間15分54秒 北沢　可奈子 ｷﾀｻﾞﾜ ｶﾅｺ 大町市
23 2512 2時間17分18秒 関島　美和 ｾｷｼﾞﾏ ﾐﾜ 佐久市
24 2521 2時間17分20秒 佐藤　朱峰 ｻﾄｳ ｱｶﾈ 東京都 よな２応援団
25 2530 2時間18分17秒 萩原　佳奈美 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶﾅﾐ 御代田町
26 2520 2時間18分23秒 関　佳代子 ｾｷ ｶﾖｺ 須坂市
27 2531 2時間23分35秒 佐藤　美佳 ｻﾄｳ ﾐｶ 諏訪市



第27回佐久市ハーフマラソン大会
全完走者

10km高校生以上男子 2017/10/15

順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 地区 備考
1 1005 31分42秒 宮入　一海 ﾐﾔｲﾘ ﾓﾄﾐ 御代田町 北佐久郡陸協

2 1028 33分40秒 山内　隼 ﾔﾏｳﾁ ｼﾞｭﾝ 佐久市 佐久陸協

3 1025 34分14秒 小平　佳伸 ｺﾀﾞｲﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 佐久市 佐久陸協
4 1043 34分51秒 清水　拓大 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾋﾛ 小諸市
5 1037 35分32秒 清水　優 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾙ 小諸市 全佐久
6 1027 35分42秒 中原　理行 ﾅｶﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 佐久市 佐久陸協
7 1072 35分48秒 藤沢　優一 ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳｲﾁ 長和町 上燃　佐久平
8 1096 35分56秒 小林　裕太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 佐久市 北佐久郡陸協
9 1045 37分33秒 清水　健郎 ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾛｳ 佐久市 長野県警察

10 1065 38分17秒 香山　壱星 ｶﾔﾏ ｲｯｾｲ 長野市 県立長野高校
11 1058 38分20秒 井出　治 ｲﾃﾞ ｵｻﾑ 東御市 上田広域消防
12 1080 38分37秒 向山　直樹 ﾑｺｳﾔﾏ ﾅｵｷ 山梨県
13 1009 39分04秒 並木　久幸 ﾅﾐｷ ﾋｻﾕｷ 佐久市 野沢北高校
14 1008 39分18秒 沖浦　大地 ｵｷｳﾗ ﾀﾞｲﾁ 佐久市 野沢南高校
15 1006 40分15秒 中島　佑大 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 佐久市
16 1026 42分06秒 佐藤　良仁 ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾄ 佐久市
17 1007 44分52秒 須藤　竜聖 ｽﾄﾞｳ ﾘｭｳｾｲ 佐久市 野沢南高校
18 1054 45分06秒 関　孝志 ｾｷ ﾀｶｼ 長野市
19 1093 45分54秒 小林　恭介 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｽｹ 東御市
20 1070 46分27秒 大田　将貴 ｵｵﾀ ﾏｻｷ 佐久市 安養寺ラーメン
21 1062 46分29秒 小林　友喜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 小諸市 小諸ランナーズ
22 1057 46分40秒 斉藤　達斗 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾄ 長野市 ランビーツ
23 1048 46分56秒 和田　和夫 ﾜﾀﾞ ｶｽﾞｵ 富士見町 和田製作所
24 1086 47分47秒 吉澤　樹毅 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀﾂｷ 佐久市
25 1047 48分13秒 伊藤　堅吉 ｲﾄｳ ｹﾝｷﾁ 三重県 松阪市役所
25 1073 48分13秒 手塚　靖 ﾃﾂﾞｶ ﾔｽｼ 佐久市 ペイＲＵＮ部
27 1060 48分20秒 北川　隆史 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶｼ 青森県 北川歯科
28 1083 48分39秒 大久保　誠 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｺﾄ 佐久穂町
29 1035 48分46秒 市村　壮大 ｲﾁﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 佐久市
30 1046 49分30秒 関　英則 ｾｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ 小諸市 小諸ランナーズ
31 1075 49分52秒 岩脇　智一 ｲﾜﾜｷ ﾄﾓｶｽﾞ 上田市
32 1034 50分10秒 市村　武文 ｲﾁﾑﾗ ﾀｹﾌﾐ 佐久市
33 1074 50分31秒 松本　秀一 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 千葉県
34 1029 51分20秒 饗場　道博 ｱｲﾊﾞ ﾐﾁﾋﾛ 小諸市
35 1040 51分49秒 加納　栄一 ｶﾉｳ ｴｲｲﾁ 群馬県 ホシデン
36 1003 52分57秒 山浦　立夫 ﾔﾏｳﾗ ﾀﾂｵ 埼玉県
37 1055 53分06秒 龍見　英行 ﾀﾂﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ 群馬県 でさふいお
38 1064 53分10秒 込山　政秋 ｺﾐﾔﾏ ﾏｻｱｷ 佐久市 会社員
39 1022 53分12秒 井出　雄介 ｲﾃﾞ ﾕｳｽｹ 小海町
40 1068 54分01秒 小玉　栄一 ｺﾀﾞﾏ ｴｲｲﾁ 佐久市
41 1030 54分03秒 林　宏和 ﾊﾔｼ ﾋﾛｶｽﾞ 神奈川県
42 1049 54分08秒 増田　稔 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾉﾙ 埼玉県
43 1076 54分19秒 武居　雅樹 ﾀｹｲ ﾏｻｷ 岡谷市
44 1077 54分25秒 山岸　昂樹 ﾔﾏｷﾞｼ ｺｳｷ 坂城町 県庁
45 1050 54分30秒 小林　彰 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 佐久市 五心
46 1044 54分34秒 春原　慎 ｽﾉﾊﾗ ﾏｺﾄ 小諸市
47 1013 55分11秒 長坂　冨士夫 ﾅｶﾞｻｶ ﾌｼﾞｵ 佐久市
48 1082 55分39秒 内田　久志 ｳﾁﾀﾞ ﾋｻｼ 上田市
49 1091 55分51秒 小林　正典 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 佐久市
50 1051 55分56秒 鳴沢　慎也 ﾅﾙｻﾜ ｼﾝﾔ 東御市 五心
51 1081 56分19秒 田嶋　良宏 ﾀｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 千曲市
52 1087 56分36秒 塩澤　啓太 ｼｵｻﾞﾜ ｹｲﾀ 佐久市
53 1015 56分40秒 小出　由隆 ｺｲﾃﾞ ﾖｼﾀｶ 佐久市
54 1061 56分42秒 佐々木　和夫 ｻｻｷ ｶｽﾞｵ 神奈川県



第27回佐久市ハーフマラソン大会
全完走者

10km高校生以上男子 2017/10/15

順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 地区 備考
55 1063 56分58秒 工藤　康邦 ｸﾄﾞｳ ﾔｽｸﾆ 佐久市
56 1079 57分39秒 望月　金満 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾈﾐﾂ 小諸市
57 1084 57分51秒 倉澤　満 ｸﾗｻﾜ ﾐﾂﾙ 佐久穂町
58 1002 59分47秒 青柳　敏夫 ｱｵﾔｷﾞ ﾄｼｵ 佐久市
59 1053 1時間00分01秒 八木澤　浩一 ﾔｷﾞｻﾜ ｺｳｲﾁ 栃木県 ＪＲＢＲＣ
60 1090 1時間00分09秒 福井　智樹 ﾌｸｲ ﾄﾓｷ 佐久市
61 1088 1時間00分11秒 佐藤　彰信 ｻﾄｳ ｱｷﾉﾌﾞ 佐久市 ｔｅａｍ　おいら
62 1094 1時間00分56秒 関口　憲治 ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 佐久市 健康運動施設サンタス
63 1036 1時間01分09秒 田沼　邦夫 ﾀﾇﾏ ｸﾆｵ 小諸市 遊遊
64 1097 1時間01分17秒 荻原　教太 ｵｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾀｶ 東御市
65 1089 1時間01分24秒 大塚　広樹 ｵｵﾂｶ ﾋﾛｷ 佐久市
66 1056 1時間03分11秒 大澤　浩平 ｵｵｻﾜ ｺｳﾍｲ 埼玉県 ランビーツ
67 1001 1時間04分36秒 清水　雄太 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 佐久市
68 1066 1時間05分01秒 迫　龍太 ｻｺ ﾘｭｳﾀ 佐久市
69 1092 1時間06分53秒 吉田　昭裕 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 御代田町
70 1067 1時間07分33秒 岩井　邦寿 ｲﾜｲ ｸﾆﾄｼ 佐久市
71 1042 1時間08分32秒 矢作　哲久 ﾔﾊｷﾞ ﾉﾘﾋｻ 埼玉県
72 1078 1時間08分38秒 岩原　卓美 ｲﾜﾊﾗ ﾀｸﾐ 埼玉県 ＪＲバス関東
73 1031 1時間09分24秒 若林　深志 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾌｶｼ 上田市 敬老園本部
74 1069 1時間12分17秒 矢尾板　孝心 ﾔｵｲﾀ ﾀｶｼ 東京都
75 1012 1時間13分27秒 髙橋　健太 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 佐久市 ＮＰＯ法人佐久平総合リハビリセンター
76 1071 1時間13分33秒 竜崎　広幸 ﾘｭｳｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 バス関東
77 1021 1時間24分11秒 井出　徹 ｲﾃﾞ ﾄｵﾙ 小海町
78 1085 1時間51分55秒 丸山　和樹 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｷ 東御市



第27回佐久市ハーフマラソン大会
全完走者

10km高校生以上女子 2017/10/15

順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区 所属 備考
1 1503 48分42秒 豊田　はるか ﾄﾖﾀﾞ ﾊﾙｶ 山梨県

2 1510 51分05秒 小穴　こず江 ｵｱﾅ ｺｽﾞｴ 松本市

3 1514 51分54秒 相米　友紀 ｿｳﾏｲ ﾕｷ 佐久市
4 1517 54分27秒 高橋　智美 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾐ 群馬県
5 1530 55分38秒 堀田　鮎子 ﾎｯﾀ ｱﾕｺ 佐久市 ｔｅａｍ　おいら
6 1527 55分42秒 中島　新子 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝｺ 長野市
7 1509 57分20秒 谷川　君恵 ﾀﾆｶﾞﾜ ｷﾐｴ 群馬県
8 1518 57分43秒 北川　洋子 ｷﾀｶﾞﾜ ﾖｳｺ 青森県 北川歯科
9 1535 57分48秒 井出　朱美 ｲﾃﾞ ｱｹﾐ 佐久市 ｔｅａｍ　おいら

10 1501 1時間00分56秒 山口　美千子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾁｺ 佐久市
11 1507 1時間01分13秒 阿部　恵美子 ｱﾍﾞ ｴﾐｺ 御代田町 ミヨタＡＣ
12 1519 1時間02分23秒 功刀　美佳 ｸﾇｷﾞ ﾐｶ 山梨県
13 1515 1時間03分11秒 近藤　由実 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 長野市 ランビーツ
14 1511 1時間03分54秒 清水　希代子 ｼﾐｽﾞ ｷﾖｺ 群馬県
15 1502 1時間03分55秒 土屋　ラタナ ﾂﾁﾔ ﾗﾀﾅ 佐久市
16 1531 1時間06分17秒 渡辺　真奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅ 佐久市 ｔｅａｍ　おいら
17 1504 1時間06分50秒 竹花　せい子 ﾀｹﾊﾅ ｾｲｺ 佐久市 Ｔ＆Ｆ佐久平
18 1506 1時間06分59秒 荻原　由佳理 ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｶﾘ 御代田町
19 1522 1時間07分49秒 土屋　久美子 ﾂﾁﾔ ｸﾐｺ 東御市
20 1534 1時間08分42秒 甘利　夏樹 ｱﾏﾘ ﾅﾂｷ 佐久市 ｔｅａｍ　おいら
21 1521 1時間08分58秒 橋本　和可子 ﾊｼﾓﾄ ﾜｶｺ 東京都
22 1516 1時間10分11秒 高内　沙季 ﾀｶｳﾁ ｻｷ 千曲市 ランビーツ
23 1520 1時間10分12秒 辻出　里美 ﾂｼﾞｲﾃﾞ ｻﾄﾐ 坂城町
24 1513 1時間13分12秒 増田　佳美 ﾏｽﾀﾞ ﾖｼﾐ 埼玉県
25 1525 1時間13分31秒 奥村　桜可 ｵｸﾑﾗ ｵｳｶ 佐久市
26 1529 1時間13分43秒 奥村　桃可 ｵｸﾑﾗ ﾓﾓｶ 佐久市 清泉女学院短期大学
27 1532 1時間14分02秒 高見澤　友紀 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾕｳｷ 佐久市 ｔｅａｍ　おいら
28 1523 1時間14分38秒 松原　華子 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾅｺ 岐阜県 飛騨農協
29 1505 1時間15分37秒 清水　知佐 ｼﾐｽﾞ ﾁｻ 佐久市
30 1533 1時間15分46秒 林　和 ﾊﾔｼ ﾉﾄﾞｶ 佐久市 ｔｅａｍ　おいら
31 1526 1時間16分30秒 望月　梓 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｽﾞｻ 小諸市
32 1512 1時間19分06秒 坂本　めぐみ ｻｶﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 長野市
33 1993 1時間39分06秒 工藤　由里 ｸﾄﾞｳ　ﾕﾘ



第27回佐久市ハーフマラソン大会
全完走者

5km高校生以上男子 2017/10/15

順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区 所属 備考
1 5991 16分50秒 中谷　楓 ﾅｶﾀﾆ　ｶｴﾃﾞ 大会新

2 5001 21分47秒 東城　雅 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾏｻｼ 佐久市 スペシャルオリンピックス佐久

3 5003 22分30秒 市川　輝海 ｲﾁｶﾜ ﾃﾙﾐ 佐久穂町
4 5004 23分22秒 依田　邦人 ﾖﾀﾞ ｸﾆﾋﾄ 東御市
5 5005 27分18秒 篠原　直人 ｼﾉﾊﾗ ﾅｵﾄ 佐久市
6 5006 28分26秒 北村　卓哉 ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 長野市
7 5004 28分59秒 山口　弘之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 山梨県
8 5002 31分17秒 櫻井　政敏 ｻｸﾗｲ ﾏｻﾄｼ 佐久市



第27回佐久市ハーフマラソン大会
全完走者

5km高校生以上女子 2017/10/15

順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区 所属 備考
1 5510 19分57秒 碓氷　眞子 ｳｽｲ ﾏｺ 佐久市 野沢北高校

2 5511 22分46秒 三浦　元海 ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ 佐久市 野沢北高校

3 5515 25分32秒 野池　裕子 ﾉｲｹ ﾕｳｺ 佐久市
4 5512 28分38秒 佐藤　友紀 ｻﾄｳ ﾕｷ 佐久市
5 5507 28分47秒 芝　喜久美 ｼﾊﾞ ｷｸﾐ 埼玉県 チーム走魂
6 5505 29分26秒 下村　茜 ｼﾓﾑﾗ ｱｶﾈ 上田市
7 5504 30分44秒 下村　文 ｼﾓﾑﾗ ｱﾔ 上田市
8 5509 31分02秒 櫻井　成美 ｻｸﾗｲ ﾅﾙﾐ 佐久市
9 5513 31分09秒 坂口　涼子 ｻｶｸﾞﾁ ﾘｮｳｺ 上田市

10 5501 32分13秒 北村　美味 ｷﾀﾑﾗ ﾐﾐ 佐久市
11 5506 33分03秒 下村　愛 ｼﾓﾑﾗ ｱｲ 上田市
12 5518 34分10秒 小山　梨奈 ｺﾔﾏ ﾘﾅ 佐久市 ダイレックス
13 5517 34分10秒 日向　由貴恵 ﾋﾅﾀ ﾕｷｴ 佐久市
14 5503 34分49秒 小林　麻衣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲ 上田市
15 5502 34分49秒 竹花　友里 ﾀｹﾊﾅ ﾕﾘ 上田市
16 5514 36分42秒 平倉　智子 ﾋﾗｸﾗ ﾄﾓｺ 千葉県
17 5519 37分03秒 岩月　香菜 ｲﾜﾂｷ ｶﾅ 佐久市
18 5516 40分24秒 山口　芳子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｺ 山梨県



第27回佐久市ハーフマラソン大会
全完走者

5km中学生男子 2017/10/15

順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 地区 備考
1 5703 17分54秒 菊地　洸希 ｷｸﾁ ｺｳｷ 立科町 佐久長聖中学

2 5720 18分06秒 北村　隆之介 ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久市 佐久長聖中学校

3 5719 18分22秒 新井　虎次郎 ｱﾗｲ ｺｼﾞﾛｳ 佐久市 佐久長聖中学校
4 5723 18分30秒 木村　歩峻 ｷﾑﾗ ﾎﾀﾞｶ 佐久市 佐久長聖中学校
5 5704 18分35秒 田口　紫音 ﾀｸﾞﾁ ｼｵﾝ 小諸市 軽井沢Ａ＆ＡＣ
6 5713 18分46秒 市川　和英 ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 佐久市 野沢中学校
7 5702 18分59秒 星野　龍二 ﾎｼﾉ ﾘｭｳｼﾞ 佐久穂町
8 5712 19分15秒 福島　翔太 ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 佐久市 野沢中学校

9 5716 19分19秒 三石　勇太 ﾐﾂｲｼ ﾕｳﾀ 佐久市 佐久東中学校
10 5714 19分37秒 田嶋　聡哲 ﾀｼﾞﾏ ｿｳﾃﾂ 佐久市 佐久東中学校
11 5715 19分38秒 飯田　悠誠 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｾｲ 佐久市 佐久東中学校
12 5724 19分40秒 風間　優佑 ｶｻﾞﾏ ﾕｳｽｹ 塩尻市 塩尻中学校
13 5721 19分52秒 宮崎　日向 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 佐久市 佐久長聖中学校
14 5722 20分01秒 並木　陸 ﾅﾐｷ ﾘｸ 軽井沢町 佐久長聖中学校
15 5709 20分04秒 柳澤　柑太 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 佐久市 中込中
16 5717 21分00秒 太田　京平 ｵｵﾀ ｷｮｳﾍｲ 佐久市 佐久東中学校
17 5710 21分16秒 戸蒔　来維 ﾄﾏｷ ﾗｲ 佐久市 中込中
18 5708 21分39秒 間島　聖 ﾏｼﾏ ﾋｼﾞﾘ 佐久市 中込中
19 5711 21分53秒 日向　耕佑 ﾋﾅﾀ ｺｳｽｹ 佐久市 中込中
20 5707 21分56秒 小宮山　登生 ｺﾐﾔﾏ ﾄｳｲ 佐久市 中込中
21 5701 23分58秒 三石　蓮 ﾐﾂｲｼ ﾚﾝ 佐久市
22 5705 25分17秒 依田　真叶 ﾖﾀﾞ ﾏﾅﾄ 佐久市 中込中
23 5706 25分17秒 渡辺　湧真 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ 佐久市 中込中



第27回佐久市ハーフマラソン大会
全完走者

3km中学生以上女子 2017/10/15

順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区 所属 備考
1 3010 11分29秒 市川　笑花 ｲﾁｶﾜ ｴﾐｶ 佐久市 野沢中学校 大会タイ
2 3011 11分39秒 渡邉　陽乃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ 佐久市 佐久東中学校

3 3014 13分00秒 竹花　碧乃 ﾀｹﾊﾅ ｱｵﾉ 佐久市 Ｔ＆Ｆ佐久平

4 3007 13分19秒 武藤　凜 ﾑﾄｳ ﾘﾝ 佐久市 中込中

5 3015 13分40秒 中嶋　愛佳 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 佐久市

6 3012 13分45秒 金井　祭 ｶﾅｲ ﾏﾂﾘ 佐久市

7 3006 13分55秒 野口　すみれ ﾉｸﾞﾁ ｽﾐﾚ 佐久市 中込中

8 3004 14分12秒 吉田　七海 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 佐久市 中込中

9 3002 14分12秒 内藤　愛絵 ﾅｲﾄｳ ﾏﾅｴ 佐久市 中込中

10 3005 15分11秒 中沢　綺良莉 ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 佐久市 中込中

11 3008 15分52秒 柳澤　瑞希 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｽﾞｷ 佐久市 中込中

12 3003 15分54秒 宮嶋　佑月 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ 佐久市 中込中

13 3001 18分02秒 吉澤　奈津代 ﾖｼｻﾞﾜ ﾅﾂﾖ 佐久市

14 3013 18分12秒 中野　華 ﾅｶﾉ ﾊﾅ 埼玉県

15 3009 19分19秒 渡辺　貴子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｺ 佐久市

16 3019 20分00秒 小須田　直子 ｺｽﾀﾞ ﾅｵｺ 埼玉県 こすだ整骨院

17 3017 20分37秒 有坂　美代子 ｱﾘｻｶ ﾐﾖｺ 佐久市

18 3018 20分56秒 香山　ゆきえ ｶﾔﾏ ﾕｷｴ 長野市



第27回佐久市ハーフマラソン大会
全完走者

3km小学生男子（5・6年生） 2017/10/15

順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区 所属 備考
1 3112 11分08秒 加藤　大雅 ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 佐久市 軽井沢A&AC; 大会新

2 3109 12分15秒 谷川　航太 ﾀﾆｶﾞﾜ ｺｳﾀ 群馬県

3 3101 12分25秒 金森　柊弥 ｶﾅﾓﾘ ｼｭｳﾔ 小海町 小海小学校
4 3106 12分57秒 中山　瑛生 ﾅｶﾔﾏ ｴｲｷ 佐久市 Ｔ＆Ｆ佐久平
5 3107 13分30秒 依田　魁星 ﾖﾀﾞ ｶｲｾｲ 佐久市 Ｔ＆Ｆ佐久平
6 3103 13分31秒 百塚　駿凛 ﾋｬｸﾂﾞｶ ｼｭﾝﾘ 佐久市 オール佐久スポーツ少年団
7 3102 13分35秒 青木　陸登 ｱｵｷ ﾘｸﾄ 佐久市
8 3105 13分38秒 大工原　礼人 ﾀﾞｲｸﾊﾗ ｱﾔﾄ 佐久市
9 3111 13分52秒 平林　由至 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ 佐久市 切原小学校

10 3104 14分01秒 由井　晴陽 ﾕｲ ﾊﾙﾔ 佐久市
11 3110 20分55秒 香山　未來 ｶﾔﾏ ﾐﾗｲ 長野市



第27回佐久市ハーフマラソン大会
全完走者

3km小学生女子（5・6年生） 2017/10/15

順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区 所属 備考
1 3209 14分33秒 風間　唯花 ｶｻﾞﾏ ﾕｶ 塩尻市 塩尻東小学校

2 3203 15分30秒 井出　優奈 ｲﾃﾞ ﾕﾅ 佐久市 Ｔ＆Ｆ佐久平

3 3202 15分42秒 東海林　優心花 ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕﾐｶ 佐久市 Ｔ＆Ｆ佐久平
4 3204 15分42秒 宮川　紗和 ﾐﾔｶﾞﾜ ｻﾜ 佐久市 Ｔ＆Ｆ佐久平
5 3208 16分23秒 小平　星空 ｺﾀﾞｲﾗ ｾﾗ 佐久市 白山大権現
6 3205 17分55秒 櫻井　琴羽 ｻｸﾗｲ ｺﾄﾊ 佐久市 泉小学校
7 3201 19分12秒 沖浦　夢花 ｵｷｳﾗ ﾕﾒｶ 佐久市



第27回佐久市ハーフマラソン大会
全完走者

1.5km小学生男子（1年生） 2017/10/15

順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区 所属 備考
1 104 7分23秒 中村　怜唯 ﾅｶﾑﾗ ﾚｲ 佐久市

2 105 8分06秒 油井　龍之介 ﾕｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久市

3 106 8分29秒 倉澤　新 ｸﾗｻﾜ ｱﾗﾀ 佐久穂町 佐久穂町立佐久穂小学校

4 102 8分46秒 花里　祥希 ﾊﾅｻﾞﾄ ｼｮｳｷ 佐久市
5 103 9分06秒 白井　柚羽 ｼﾗｲ ﾕｳ 東御市 和小学校
6 101 9分39秒 小林　琉維 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙｲ 佐久市



第27回佐久市ハーフマラソン大会
全完走者

1.5km小学生男子（2年生） 2017/10/15

順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区 所属 備考
1 206 6分47秒 青木　洋登 ｱｵｷ ﾋﾛﾄ 佐久市

2 214 6分55秒 若杉　慶太 ﾜｶｽｷﾞ ｹｲﾀ 佐久市

3 213 6分56秒 金子　哲大 ｶﾈｺ ﾃｯﾀ 佐久市 Ｔ＆Ｆ佐久平
4 203 7分01秒 箕輪　勇人 ﾐﾉﾜ ﾊﾔﾄ 佐久市
5 204 7分05秒 林　大洋 ﾊﾔｼ ﾀｲﾖｳ 佐久市
6 216 7分13秒 高見澤　瑛太 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｴｲﾀ 佐久市 中佐都小学校
7 205 7分15秒 尾島　獅道 ｵｼﾞﾏ ｼﾄﾞｳ 軽井沢町
8 211 7分16秒 並木　想太 ﾅﾐｷ ｿｳﾀ 佐久市
9 209 7分19秒 百塚　衣吹 ﾋｬｸﾂﾞｶ ｲﾌﾞｷ 佐久市 オール佐久スポーツ少年団

10 201 7分21秒 登内　晴士 ﾄﾉｳﾁ ﾊﾙﾄ 伊那市
11 207 7分23秒 小池　秀吾 ｺｲｹ ｼｭｳｺﾞ 佐久市 中佐都小学校
12 208 7分26秒 百瀬　泰 ﾓﾓｾ ﾀｲ 佐久市
13 210 7分30秒 臼田　陽翔 ｳｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ 佐久市 オール佐久スポーツ少年団

14 212 7分43秒 黒澤　侑雅 ｸﾛｻﾜ ﾕｳｶﾞ 佐久市
15 215 8分07秒 井出　悠月 ｲﾃﾞ ﾕﾂﾞｷ 佐久市
16 992 8分13秒 工藤　晴慈 ｸﾄﾞｳ　ｾｲｼﾞ
17 202 9分05秒 関口　史 ｾｷｸﾞﾁ ﾌﾐ 佐久市 中込小学校
18 217 15分08秒 奥村　浩馬 ｵｸﾑﾗ ｺｳﾏ 佐久市 泉小学校



第27回佐久市ハーフマラソン大会
全完走者

1.5km小学生男子（3年生） 2017/10/15

順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区 所属 備考
1 308 6分37秒 風間　大輝 ｶｻﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 塩尻市 塩尻東小学校
2 310 7分00秒 関　煌仁 ｾｷ ｷﾗﾄ 佐久市

3 306 7分15秒 天野　夏樹之助 ｱﾏﾉ ﾅﾂｷﾉｽｹ 佐久市
4 302 7分18秒 櫻井　大治 ｻｸﾗｲ ﾀﾞｲｼﾞ 佐久市 泉小学校
5 301 7分23秒 木内　旬 ｷｳﾁ ｼｭﾝ 佐久市 佐久ドリーム
6 305 7分30秒 島崎　晃太朗 ｼﾏｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 軽井沢町 軽井沢中部小
7 304 7分34秒 中村　慧 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄ 佐久市
8 307 8分06秒 西澤　玲 ﾆｼｻﾞﾜ ﾚｲ 上田市 上田市立東塩田小学校
9 309 8分30秒 小須田　空飛 ｺｽﾀﾞ ｸｳﾄ 佐久穂町 小須田整体院



第27回佐久市ハーフマラソン大会
全完走者

1.5km小学生男子（4年生） 2017/10/15

順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区 所属 備考
1 404 6分26秒 上條　大成 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀﾞｲｾｲ 岡谷市

2 403 6分27秒 中澤　珀翔 ﾅｶｻﾞﾜ ﾊｸﾄ 佐久市 佐久浅間ＡＣ

3 409 6分34秒 中村　蓮 ﾅｶﾑﾗ ﾚﾝ 佐久市
4 406 6分41秒 中澤　煌牙 ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｶﾞ 佐久市 Ｔ＆Ｆ佐久平
5 405 6分49秒 甘利　悠馬 ｱﾏﾘ ﾕｳﾏ 佐久市
6 402 7分01秒 竹内　勇椅 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｲ 佐久市
7 401 7分46秒 関口　賛 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｽｸ 佐久市 中込小学校
8 407 7分51秒 大井　優翔 ｵｵｲ ﾕｳﾄ 佐久市 Ｔ＆Ｆ佐久平
9 408 8分41秒 佐原　雅玖 ｻﾊﾗ ｶﾞｸ 佐久市 Ｔ＆Ｆ佐久平



第27回佐久市ハーフマラソン大会
全完走者

1.5km小学生男子（5年生） 2017/10/15

順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区 所属 備考
1 506 5分29秒 金子　倖大 ｶﾈｺ ｺｳﾀ 佐久市 Ｔ＆Ｆ佐久平

2 508 5分58秒 竹内　睦喜 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 佐久市 Ｔ＆Ｆ佐久平

3 504 6分08秒 荻野　惺也 ｵｷﾞﾉ ｾｲﾔ 佐久市
4 502 6分20秒 小須田　翔 ｺｽﾀﾞ ｶｹﾙ 佐久市 中佐都小学校
5 505 6分25秒 山本　祐弥 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 佐久市 Ｔ＆Ｆ佐久平
6 509 6分35秒 丸山　桔平 ﾏﾙﾔﾏ ｷｯﾍﾟｲ 佐久市 Ｔ＆Ｆ佐久平
7 503 6分49秒 小山　柊冴 ｺﾔﾏ ｼｭｳｶﾞ 佐久市 オール佐久スポーツ少年団

8 501 7分09秒 土屋　春喜 ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ 佐久市
9 507 7分28秒 田中　紫月 ﾀﾅｶ ｼﾂﾞｷ 佐久市 Ｔ＆Ｆ佐久平

10 510 8分01秒 大津山　光 ｵｵﾂﾔﾏ ｺｳ 御代田町 御代田南小学校



第27回佐久市ハーフマラソン大会
全完走者

1.5km小学生男子（6年生） 2017/10/15

順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区 所属 備考
1 610 5分05秒 高橋　拓士 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾄ 群馬県 アラマキッズ 大会新

2 991 5分12秒 伊藤　壮一郎 ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 小諸市 あさまねＳＣ

3 606 5分27秒 田下　輝稀 ﾀｼﾀ ｺｳｷ 佐久市 Ｔ＆Ｆ佐久平
4 611 5分44秒 飯島　千太郎 ｲｲｼﾞﾏ ｾﾝﾀﾛｳ 長野市 川中島ＪＲＣ
5 609 5分48秒 今泉　雄樹 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｳｷ 群馬県
6 603 5分53秒 菊池　優介 ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 佐久市 Ｔ＆Ｆ佐久平
7 605 6分17秒 百瀬　裕吏 ﾓﾓｾ ﾕｳﾘ 佐久市 Ｔ＆Ｆ佐久平
8 607 6分18秒 井出　博人 ｲﾃﾞ ﾋﾛﾄ 佐久市 Ｔ＆Ｆ佐久平
9 604 6分28秒 柳澤　透偉 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄｳｲ 佐久市 Ｔ＆Ｆ佐久平

10 601 6分43秒 中澤　奎翔 ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲﾄ 佐久市 オール佐久スポーツ少年団
11 608 6分53秒 中條　太智 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀｲﾁ 佐久市 Ｔ＆Ｆ佐久平
12 602 7分01秒 小林　珀琢 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｸ 佐久市 Ｔ＆Ｆ佐久平



第27回佐久市ハーフマラソン大会
全完走者

1.5km小学生女子（１年生） 2017/10/15

順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区 所属 備考
1 152 8分32秒 田下　叶望 ﾀｼﾀ ｶﾅﾐ 佐久市 佐久平浅間

2 151 9分07秒 新井　悠乃 ｱﾗｲ ﾕﾉ 佐久市



第27回佐久市ハーフマラソン大会
全完走者

1.5km小学生女子（2年生） 2017/10/15

順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区 所属 備考
1 262 7分17秒 今泉　優奈 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕﾅ 群馬県

2 259 7分17秒 濱口　萌衣 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾒｲ 佐久市 臼田小学校

3 252 7分51秒 小山　星来 ｺﾔﾏ ｾｲﾗ 佐久市 オール佐久スポーツ少年団

4 255 8分01秒 川上　瑞詠 ｶﾜｶﾐ ﾐｽﾞｴ 佐久市 野沢小学校
5 251 8分07秒 吉澤　楽南 ﾖｼｻﾞﾜ ﾗﾅ 佐久市 平根小学校
6 257 8分09秒 角田　愛子 ﾂﾉﾀﾞ ｱｲｺ 佐久市
7 258 8分09秒 大工原　思帆 ﾀﾞｲｸﾊﾗ ｼﾎ 佐久市
8 256 8分10秒 天野　さつき ｱﾏﾉ ｻﾂｷ 佐久市
9 261 8分54秒 清水　美那 ｼﾐｽﾞ ﾐﾅ 佐久市

10 254 8分56秒 藤沢　舞桜 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｵ 長和町 長門小学校
11 260 8分57秒 井出　杏奈 ｲﾃﾞ ｱﾝﾅ 佐久市 Ｔ＆Ｆ佐久平
12 253 9分12秒 藤沢　美桜 ﾌｼﾞｻﾜ ﾐｵ 長和町 長門小学校



第27回佐久市ハーフマラソン大会
全完走者

1.5km小学生女子（3年生） 2017/10/15

順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区 所属 備考
1 355 7分23秒 中村　心美 ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾐ 佐久市

2 354 7分29秒 沖浦　果花 ｵｷｳﾗ ﾐﾊﾅ 佐久市

3 353 7分35秒 柳澤　悠花 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾙｶ 佐久市 高瀬小学校
4 357 7分46秒 宮澤　歩希 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾎﾏﾚ 群馬県 群馬県駒寄小
5 352 7分49秒 渡辺　琴羽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾊ 佐久市
6 356 7分55秒 油井　ひなの ﾕｲ ﾋﾅﾉ 佐久市
7 351 8分04秒 櫻井　清亜 ｻｸﾗｲ ｾｲｱ 佐久市 泉小学校
8 358 8分29秒 河野　愛生 ｶﾜﾉ ｱｲ 山梨県 高根清里小
9 359 8分36秒 小須田　暖乃 ｺｽﾀﾞ ﾉﾉ 埼玉県 こすだ整骨院



第27回佐久市ハーフマラソン大会
全完走者

1.5km小学生女子（4年生） 2017/10/15

順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区 所属 備考
1 455 6分22秒 高橋　彩花 ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ 上田市 真田クラブ

2 451 7分31秒 吉澤　友楽 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕﾗ 佐久市 平根小学校

3 452 7分36秒 平林　ゆきの ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾉ 佐久市 オール佐久スポーツ少年団

4 453 7分50秒 天野　ちなつ ｱﾏﾉ ﾁﾅﾂ 佐久市
5 454 8分32秒 白井　星凪 ｼﾗｲ ｾﾅ 東御市 和小学校



第27回佐久市ハーフマラソン大会
全完走者

1.5km小学生女子（5年生） 2017/10/15

順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区 所属 備考
1 552 6分42秒 川上　珠実 ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ 佐久市 野沢小学校

2 551 7分21秒 臼田　紗菜 ｳｽﾀﾞ ｻﾅ 佐久市 オール佐久スポーツ少年団



第27回佐久市ハーフマラソン大会
全完走者

1.5km小学生女子（6年生） 2017/10/15

順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区 所属 備考
1 993 5分33秒 酒井　あいか ｻｶｲ ｱｲｶ 小諸市 あさまねＳＣ 大会新
2 653 6分16秒 山本　紗帆 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ 佐久市 Ｔ＆Ｆ佐久平

3 652 6分26秒 橋本　春花 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 佐久市 Ｔ＆Ｆ佐久平

4 651 6分30秒 石垣　美心 ｲｼｶﾞｷ ﾐﾋﾛ 佐久市 Ｔ＆Ｆ佐久平
5 654 8分13秒 米山　未莉 ﾖﾈﾔﾏ ﾐﾘ 佐久市 佐久平浅間


