
 

2018 SUZAKA HALF MARATHON/ 17 
－ 17 －               No.1343-1361追加修正

No. 氏 名 住 所 所 属 No. 氏 名 住 所 所 属 

1133 小布施 智久 須坂市  1141 高久 陽介 長野市  

1134 今井 暁 小諸市  1142 三沢 祐介 長野市  

1135 米村 典久 長野市  1143 平松 卓也 長野市  

1136 池田 昌彦 長野市  1144 大谷 和弘 長野市  

1137 山岸 大庫 東京都  1145 上原 大輔 中野市  

1138 杉谷 明史 須坂市  1146 田村 公一 長野市  

1139 下條 司 長野市  1147 大川 純一 千曲市 ＡＳＴＲＯ 

1140 吉田 広人 東京都  1148 澤田 優太 飯山市  

30歳代⼥⼦ 

No. 氏 名 住 所 所 属 No. 氏 名 住 所 所 属 

1201 越 絢野 須坂市   1219 丸山 貴美子 長野市  

1202 山田 由利子 須坂市   1220 川村 紗緒里 長野市  

1203 長澤 桃子 長野市   1221 山本 沙織 山ノ内町 

1204 西村 真由美 長野市   1222 中山 朋子 須坂市  

1205 小林 和子 小布施町 1223 坂口 美穂 長野市  

1206 清水 美帆 上田市   1224 小林 真由美 長野市  

1207 鈴木 めぐみ 長野市 とくましか 1225 宮澤 睦美 千曲市  

1208 田中 香織 長野市   1226 高島 綾子 飯山市  

1209 片桐 実里 中野市 北信総合病院 1227 諏訪戸 友紀 長野市  

1210 田幸 智恵 須坂市   1228 山岸 久美 長野市  

1211 高田 祥子 長野市 テルメドーム 1229 藤岡 宏恵 長野市  

1212 大矢 千種 長野市   1230 葭原 真由美 安曇野市 チームノコゾウ 

1213 春原 澄佳 中野市   1231 居村 久美子 愛知県  

1214 秋山 育美 福岡県   1232 藤澤 香織 長野市  

1215 宮澤 朋余 長野市 古里ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 1233 田中 沙織 長野市 長野県 

1216 大谷 和美 石川県   1234 野村 知可 長野市 ラバルバ 

1217 市川 美緒 中野市   1235 澤田 里香 飯山市  

1218 笠井 奈津美 長野市   1236 楢本 夕奈 須坂市  

29歳以下男子 

No. 氏 名 住 所 所 属 No. 氏 名 住 所 所 属 

1301 新井 悠介 須坂市   1332 荒川 伸慎 長野市   

1302 丸山 貴 須坂市   1333 青木 滉貴 長野市   

1303 小池 龍介 中野市   1334 清水 良平 長野市   

1304 込山 雄貴 長野市   1335 島田 龍太 長野市 ラバルバ 

1305 牧 航平 東京都   1336 関澤 拓也 長野市 更北ジュニアＢＣ 

1306 松澤 和哉 松本市 ツーちゃん’Ｓ 1337 阿部 貴幸 飯山市 リヴァイア産 

1307 竹村 太一 須坂市   1338 岡田 直純 須坂市   

1308 山田 伸治 長野市 富士通楽走会 1339 山本 佳弘 長野市   

1309 原 和弘 長野市 富士通楽走会 1340 丸山 和己 須坂市 長野日本無線 

1310 徳竹 昂紀 須坂市   1341 伊藤 輝 愛知県 マルイチ産商 

1311 山田 翔 飯山市   1342 小渕 裕也 高山村  

1312 青木 広葉 長野市   1343 尾倉 拓真 長野市 信州大学 

1313 鈴木 真 長野市 環境のミヤマ 1344 宮嵜 陽平 長野市  

1314 井上 真吾 長野市 環境のミヤマ 1345 赤木 大地 高山村  

1315 大日向 桂祐 長野市 ●おびーず。 1346 山崎 遼 小布施町  

1316 丸山 恭平 長野市   1347 友野 広大 長野市  

1317 清水 康平 富山県   1348 武田 洋一 東京都 学びの部屋 

1318 村澤 俊樹 小谷村 小谷村 1349 岡田 壮史 須坂市  

1319 丸山 航平 中野市 長野銀行 1350 トゥン ヴー 長野市  

1320 小橋 幸平 中野市   1351 山口 聖也 山ノ内町 中野西高校英語科 

1321 菊池 史哉 神奈川県  1352 柳澤 和也 須坂市 長野県信用組合 

1322 椎葉 湧一朗 伊那市 信州大学大学院 1353 大澤 力哉 長野市  

1323 寺坂 光史 須坂市   1354 渡辺 洸 小布施町  

1324 山崎 義明 佐久市   1355 滝口 大智 松本市 信州大学 

1325 諏訪 琢眞 千曲市 オリオン機械 1356 月原 基晴 須坂市  

1326 山本 啓将 山ノ内町 中野立志舘高校 XC 1357 清野 敬史 新潟県  

1327 関 悠人 中野市 オリオン機械 1358 山本 翔太 松本市 Ｊ＆Ｊ 

1328 飯野 拓真 長野市   1359 鎌原 龍三 長野市  

1329 島田 秀也 佐久市   1360 小田切 祐太 須坂市  

1330 白川 友一 須坂市 須坂上高井駅伝部 1361 島田 海 長野市 小林脳神経外科病院 

1331 田中 遼太郎 長野市       


