
松川村年末マラソン歴代優勝者

大会記録
種目 氏名 所属 記録 開催年（回）

高校生以上女子3000m 宮澤花奈実 松本深志高校1年 11分8秒 H29（20回）

40歳以上女子3000m 松沢加奈子 小谷村 12分24秒 H30（21回）

40歳以上男子3000m 百瀬　州一 安曇野市駅伝部 10分07秒 H22（13回）

60歳以上男子3000m 古畑　武利 波田町 11分59秒 H18（9回）

中学生女子3000m 小山　莉那 菅野中3年 10分47秒 H28（19回）

中学生男子3000m 今滝　春彦 仁科台中2年 9分54秒 H22（13回）

小学生女子2000m 齋藤　奏絵 諏訪ＦＡ　6年 7分32秒 H29（20回）

小学生男子2000m 丸山　直生 山形小6年 6分47秒 H30（21回）

高校生以上生男子5000m 薛　玄太郎 大町高1年 16分32秒 H25（16回）

歴代優勝者
種目
高校生以上女子3000m 荒毛杏奈 美麻村 11分22秒 宮澤美奈 池田町 20分50秒 深井由花 松川村 13分56秒

40歳以上女子3000m - - - 百瀬久子 松川村 12分10秒 井本伸子 松川村 13分30秒

40歳以上男子3000m - - - 寺島道男 松川村 9分41秒 三村　茂 松本市 8分42秒

60歳以上男子3000m - - - 勝家　宏 松川村 6分32秒 勝家　宏 松川村 6分23秒

中学生女子3000m 榛葉麻宮 松川中1年 14分29秒 榛葉麻宮 松川中2年 11分37秒 茅野紗代子 松川中2年 11分21秒

中学生男子3000m - - - 森田　稔 7分54秒 山田誠洋 松川中1年 9分5秒

小学生女子2000m - - - 榛葉沙弥香 松川小4年 7分13秒 中牧三佳 松川小6年 7分16秒

小学生男子2000m - - - 寺島工人 松川小5年 6分39秒 寺島工人 松川小6年 6分38秒

高校生以上生男子5000m 西澤俊彦 穂高中2年 18分0秒 花岡博文 松川村 14分15秒 高嶋　学 穂高町 14分50秒

種目
高校生以上女子3000m 北原佳奈 大町高2年 12分48秒 - - - - - -

40歳以上女子3000m 狩野真里 大町市 13分23秒 - - - 久保田やす子 チームのこのこ 15分51秒

40歳以上男子3000m 菅澤克人 大町市 11分42秒 - - - 三村　茂 松本市 10分53秒

60歳以上男子3000m 勝家　宏 松川村 13分14秒 - - - 勝家　宏 松川村 13分9秒

中学生女子3000m 佐々木彩花 美幌中1年 13分17秒 - - - 榛葉　沙弥香 松川中1年 12分34秒

中学生男子3000m 山田誠洋 松川中2年 12分2秒 - - - 滝沢　祐哉 松川中2年 12分15秒

小学生女子2000m 榛葉沙弥香 松川小6年 9分24秒 - - - 柏原　麻祐 松川小5年 8分46秒

小学生男子2000m 吉田直也 穂高北小6年 8分38秒 - - - 津金　寛彦 堀金小4年 7分31秒

高校生以上生男子5000m 西澤紀元 大町市 16分36秒 - - - - - -

種目
高校生以上女子3000m 藤原仁美 明科かけっこクラブ 15分25秒 藤井信子 安曇野市 13分31秒 藤井信子 安曇野市 12分45秒

40歳以上女子3000m 鳥羽佳子 明科かけっこクラブ 13分50秒 佐藤豊子 松川村 15分3秒 - - -

40歳以上男子3000m 滝沢　泉 松川村健走会 12分27秒 百瀬州一 南安陸協 10分16秒 百瀬州一 安曇野市陸協 10分39秒

60歳以上男子3000m 船田静雄 豊科町 13分57秒 菅澤克人 大町市 12分17秒 古畑武利 波田町 11分59秒

中学生女子3000m 星野えりか 付属松本中1年 14分6秒 飯嶋諒子 松川中1年 13分26秒 飯嶋諒子 松川中2年 13分1秒

中学生男子3000m 髙橋元希 穂高西中1年 11分10秒 井口孝史 松川中2年 11分21秒 渡島康太 松川中1年 11分2秒

小学生女子2000m 猿田風美 堀金小5年 8分8秒 飯嶋まりこ 松川小5年 8分11秒 飯嶋まりこ 松川小6年 7分40秒

小学生男子2000m 津金寛彦 堀金小5年 7分24秒 新　遼吾 松川小5年 7分50秒 新　遼吾 松川小6年 7分8秒

高校生以上生男子5000m 平林竜一 長野高専1年 18分1秒 - - - - - -

※1　第1回大会は20歳代女子3000m、10歳代女子3000m、10歳代
　男子5000m
※2　第2回大会は高校生以上女子4000m、40歳以上女子2400m、
　40歳以上男子2400m、60歳以上1600m、小学生女子1600m、小
　学生男子1600m、高校生以上男子4000m
※3　第3回大会は40歳以上女子2400m、40歳以上男子2400m、60
 歳以上1600m、小学生女子1600m、小学生男子1600m、高校生以
 上男子4000m

H10(1回）※1 H11(2回）※2 H12(3回）※3

H13(4回） H14(5回）大雪で中止 H15(6回）

H16(7回） H17(8回） H18(9回）



種目
高校生以上女子3000m 藤井信子 安曇野市 12分26秒 藤井信子 安曇野市 13分1秒 - - -

40歳以上女子3000m 吉田貴子 大町市 16分41秒 清水由美 松川村 14分44秒 三澤美幸 安曇野市 16分26秒

40歳以上男子3000m 百瀬州一 安曇野市駅伝部 10分17秒 菊池敏男 松川村 12分33秒 清水　浩 大町市 13分9秒

60歳以上男子3000m 菅澤克人 大町市 12分11秒 滝沢　泉 松川村健走会 12分10秒 菅澤克人 大町市 12分34秒

中学生女子3000m 中村亜砂美 松川中1年 12分19秒 山口菜月 大町第一中 11分57秒 中村亜砂美 松川中3年 12分14秒

中学生男子3000m 長岡千豪 堀金中2年 10分5秒 新　遼吾 松川中2年 10分20秒 北沢良平 仁科台中2年 10分25秒

小学生女子2000m 甲斐澤葉月 松川小3年 8分58秒 北沢朱里 松川小3年 9分36秒 薛　崚子 松川小4年 9分9秒

小学生男子2000m 渡島寛己 松川小6年 7分26秒 薛玄太郎 松川小5年 7分37秒 薛玄太郎 松川小6年 7分18秒

高校生以上生男子5000m 丸山　充 松川村アスリートクラブ 17分55秒 丸山　充 松川村アスリートクラブ 18分10秒 榛葉雄大 松川村アスリートクラブ 18分44秒

種目
高校生以上女子3000m 小穴春花 松本市 13分58秒 薛　収子 松川村 14分41秒 一瀬桃花 松川村 16分5秒

40歳以上女子3000m 小穴こづ江 松本市 13分30秒 小穴こず江 松本市 13分25秒 小穴こず江 松本市 12分53秒

40歳以上男子3000m 百瀬州一 安曇野市駅伝部 10分07秒 入江敦彦 ろぐちゃんＲＣ 10分58秒 入江敦彦 ラスティックRC　 11分13秒

60歳以上男子3000m 滝沢　泉 松川村健走会 12分50秒 滝沢　泉 松川村 12分47秒 滝沢　泉 松川村健走会 12分38秒

中学生女子3000m 松井利恵 仁科台中2年 11分56秒 丸山瑞稀 仁科台中1年 12分47秒 黒川真由香 大町第一中1年 11分27秒

中学生男子3000m 今滝春彦 仁科台中2年 9分54秒 今滝春彦 仁科台中3年 9分58秒 真島雅季 松川中2年 10分7秒

小学生女子2000m 北沢朱里 松川小5年 8分17秒 薛　崚子 松川小6年 8分2秒 白澤優里佳 松川小4年 9分46秒

小学生男子2000m 真島雅季 松川小6年 7分00秒 宮下隼輔 明南小3年 8分9秒 高橋一輝 大町小6年 7分49秒

高校生以上生男子5000m 波多野悠人 創造学園高校3年 17分54秒 鎌倉洋介 ＡＬＳＯＫ 17分0秒 入江敦彦 ラスティックRC 18分48秒

種目
高校生以上女子3000m 三村静香 松本市 11分53秒 － － － － － －

40歳以上女子3000m 小穴こず江 松本市 13分29秒 渡邊佳寿恵 松川村アスリートクラブ 17分34秒 薛　収子 松川村アスリートクラブ 15分29秒

40歳以上男子3000m 中澤俊喜 とよのランナーズ 10分25秒 鳥羽一彦 明科かけっこクラブ 11分16秒 一瀬博行 松川村アスリートクラブ 11分42秒

60歳以上男子3000m 遠藤俊行 ZEROランニングクラブ 12分55秒 遠藤俊行 ZEROランニングクラブ 13分0秒 遠藤俊行 ZEROランニングクラブ 12分43秒

中学生女子3000m 赤羽ゆり華 やまびこランニングクラブ 11分10秒 原田千鶴 菅野中2年 10分58秒 宮澤花奈実 菅野中2年 11分9秒

中学生男子3000m 長谷川潤 大町第一中2年 10分9秒 櫻井心路 菅野中1年 10分46秒 小澤大輝 穂高東中3年 9分58秒

小学生女子2000m 宮澤実亜 川中島JRC 7分38秒 上條 舞 明科かけっこクラブ6年 8分3秒 荻久保結野 北安松川小5年 8分49秒

小学生男子2000m 田中仁之輔 アベベ駅伝クラブ 7分8秒 薛 哲平 北安松川小6年 7分25秒 大塚悠剛 安曇野かけっこクラブ5年 7分20秒

高校生以上生男子5000m 薛玄太郎 大町高1年 16分32秒 西澤賢信 NAGANO　AC 18分56秒 薛玄太郎 大町高校3年 16分40秒

種目
高校生以上女子3000m 松澤杏奈 白馬かけっこクラブ 13分8秒 宮澤花奈実 松本深志高校1年 11分8秒 宮澤花奈実 松本深志高校2年 11分20秒

40歳以上女子3000m 中野敏子 13分40秒 松澤杏奈 白馬かけっこクラブ 13分21秒 松沢加奈子 小谷村 12分24秒

40歳以上男子3000m 一瀬博行 松川村アスリートクラブ 11分25秒 一瀬博行 松川村アスリートクラブ 11分35秒 百瀬州一 安曇野市駅伝部 10分46秒

60歳以上男子3000m 遠藤俊行 ZEROランニングクラブ 13分6秒 遠藤俊行 ZEROランニングクラブ 13分15秒 遠藤俊行 ZEROランニングクラブ 13分29秒

中学生女子3000m 小山莉那 菅野中3年 10分47秒 下澤実央 白馬中 12分30秒 丸山莉央 菅野中2年 11分49秒

中学生男子3000m 櫻井心路 菅野中3年 9分56秒 薛　哲平 松川中3年 10分11秒 田所夢太郎 富士見中2年 10分11秒

小学生女子2000m 齋藤奏絵 諏訪ＦＡ5年 7分54秒 齋藤奏絵 諏訪ＦＡ　6年 7分32秒 松沢　意 白馬かけっこクラブ6年 7分36秒

小学生男子2000m 大塚悠剛 安曇野かけっこクラブ6年 7分0秒 横澤静也 松川小6年 7分6秒 丸山直生 山形小6年 6分47秒

高校生以上生男子5000m 小澤大輝 大町岳陽高１年 17分19秒 小澤大輝 大町岳陽高校 17分34秒 西澤賢信 17分40秒

H19(10回） H20(11回） H21(12回）

H28（19回） H29（20回） H30（21回）

H22（13回） H23（14回） H24（15回）

H25（16回） H26（17回） H27（18回）


