
「横浜マラソン2019」年代別ランキング 

※記録はネットタイムを掲載 

フルマラソン（男子）                フルマラソン（女子）              

◇20歳未満                      ◆20歳未満                       

順位 氏名 記録 

1位 熊部 賢寿 2時間49分50秒 

2位 寺見 奏 3時間08分12秒 

3位 金子 朋嗣 3時間14分11秒 

 
 
◇20歳～29歳                     ◆20歳～29歳 

順位 氏名 記録 

1位 門出 康孝 2時間21分29秒 

2位 井下 裕貴 2時間22分18秒 

3位 庄子 将 2時間29分46秒 

 

◇30歳～39歳                                          ◆30歳～39歳 

順位 氏名 記録 

1位 曽宮 道 2時間23分14秒 

2位 坂口 享 2時間28分44秒 

3位 冨高 一成 2時間35分16秒 

 
◇40歳～49歳                     ◆40歳～49歳 

順位 氏名 記録 

1位 深澤 洋志 2時間39分37秒 

2位 筒井 優吉 2時間39分42秒 

3位 斉藤 和也 2時間45分56秒 

 

◇50歳～59歳                     ◆50歳～59歳 

順位 氏名 記録 

1位 佐藤 暢一 2時間53分25秒 

2位 宮本 和久 2時間54分28秒 

3位 川野 雅博 2時間55分08秒 

 
◇60歳～69歳                     ◆60歳～69歳 

順位 氏名 記録 

1位 太田 正明 3時間12分12秒 

2位 岡本 豪 3時間15分46秒 

3位 東出 明 3時間18分42秒 

 
◇70歳～79歳                     ◆70歳～79歳 

順位 氏名 記録 

1位 岩佐 保男 3時間26分55秒 

2位 吉岡 定夫 3時間53分46秒 

3位 佐竹 博 3時間56分18秒 

 
◇80歳～89歳 

順位 氏名 記録 

1位 鎌田 義孝 4時間11分14秒 

2位 佐々木 清 4時間38分28秒 

3位 金澤 明望 5時間53分57秒 

 
横浜マラソン組織委員会事務局                     〒231-0015 横浜市中区尾上町6-81 

順位 氏名 記録 

1位 伴 早知子 3時間54分59秒 

2位 小野寺 千瑛 4時間00分19秒 

3位 小澤 こはる ４時間29分11秒 

順位 氏名 記録 

1位 樋口 穂南 2時間57分27秒 

2位 田島 美加 3時間09分01秒 

3位 杉原 梨華 3時間16分18秒 

順位 氏名 記録 

1位 後藤 沙織 3時間07分13秒 

2位 正木 美緒 3時間07分18秒 

3位 成田 真弓 3時間09分22秒 

順位 氏名 記録 

1位 風見 節子 2時間56分50秒 

2位 上原 由紀 3時間12分35秒 

3位 石井 靖子 3時間17分11秒 

順位 氏名 記録 

1位 林 久美子 3時間22分40秒 

2位 岡 里美 3時間23分27秒 

3位 下名迫 鈴子 3時間25分26秒 

順位 氏名 記録 

1位 山中 洋子 3時間42分39秒 

2位 津山 多賀代 3時間55分38秒 

3位 永岡 善美 3時間56分35秒 

順位 氏名 記録 

1位 木村 むつ 4時間22分39秒 

2位 三浦 幸子 4時間36分24秒 

3位 池上 洋子 4時間38分40秒 



「横浜マラソン2019」年代別ランキング 

※記録はネットタイムを掲載 

1/7フルマラソン（男子）              1/7フルマラソン（女子）              

◇20歳未満                      ◆20歳未満 

順位 氏名 記録 

1位 早川 健太 25分20秒 

2位 福村 正樹 26分34秒 

3位 岩崎 秀直 27分37秒 

 
◇20歳～29歳                     ◆20歳～29歳 

順位 氏名 記録 

1位 安部 淳也 19分14秒 

2位 高橋 涼輔 25分14秒 

3位 林 祐輝 27分05秒 

 

◇30歳～39歳                                          ◆30歳～39歳 

順位 氏名 記録 

1位 白井 秀樹 19分45秒 

2位 中村 慎之介 19分53秒 

3位 河野 祐介 21分37秒 

 
◇40歳～49歳                     ◆40歳～49歳 

順位 氏名 記録 

1位 二宮 誠堂 21分24秒 

2位 澤田 有史 22分50秒 

3位 柳沢 重之 24分17秒 

 

◇50歳～59歳                     ◆50歳～59歳 

順位 氏名 記録 

1位 丸山 勇 22分32秒 

2位 岩澤 英徳 25分09秒 

3位 河村 浩孝 25分47秒 

 
◇60歳～69歳                     ◆60歳～69歳 

順位 氏名 記録 

1位 織裳 敏夫 28分45秒 

2位 浦野 鉄男 32分04秒 

3位 角端 博人 32分31秒 

 
◇70歳～79歳                     ◆70歳～79歳 

順位 氏名 記録 

1位 長濱 正和 29分03秒 

2位 工藤 幸夫 31分56秒 

3位 飯田 実 32分56秒 
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順位 氏名 記録 

1位 有原 夏七美 23分58秒 

2位 鈴木 まりあ 30分09秒 

3位 高橋 美希 30分55秒 

順位 氏名 記録 

1位 加藤 舞子 26分38秒 

2位 鈴木 舞 30分34秒 

3位 柳瀬 愛可 31分27秒 

順位 氏名 記録 

1位 萬羽 あゆ子 32分00秒 

2位 三上 萌奈美 32分24秒 

3位 中泉 優佳 33分01秒 

順位 氏名 記録 

1位 岩原 恵理香 24分35秒 

2位 山上 久美子 28分28秒 

3位 山本 美香 28分34秒 

順位 氏名 記録 

1位 本原 昌美 28分54秒 

2位 鈴木 真由美 29分58秒 

3位 服部 麻友巳 30分41秒 

順位 氏名 記録 

1位 川崎 江理子 30分22秒 

2位 金井 伸子 33分26秒 

3位 小川 裕子 35分55秒 

順位 氏名 記録 

1位 藤川 ヒデ子 48分19秒 

2位 落合 和子 48分54秒 

3位 高柳 洋子 51分57秒 


