
「横浜マラソン2018」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                       

順位 氏名 記録 

1位 姫田 賢希 3時間25分25秒 

2位 峠 慎太郎 3時間33分45秒 

3位 越前 雄斗 3時間41分50秒 

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

順位 氏名 記録 

1位 須崎 裕也 2時間27分59秒 

2位 山口 拓海 2時間31分08秒 

3位 平 健吾 2時間31分39秒 

 

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

順位 氏名 記録 

1位 坂口 享 2時間27分31秒 

2位 小山 祐太 2時間28分13秒 

3位 依田 崇弘 2時間31分00秒 

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

順位 氏名 記録 

1位 村井 涼 2時間38分08秒 

2位 安澤 嘉崇 2時間40分02秒 

3位 福士 和俊 2時間42分59秒 

 

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

順位 氏名 記録 

1位 江頭 徹 2時間46分21秒 

2位 小池 克彦 2時間49分40秒 

3位 鈴木 章司 2時間52分19秒 

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

順位 氏名 記録 

1位 鎌倉 孝明 2時間59分47秒 

2位 山崎 雄一郎 3時間05分49秒 

3位 阿部 俊之 3時間08分53秒 

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

順位 氏名 記録 

1位 亀谷 博 4時間00分43秒 

2位 竹内 昭司 4時間04分37秒 

3位 能村 章 4時間08分47秒 

 
◇80歳～89歳 

順位 氏名 記録 

1位 浜尾 修身 5時間43分45秒 

2位 丸山 一男 5時間49分06秒 

3位 金澤 明望 6時間01分54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 Megan Johnston 3時間08分17秒 

2位 菅 夏樹 3時間08分40秒 

3位 辻 麻結子 3時間16分39秒 

順位 氏名 記録 

1位 風見 節子 3時間00分21秒 

2位 杉山 登貴美 3時間02分06秒 

3位 漆原 啓子 3時間11分27秒 

順位 氏名 記録 

1位 三沢 明子 3時間17分07秒 

2位 蒲池 香織 3時間18分07秒 

3位 斎藤 真美 3時間21分37秒 

順位 氏名 記録 

1位 福田 素子 3時間17分36秒 

2位 両角 敬子 3時間17分59秒 

3位 鹿又 直美 3時間26分19秒 

順位 氏名 記録 

1位 末岡 澄子 3時間46分52秒 

2位 土師 重美 3時間51分52秒 

3位 清野 きぬ 3時間52分45秒 

順位 氏名 記録 

1位 橋口 里美 4時間45分26秒 

2位 中林 能子 4時間46分29秒 

3位 松本 泰子 5時間00分35秒 



「横浜マラソン2018」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 国分 柊颯 28分31秒 

2位 浦田 進之介 33分07秒 

3位 今井 颯大 34分27秒 

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

順位 氏名 記録 

1位 安部 淳也 19分26秒 

2位 原田 翔平 20分29秒 

3位 井間 智希 20分51秒 

 

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

順位 氏名 記録 

1位 下島 千明 20分48秒 

2位 塩幡 健太郎 21分14秒 

3位 一之瀬 陽 23分10秒 

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

順位 氏名 記録 

1位 丸山 勇 23分01秒 

2位 澤田 有史 23分03秒 

3位 ペ ヒデ 23分57秒 

 

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

順位 氏名 記録 

1位 中野 晃裕 27分15秒 

2位 長谷川 雅彦 27分25秒 

3位 北條 勇 27分38秒 

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

順位 氏名 記録 

1位 青田 良一 32分22秒 

2位 栗木 敏朗 33分16秒 

3位 相澤 隆 34分22秒 

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

順位 氏名 記録 

1位 後藤 哲也 32分21秒 

2位 増渕 秀夫 37分21秒 

3位 木浪 光雄 37分35秒 
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順位 氏名 記録 

1位 大越 紗代 31分39秒 

2位 村上 満美 33分38秒 

3位 江袋 有葵 34分46秒 

順位 氏名 記録 

1位 山口 美遥 31分28秒 

2位 相本 亜利紗 32分03秒 

3位 大村 早苗 32分03秒 

順位 氏名 記録 

1位 児玉 智子 28分24秒 

2位 貴村 比沙子 29分46秒 

3位 ライ チャン 32分27秒 

順位 氏名 記録 

1位 岩原 恵理香 24分27秒 

2位 小原 綾子 27分30秒 

3位 西島 美子 29分17秒 

順位 氏名 記録 

1位 鈴木 えり香 28分49秒 

2位 鈴木 正子 29分29秒 

3位 江幡 佳子 31分39秒 

順位 氏名 記録 

1位 岡本 清美 34分30秒 

2位 近藤 美子 35分04秒 

3位 市原 智子 36分24秒 

順位 氏名 記録 

1位 市川 さち子 40分45秒 

2位 篠原 昌代 44分03秒 

3位 三宅 崇代 57分31秒 


