
                               
 

「横浜マラソン 2016」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  順位 氏名 記録 

1位 井間 智希 ２時間４１分４４秒  1位 長澤 千夏 ５時間０３分１３秒 

2位 石田 龍生 ２時間４４分３９秒  2位 塩塚 咲希 ５時間１６分２６秒 

3位 福田 直史 ２時間５７分３１秒  3位 大島 梓 ５時間４６分３９秒 

 

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

順位 氏名 記録  順位 氏名 記録 

1位 三野 貴史 ２時間２６分４１秒  1位 乗松 祐里 ３時間０６分１０秒 

2位 黒田 雄紀 ２時間３０分５４秒  2位 阿萬 香織 ３時間０７分４８秒 

3位 小林 季生 ２時間３０分５９秒  3位 枝元 香菜子 ３時間０８分０２秒 

 

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

順位 氏名 記録  順位 氏名 記録 

1位 小山 祐太 ２時間２５分１0秒  1位 Leah Daugherty ２時間５０分３７秒 

2位 依田 崇弘 ２時間２６分１２秒  2位 風見 節子 ３時間０２分２１秒 

3位 小泉 淳 ２時間２８分１７秒  3位 斉藤 明日佳 ３時間０５分３１秒 

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

順位 氏名 記録  順位 氏名 記録 

1位 久保 健二 ２時間３７分 0１秒  1位 Major Tina ３時間００分３３秒 

2位 村井 涼 ２時間３８分３４秒  2位 大谷 祐美 ３時間０８分０４秒 

3位 深澤 洋志 ２時間４０分４０秒  3位 李 美映 ３時間０９分４８秒 

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

順位 氏名 記録  順位 氏名 記録 

1位 小池 克彦 ２時間５２分３７秒  1位 荒山 悦子 ３時間１８分１７秒 

2位 松田 史 ２時間５３分５８秒  2位 長田 哲 ３時間２０分５５秒 

3位 明智 孝之 ２時間５７分０６秒  3位 石黒 美由紀 ３時間２２分２７秒 

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

順位 氏名 記録  順位 氏名 記録 

1位 竹田 隆夫 ３時間０７分４２秒  1位 澤野 富美子 ３時間５１分０２秒 

2位 米沢 由志美 ３時間１７分２１秒  2位 木内 郁子 ３時間５１分１４秒 

3位 品 吉治 ３時間１９分２２秒  3位 高月 慶子 ３時間５１分４５秒 

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

順位 氏名 記録  順位 氏名 記録 

1位 江川 力平 ３時間３３分２９秒  1位 黒澤 和子 ４時間４６分３２秒 

2位 小池 憲一 ３時間５１分２６秒  2位 中野 千恵子 ５時間３０分３２秒 

3位 林 元義 ３時間５２分２２秒  3位 西尾 淑子 ５時間３２分１１秒 

 
◇80歳～89歳 

順位 氏名 記録 

1位 村岸 正祥 ５時間１３分０６秒 

2位 安川 邦夫 ５時間２５分０８秒 
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「横浜マラソン 2016」年代別ランキング 

 

※記録はネットタイムを掲載 

 １０ｋｍ（男子）                 １０ｋｍ（女子）                  
 

◇20歳未満                     ◆20歳未満 

順位 氏名 記録  順位 氏名 記録 

1位 下林 耕大 ４６分１６秒  1位 南田 里奈      ５４分０４秒 

2位 高橋 健太 ４８分３７秒  2位 能登谷 瑞紗 1時間０５分１０秒 

3位 飯野 由 ５４分０３秒  3位 能登谷 綾香 1時間０５分１１秒 

 

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

順位 氏名 記録  順位 氏名 記録 

1位 大橋 哲 ３８分１５秒  1位 岡崎 彩乃 ５０分０３秒 

2位 平澤 友樹 ４０分３０秒  2位 鷲崎 友美 ５０分３９秒 

3位 寉見 季和 ４５分１４秒  3位 中村 麻里奈 ５１分５１秒 

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

順位 氏名 記録  順位 氏名 記録 

1位 足立 裕也 ３５分３１秒  1位 児玉 智子 ４８分１８秒 

2位 坂下 大樹 ４１分０７秒  2位 湯浅 理恵    ５１分３７秒 

3位 北山 智基 ４１分４４秒  3位 菊地 友貴 ５１分５９秒 

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

順位 氏名 記録  順位 氏名 記録 

1位 荻原 英聖 ４３分２９秒  1位 鴛海 まり ５０分５８秒 

2位 三井 純一 ４３分５０秒  2位 よこさわ ちかこ ５１分３３秒 

3位 前田 隆人 ４５分４０秒  3位 北村 文乃 ５２分５１秒 

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

順位 氏名 記録  順位 氏名 記録 

1位 岡本 和則 ４３分１４秒  1位 磐下 ちか子 ４９分５２秒 

2位 寺﨑 達也 ４６分１０秒  2位 板橋 さち子    ５２分０３秒 

3位 朝田 信雄 ４６分３９秒  3位 冨永 京子 ５２分１３秒 

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

順位 氏名 記録  順位 氏名 記録 

1位 木曽 正明 ４２分１７秒  1位 川崎 洋子 ４９分５０秒 

2位 須田 勝 ４６分５６秒  2位 五十嵐 薫 ５６分０３秒 

3位 横山 茂 ４９分３５秒  3位 給田 雅子 ５７分２４秒 

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

順位 氏名 記録  順位 氏名 記録 

1位 藤森 冨男 ５４分２６秒  1位 島田 伊代子 １時間０３分３３秒 

2位 渡邊 喜久男 ５８分０６秒  2位 富岡 玲子  １時間１１分０５秒  

3位 足立 武 ５９分５３秒  3位 池田 朱實 1時間２４分 04秒 
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