
一般エントリー ３０，５７８

優先出場枠

国外参加ランナー ９５３

出場権付きツアー参加者 ３６０

障がいのある方 １４７

申込者合計 ３２，０３８

男 子 女 子 合 計

出走者数 ９，１２１ ２，６９８ １１，８１９

完走者数 ８，８８０ ２，５６７ １１，４４７

◆申込者数

◆出走・完走者数

完走率 ９６．９％

金沢マラソン2015 大会結果

◆年代別出走・完走者数

男子 女子

出走者 完走者 出走者 完走者

２９歳以下 ８１３ ７９３ ２３５ ２２０

３０歳台 ２，２１７ ２，１６２ ６６５ ６２７

４０歳台 ３，０５７ ２，９７９ ９６８ ９３１

５０歳台 ２，１０３ ２，０６０ ６１８ ５９２

６０歳台 ８０５ ７７１ １９２ １７８

７０歳以上 １２６ １１５ ２０ １９



順 位 氏 名 都道府県 所属団体 タイム

１ 一花 建 石川県 あえの風 2:28:24

２ 三輪 真之 石川県 Stylish 2:28:33

３ 和田 瞬 石川県 TEAM白山 2:30:50

４ 薮谷 忠大 大阪府 蒼穹クラブ 2:31:55

５ 鈴木 聖夫 愛知県 クラブＲ２東日本 2:32:20

６ 宮川 浩太 東京都 ｅＡ東京 2:33:38

７ 若林 孝哉 石川県 2:34:17

８ 外池 快太郎 東京都 東京陸協 2:35:58

◆総合男子・入賞者

◆総合女子・入賞者

順 位 氏 名 都道府県 所属団体 タイム

１ 藤澤 舞 北海道 作.AC北海道 2:53:22

２ 安川 沙弥香 大阪府 ランバディ 2:54:32

３ 遠藤 麻美 東京都 東京陸協 3:00:35

４ 松本 華南子 石川県 3:03:42

５ 遠藤 由加理 京都府 京都陸協 3:06:21

６ 畝本 紗斗子 石川県 金沢ＡＣ 3:07:33

７ 浦辺 彰子 福岡県 福岡陸協 3:07:43

８ 柳澤 裕子 新潟県 上越市陸上競技協会 3:08:28

※ 都道府県については、日本陸連登録ランナーは登録陸協、一般ランナーは所在地を表記。

※「総合男子」･･････ ロシア選手2名の記録抹消に伴い順位繰上げ。

☆印は一般ランナー

☆

☆

☆



◆男子年代別･入賞者

部門 順位 氏 名 都道府県 所属団体 記録

２９歳以下の部

1 岩田 一希 大阪府 ＧＲｌａｂ 2:36:31

2 笠川 康平 福井県 恐竜不動産・恐竜労務オフィス 2:36:42

3 深津 庸 石川県 金沢大学 2:36:58

4 南端 一摩 京都府 立命館同好会 2:38:40

5 竹村 直太 石川県 金沢大学 2:38:46

6 高沢 圭輔 石川県 Stylish 2:39:18

３０歳代の部

1 浦 広樹 神奈川県 川崎市陸上競技協会 2:42:43

2 川本 晃司 山口県 山陽小野田陸協 2:43:02

3 新井 亨 東京都 チームやっすん 2:43:49

4 中里 綾介 東京都 JP日本郵政グループ東京 2:45:20

5 浜上 貴志 石川県 ＴＥＡＭ白山 2:47:26

6 廣瀬 昌宏 石川県 ジュピターＲＣ 2:47:34

４０歳代の部

1 河村 孝幸 宮城県 たんぽぽＲＣ 2:38:05

2 武岡 秀樹 石川県 ジュピターＲＣ 2:43:31

3 野本 智司 兵庫県 裏六甲サブスリー会 2:44:36

4 井久保 雅徳 石川県 金沢自衛隊 2:45:42

5 村上 寛之 神奈川県 川崎市陸協 2:46:57

6 小暮 勇一 東京都 2:47:02

５０歳代の部

1 清原 誠 大阪府 ＷｉｎｄＲｕｎ 2:53:54

2 木下 孝浩 富山県 2:56:37

3 大富 宏一 石川県 加賀トライアスロンクラブ 2:58:41

4 中川 雄博 愛媛県 愛媛県済美高校教員 2:59:14

5 岩名地 総 千葉県 千葉陸協 2:59:25

6 河村 力男 福井県 福井陸協 2:59:32

６０歳代の部

1 臼井 伸夫 愛知県 あいち健康の森走遊会 3:08:14

2 藤原 博 島根県 松江市陸協 3:09:55

3 桧山 和成 茨城県 つくば陸協 3:16:21

4 山下 政義 石川県 ジュピターＲＣ 3:17:54

5 中澤 正彦 東京都 ＡＶＲＣ東京 3:19:20

6 濱田 誠 埼玉県 パイオニアＲＣ 3:22:49

７０歳以上の部

1 中田 征男 北海道 3:31:08

2 江川 力平 東京都 明走会 3:41:57

3 堅田 宗光 石川県 堅田通商 3:48:07

4 平子 昭蔵 北海道 3:48:32

5 猪飼 紀一 愛知県 eA愛知 3:54:10

6 茂木 秀樹 東京都 フル１００回楽走会 3:57:44

※都道府県については、日本陸連登録ランナーは登録陸協、一般ランナーは所在地を表記しています。

※年代別入賞者は総合１～８位入賞者を除くランナーが対象となります。



◆女子年代別･入賞者

部門 順位 氏 名 都道府県 所属団体 記録

２９歳以下の部

1 白方 冬美 秋田県 秋田大学医学部陸上部 3:20:57 

2 伊藤 裕乃 三重県 3:28:19

3 上田 愛 東京都 3:31:49

4 橋爪 悠希 石川県 3:31:50

5 稲置 汐里 石川県 3:34:06

6 石栗 杏子 埼玉県 ホノマラ 3:37:19

３０歳代の部

1 林 美里 石川県 Stylish 3:10:10

2 田端 りん 北海道 ハノハノ陸上部 3:11:08

3 岡本 るみ子 石川県 金沢ＡＣ 3:14:26

4 若林 理子 石川県 3:16:45

5 中町 彩 石川県 3:19:12

6 赤井 文 東京都 明走会 3:23:13

４０歳代の部

1 長谷川 規子 東京都 東京陸協 3:18:02

2 永井 佳代 岐阜県 チーム福丸 3:18:36

3 岩瀬 佳奈 京都府 3:23:17

4 原田 晴美 滋賀県 滋賀陸協 3:23:57

5 冨永 愛 東京都 3:24:39

6 本田 さおり 富山県 なんちゃＲＣ 3:26:12

５０歳代の部

1 折戸 小百合 石川県 ジュピターＲＣ 3:17:12

2 木村 真由美 石川県 ジュピターＲＣ 3:19:29

3 布野 直江 石川県 ジユピターＲＣ 3:23:25

4 宇留間 花代 大阪府 大阪長居ＡＣ 3:24:56

5 木津 衣代 東京都 3:26:13

6 坂田 和恵 石川県 ジュピターＲＣ 3:27:43

６０歳代の部

1 渡邊 敏子 神奈川県 フル百回楽走会 3:39:15

2 中村 京子 宮城県 宮城陸協 3:47:52

3 八木 久美子 新潟県 新潟ランとも 3:56:52

4 瀬戸 明美 石川県 野々市走ろう会 4:00:53

5 新田 津基子 大阪府 ウィンドラン 4:01:20

6 平山 悦子 東京都 東京陸協 4:03:21

７０歳以上の部

1 山崎 久美子 東京都 4:34:07

2 貞山 良子 兵庫県 4:58:27

3 駒井 キミ子 石川県 羽咋走ろう会 5:11:38

4 海野 美智子 東京都 ＴＡＣ 5:12:01

5 平岡 朝子 京都府 5:23:23

6 北岡 香代子 福岡県 5:36:47

※都道府県については、日本陸連登録ランナーは登録陸協、一般ランナーは所在地を表記しています。

※年代別入賞者は総合１～８位入賞者を除くランナーが対象となります。


