
第35回まつえレディースハーフマラソン
Ⅱ部 10km男子（29歳以下の部）結果

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 7626 三賀森 智哉 ﾐｶﾓﾘ ﾄﾓﾔ 島根 益田市陸協 32分16秒
2 7663 藤原　裕貴 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 島根 32分38秒
3 7641 西尾 武士 ﾆｼｵ ﾀｹｼ 鳥取 自衛隊米子 33分38秒
4 7640 村上 貴亮 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｱｷ 島根 チームタスキ 33分51秒
5 7647 遠藤 正陽 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾊﾙ 島根 益田高等学校 34分24秒
6 7651 大隅 壮一郎 ｵｵｽﾐ ｿｳｲﾁﾛｳ 広島 広島県立高陽東高等学校 34分24秒

7 7618 奥田政弘 ｵｸﾀﾞﾏｻﾋﾛ 鳥取 自衛隊米子 34分43秒

8 7674 沖田　翼 ｵｷﾀ ﾂﾊﾞｻ 広島 広島県立高陽東高等学校 34分54秒

9 7630 勝平 裕太 ｶﾂﾋﾗ ﾕｳﾀ 兵庫 雲南市陸協 35分16秒

10 7601 山根成陽 ﾔﾏﾈﾅﾙﾋﾛ 島根 松江北高等学校 35分51秒

11 7667 清水　脩 ｼﾐｽﾞ ｼｭｳ 広島 広島県立高陽東高等学校 35分51秒

12 7608 中本　岳 ﾅｶﾓﾄ ﾀｹﾙ 広島 広島修道大学 35分56秒

13 7652 月輪 浩之 ﾂｷﾜ ﾋﾛﾕｷ 島根 島根AC 35分59秒

14 7672 塩田　幸希 ｴﾝﾀ ｺｳｷ 広島 広島県立高陽東高等学校 36分19秒

15 7611 高橋友也 ﾀｶﾊｼﾄﾓﾔ 島根 平田高等学校 36分23秒

16 7673 宮藤　優樹 ﾐﾔﾌｼﾞ ﾕｳｷ 広島 広島県立高陽東高等学校 36分32秒

17 7648 彌重 太一 ﾔｼｹﾞ ﾀｲﾁ 島根 益田高等学校 36分41秒

18 7666 宮崎　駿 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｹﾙ 広島 広島県立高陽東高等学校 36分47秒

19 7639 別木 政彦 ﾍﾞｯｷ ﾏｻﾋｺ 島根 島根大学 36分58秒

20 7670 森繁　佑気 ﾓﾘｼｹﾞ ﾕｳｷ 広島 広島県立高陽東高等学校 37分00秒

21 7633 都田 諒磨 ﾐﾔｺﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 島根 松江東高校 37分24秒

22 7610 柏井陽太 ｶｼﾜｲﾖｳﾀ 島根 松江工業高等学校 37分50秒

23 7616 藤井隆仁 ﾌｼﾞｲﾘｭｳﾄ 広島 広島修道大学 37分54秒

24 7646 國谷 康人 ｸﾆﾀﾆ ﾔｽﾋﾄ 鳥取 38分03秒

25 7623 伊藤 秀幸 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 島根 松江市陸協 38分16秒

26 7642 秋田 康平 ｱｷﾀ ｺｳﾍｲ 島根 松江市 38分18秒

27 7669 森川　荘良太 ﾓﾘｶﾜ ｿﾗﾀ 広島 広島県立高陽東高等学校 38分19秒

28 7609 金坂裕貴 ｶﾈｻｶﾋﾛｷ 島根 矢上高等学校 38分25秒

29 7671 中村　祐介 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 広島 広島県立高陽東高等学校 38分25秒

30 7606 薮木　勇 ﾔﾌﾞｷ ｲｻﾑ 島根 旭ジョガーズ 38分28秒

31 7668 中野　和哉 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾔ 広島 広島県立高陽東高等学校 39分11秒

32 7605 横田昇太朗 ﾖｺﾀｼｮｳﾀﾛｳ 島根 40分04秒

33 7607 福間正太郎 ﾌｸﾏｼｮｳﾀﾛｳ 島根 千鳥印刷（株） 40分12秒

34 7627 稲田 享介 ｲﾅﾀ ｷｮｳｽｹ 島根 40分39秒

35 7617 河合雄太 ｶﾜｲﾕｳﾀ 島根 40分58秒

36 7625 伊藤 恭平 ｲﾄｳ ｷｮｳﾍｲ 島根 41分13秒

37 7653 新宅 和貴 ｼﾝﾀｸ ｶｽﾞｷ 島根 42分04秒

38 7615 福間太一 ﾌｸﾏﾀｲﾁ 島根 松江南高等学校 42分32秒

39 7619 岡本光平 ｵｶﾓﾄｺｳﾍｲ 島根 チームタスキ 42分35秒

40 7602 稲村和也 ｲﾅﾑﾗｶｽﾞﾔ 島根 稲村工業 42分43秒

41 7644 長谷川 豊 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾀｶ 鳥取 鳥取銀行ＲＣ 43分10秒

42 7624 塚崎 大貴 ﾂｶｻｷ ﾋﾛｷ 福井 44分14秒

43 7657 下見　祐人 ｼﾀﾐ ﾕｳﾄ 島根 45分44秒

44 7604 徳島　也 ﾄｸｼﾏ ﾅﾘ 島根 会社員 46分04秒

45 7613 勝部貴大 ｶﾂﾍﾞﾀｶﾋﾛ 島根 46分32秒

46 7665 小林　竜大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾋﾛ 島根 46分44秒

47 7620 青木孝裕 ｱｵｷﾀｶﾋﾛ 島根 47分25秒

48 7650 佐藤 隆弘 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 島根 47分27秒

49 7621 井上竜基 ｲﾉｳｴﾀﾂｷ 島根 47分30秒

50 7664 川本　真之介 ｶﾜﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ 島根 48分26秒

51 7628 立原 和弥 ﾀﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 島根 島根富士通 48分27秒

52 7622 白川綾祐 ｼﾗｶﾜﾘｮｳｽｹ 島根 49分41秒

53 7637 田中 文哉 ﾀﾅｶ ﾌﾐﾔ 島根 49分44秒

54 7659 國石　洋 ｸﾆｲｼ ﾋﾛｼ 鳥取 49分49秒

55 7656 小川　峰 ｵｶﾞﾜ ﾀｶｼ 島根 51分00秒

56 7603 新田凌平 ﾆｯﾀﾘｮｳﾍｲ 島根 52分28秒

57 7660 山口　拓也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 鳥取 52分58秒

58 7662 西海　篤史 ﾆｼｳﾐ ｱﾂｼ 鳥取 54分58秒

59 7629 渡野 佑馬 ﾜﾀﾉ ﾕｳﾏ 島根 島根富士通 55分15秒

60 7636 森口 達也 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 島根 55分31秒

61 7649 吉岡 駿 ﾖｼｵｶ ﾊﾔﾄ 鳥取 56分42秒

62 7643 大蘆 伸昂 ｵｱｼ ﾉﾌﾞﾀｶ 島根 57分02秒

63 7631 城 惣吉 ｼﾛ ｿｳｷﾁ 島根 島根大学 58分21秒

64 7661 大坪　弘育 ｵｵﾂﾎﾞ ｺｳｽｹ 島根 島根大学 1時間00分53秒

65 7614 田中元基 ﾀﾅｶﾓﾄｷ 島根 1時間01分01秒

66 7645 上野 永輔 ｳｴﾉ ｴﾌ 鳥取 1時間04分35秒
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