
第35回まつえレディースハーフマラソン
Ⅱ部 10km男子（30歳代･40歳代の部）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 7710 中村勇太 ﾅｶﾑﾗﾕｳﾀ 島根 益田市陸協 34分25秒
2 7758 安成 健司 ﾔｽﾅﾘ ｹﾝｼﾞ 山口 長岡塾 34分42秒
3 7726 立石慎一 ﾀﾃｲｼｼﾝｲﾁ 島根 平田東RC 35分10秒
4 7702 山根武広 ﾔﾏﾈﾀｹﾋﾛ 島根 松江市陸協 35分32秒
5 7852 飯塚　求 ｲｲﾂｶ ﾓﾄﾑ 島根 平田東RC 36分27秒
6 7742 中尾直哉 ﾅｶｵﾅｵﾔ 鳥取 36分33秒

7 7773 戸山 卓也 ﾄﾔﾏ ﾀｸﾔ 島根 豊連走 36分34秒

8 7704 狩野悦朗 ｶﾘﾉｴﾂﾛｳ 島根 松江陸上クラブ 36分51秒

9 7797 田中 宏幸 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ 島根 ごうぎんクラブ 36分54秒

10 7734 山口一之 ﾔﾏｸﾞﾁｶｽﾞﾕｷ 鳥取 竜ケ山クラブ 37分08秒

11 7786 松浦 一史 ﾏﾂｳﾗ ｶｽﾞﾌﾐ 広島 ごうぎんクラブ 37分23秒

12 7762 岩田 雄平 ｲﾜﾀ ﾕｳﾍｲ 島根 松江消防 38分05秒

13 7804 岸 孝史 ｷｼ ﾀｶｼ 島根 西ノ島ＲＣ 38分36秒

14 7772 長府 潤 ﾁｮｳﾌ ｼﾞｭﾝ 島根 西ノ島ＲＣ 38分55秒

15 7712 松崎理泰 ﾏﾂｻﾞｷﾏｻﾋﾛ 島根 東出雲体協 38分58秒

16 7796 都田 哲司 ﾐﾔｺﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ 島根 空調職人 39分24秒

17 7824 吉岡 和哉 ﾖｼｵｶ ｶｽﾞﾔ 島根 吉岡ＲＣ 39分31秒

18 7764 勝田 仁 ｶﾂﾀﾞ ﾋﾄｼ 岡山 39分32秒

19 7839 今川　洋介 ｲﾏｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ 島根 出雲市防災安全協会 39分50秒

20 7836 松原 篤史 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱﾂｼ 鳥取 王子製紙 39分56秒

21 7819 遠藤 清和 ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾖｶｽﾞ 広島 39分59秒

22 7849 大島　孝志 ｵｵｼﾏ ﾀｶｼ 島根 大福工業(株) 40分05秒

23 7780 錦織 誠治 ﾆｼｺｵﾘ ｾｲｼﾞ 島根 斐川ＡＣ 40分08秒

24 7738 安食剛志 ｱｼﾞｷﾂﾖｼ 島根 平田走ろう会 40分13秒

25 7728 宮脇　隆 　 島根 チームタスキ 40分21秒

26 7720 高橋一成 ﾀｶﾊｼｶｽﾞﾅﾘ 島根 ごうぎんクラブ 40分25秒

27 7794 百瀬 彰宏 ﾓﾓｾ ｱｷﾋﾛ 鳥取 40分32秒

28 7802 片寄 博幸 ｶﾀﾖｾ ﾋﾛﾕｷ 島根 40分33秒

29 7776 是津 一成 ｾﾞｯﾂ ｶｽﾞﾅﾘ 島根 西ノ島ＲＣ 40分40秒

30 7838 吉野 誠 ﾖｼﾉ ﾏｺﾄ 島根 ほのちゃんＲＣ 40分45秒

31 7759 津嶋 亮史 ﾂｼﾏ ﾘｮｳｼﾞ 岡山 松江市陸協 40分50秒

32 7853 佐々木　哲平 ｻｻｷ ﾃｯﾍﾟｲ 島根 40分56秒

33 7826 嘉藤 信一 ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁ 島根 42分29秒

34 7746 松本太一 ﾏﾂﾓﾄﾀｲﾁ 島根 Team　Free 42分37秒

35 7811 池永 義将 ｲｹﾅｶﾞ ﾖｼﾏｻ 島根 42分57秒

36 7851 福間　康二 ﾌｸﾏ ｺｳｼﾞ 島根 42分58秒

37 7787 三好 清凡 ﾐﾖｼ ｷﾖﾁｶ 島根 43分42秒

38 7760 曽田 健一 ｿﾀ ｹﾝｲﾁ 東京 日本分光 43分50秒

39 7791 遠藤 稔幸 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾕｷ 島根 南比津 43分58秒

40 7718 後藤裕志 ｺﾞﾄｳﾋﾛｼ 島根 44分00秒

41 7769 奥本 正之 ｵｸﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 島根 西ノ島ＲＣ 44分07秒

42 7745 田辺泰章 ﾀﾅﾍﾞﾔｽｱｷ 島根 ベッチインパクト 44分12秒

43 7847 鶴田　賢一 ﾂﾙﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 島根 孝新丸 44分25秒

44 7725 尾原智彦 ｵﾊﾞﾗﾄﾓﾋｺ 島根 44分28秒

45 7740 浜田大輔 ﾊﾏﾀﾞﾀﾞｲｽｹ 島根 44分33秒

46 7753 門脇克憲 ｶﾄﾞﾜｷｶﾂﾉﾘ 島根 44分40秒

47 7790 永瀬 輝樹 ﾅｶﾞｾ ﾃﾙｷ 島根 大田市 44分44秒

48 7823 平木 洋輔 ﾋﾗｷﾞ ﾖｳｽｹ 島根 44分47秒

49 7793 川勝 敏 ｶﾜｶﾂ ｻﾄｼ 京都 44分51秒

50 7810 日野 誠 ﾋﾉ ﾏｺﾄ 島根 チーム四中 44分56秒

51 7730 角田浩介 ｽﾐﾀｺｳｽｹ 島根 44分57秒

52 7783 杉原 康治 ｽｷﾞﾊﾗ ｺｳｼﾞ 愛媛 松江ランナーＳ 45分15秒

53 7815 植田 知徳 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 島根 45分18秒

54 7737 成相修一 ﾅﾘｱｲｼｭｳｲﾁ 島根 45分25秒

55 7722 竹内正彦 ﾀｹｳﾁﾏｻﾋｺ 島根 ジョイフルフィットネスクラブ 45分32秒

56 7854 福山　直樹 ﾌｸﾔﾏ ﾅｵｷ 島根 松江赤十字病院 45分49秒

57 7701 西中文仁 ﾆｼﾅｶﾌﾞﾝｼﾞ 広島 安芸高田市陸協 45分50秒

58 7708 矢田　実 ﾔﾀ ﾐﾉﾙ 島根 ジェイ・オー・ファーマ 45分55秒

59 7821 門脇 輝昌 ｶﾄﾞﾜｷ ﾃﾙﾏｻ 島根 46分10秒

60 7739 今若和司 ｲﾏﾜｶｶｽﾞｼ 島根 46分26秒

61 7813 安達 廷和 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶｶｽﾞ 島根 46分26秒

62 7784 石川 順一 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 島根 ΗΜС 46分28秒
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63 7752 蔭山和英 ｲﾝﾔﾏｶｽﾞﾋﾃﾞ 島根 46分36秒

64 7716 長野高明 ﾅｶﾞﾉﾀｶｱｷ 島根 46分47秒

65 7765 中村 英介 ﾅｶﾑﾗ ｴｲｽｹ 島根 47分14秒

66 7833 川上 球司 ｶﾜｶﾐ ｷｭｳｼﾞ 島根 カナツ技建 47分19秒

67 7831 橋本 浩 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｼ 島根 47分30秒

68 7816 松永 博治 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾛﾊﾙ 山口 47分31秒

69 7832 門脇 正明 ｶﾄﾞﾜｷ ﾏｻｱｷ 島根 47分32秒

70 7848 野津　隆幸 ﾉﾂ ﾀｶﾕｷ 島根 47分34秒

71 7767 渡邉 正 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ 島根 47分41秒

72 7717 松本健治 ﾏﾂﾓﾄｹﾝｼﾞ 島根 NOSAI島根 47分46秒

73 7707 神田敏行 ｶﾝﾀﾞﾄｼﾕｷ 島根 47分56秒

74 7809 岩田 将澄 ｲﾜﾀ ﾏｻｽﾞﾐ 島根 リコージャパン 48分18秒

75 7732 藤井幹典 ﾌｼﾞｲﾐｷﾉﾘ 島根 48分31秒

76 7822 春木 裕史 ﾊﾙｷ ﾋﾛｼ 島根 ヤマト運輸㈱ 48分39秒

77 7754 高見康裕 ﾀｶﾐﾔｽﾋﾛ 島根 ジョイフルフィットネスクラブ 48分40秒

78 7805 今本 致博 ｲﾏﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 島根 48分43秒

79 7705 木村和宏 ｷﾑﾗｶｽﾞﾋﾛ 島根 48分48秒

80 7763 笠井 泰士 ｶｻｲ ﾀｲｼﾞ 島根 中国財務局ＲＣ 49分19秒

81 7743 増田将人 ﾏｽﾀﾞﾏｻﾄ 島根 50分02秒

82 7711 宇田川　誠 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 広島 50分23秒

83 7750 平井謙太 ﾋﾗｲｹﾝﾀ 島根 50分56秒

84 7814 田中 泰昌 ﾀﾅｶ ﾔｽﾏｻ 島根 51分06秒

85 7735 小川　昌 ｵｶﾞﾜ ｱﾂｼ 島根 51分19秒

86 7820 高田 俊哉 ｺｳﾀﾞ ﾄｼﾔ 島根 山陰ランクラブ 51分28秒

87 7766 原田 哲也 ﾊﾗﾀﾞ ﾃﾂﾔ 兵庫 51分28秒

88 7827 河内 大輔 ｶﾜｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 島根 51分47秒

89 7828 田中 俊一 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｲﾁ 島根 51分47秒

90 7741 須田佳孝 ｽﾀﾞﾖｼﾀｶ 島根 51分49秒

91 7842 井本　英 ｲﾓﾄ ｽｸﾞﾙ 鳥取 52分02秒

92 7817 井上 則肇 ｲﾉｳｴ ﾉﾘﾄｼ 島根 山陰ランクラブ 52分04秒

93 7706 三原優人 ﾐﾊﾗﾏｻﾄ 島根 徳島根 52分10秒

94 7724 原　周司 ﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ 島根 まめランナーズ 52分15秒

95 7723 大塚　徹 ｵｵﾂｶ ﾄｵﾙ 島根 52分16秒

96 7744 松本清文 ﾏﾂﾓﾄｷﾖﾌﾐ 島根 52分18秒

97 7818 田村 知大 ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 島根 52分20秒

98 7781 多久和 真悟 ﾀｸﾜ ｼﾝｺﾞ 島根 島根富士通 52分22秒

99 7792 原 啓一朗 ﾊﾗ ｹｲｲﾁﾛｳ 島根 52分41秒

100 7825 吉田 進 ﾖｼﾀﾞ ｽｽﾑ 島根 ＫＣ 52分49秒

101 7785 大橋 正信 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾉﾌﾞ 島根 松江清心養護 52分55秒

102 7749 松尾和巳 ﾏﾂｵｶｽﾞﾐ 島根 53分01秒

103 7795 原 昌紀 ﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ 島根 53分10秒

104 7733 石倉研司 ｲｼｸﾗｹﾝｼﾞ 島根 304エンジニア 53分18秒

105 7727 長澤直樹 ﾅｶﾞｻﾜﾅｵｷ 島根 53分28秒

106 7803 鈴木 輝一 ｽｽﾞｷ ﾃﾙｶｽﾞ 岡山 岡山赤十字病院 53分36秒

107 7800 坂本 徹 ｻｶﾓﾄ ﾄｵﾙ 島根 国保連合会 54分03秒

108 7715 森廣泰章 ﾓﾘﾋﾛﾔｽｱｷ 島根 54分16秒

109 7751 渡部拓也 ﾜﾀﾅﾍﾞﾀｸﾔ 島根 54分22秒

110 7812 山本 祐一 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 島根 54分26秒

111 7779 三木 輝久 ﾐｷ ﾃﾙﾋｻ 島根 54分44秒

112 7755 安田正明 ﾔｽﾀﾞﾏｻｱｷ 島根 54分53秒

113 7778 西村 元宏 ﾆｼﾑﾗ ﾓﾄﾋﾛ 島根 セコム山陰 55分07秒

114 7782 石原 司朗 ｲｼﾊﾗ ｼﾛｳ 島根 島根富士通 55分11秒

115 7835 高橋 潤 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 島根 55分18秒

116 7841 北脇　学 ｷﾀﾜｷ ﾏﾅﾌﾞ 島根 55分36秒

117 7806 内田 淳 ｳﾁﾀﾞ ｱﾂｼ 島根 遊走民 55分49秒

118 7789 小室 範明 ｺﾑﾛ ﾉﾘｱｷ 島根 島根国保連合会 56分03秒

119 7846 亀山　克朗 ｶﾒﾔﾏ ｶﾂﾛｳ 鳥取 56分25秒

120 7777 森田 修之 ﾓﾘﾀ ﾅｵﾕｷ 広島 57分00秒

121 7774 景山 智央 ｶｹﾞﾔﾏ ﾄﾓｵ 島根 島根富士通 57分04秒

122 7761 三谷 英弘 ﾐﾀﾆ ﾋﾃﾞﾋﾛ 島根 サンセロ 57分27秒

123 7808 平塚 洋介 ﾋﾗﾂｶ ﾖｳｽｹ 島根 サンインボルト 57分29秒

124 7829 上代 知也 ｼﾞｮｳﾀﾞｲ ﾄﾓﾅﾘ 島根 57分33秒
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125 7788 平野 賢治 ﾋﾗﾉ ｹﾝｼﾞ 島根 58分05秒

126 7850 浴畑　心 ｻｺﾊﾀ ｼﾝ 島根 58分10秒

127 7714 安田　登 ﾔｽﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 島根 58分30秒

128 7844 嘉藤　修 ｶﾄｳ ｵｻﾑ 愛知 58分38秒

129 7731 野津敏明 ﾉﾂﾄｼｱｷ 島根 59分09秒

130 7770 林 光彦 ﾊﾔｼ ﾐﾂﾋｺ 神奈川 59分13秒

131 7729 内田貴之 ｳﾁﾀﾞﾀｶﾕｷ 島根 まめランナーズ 59分35秒

132 7801 藤井 健望 ﾌｼﾞｲ ｹﾝﾓﾂ 島根 Ｔ・Ｃ・Ｃ 59分39秒

133 7747 長野裕二 ﾅｶﾞﾉﾕｳｼﾞ 島根 1時間00分06秒

134 7721 島根治郎 ｼﾏﾈｼﾞﾛｳ 島根 1時間00分33秒

135 7840 錦織　邦安 ﾆｼｷｵﾘ ｸﾆﾔｽ 島根 1時間01分40秒

136 7719 岩田健治 ｲﾜﾀｹﾝｼﾞ 島根 1時間02分25秒
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