
第36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 8205 三賀森 智哉 ﾐｶﾓﾘ ﾄﾓﾔ 島根 益田市陸協 31:46
2 8212 岩見 高尚 ｲﾜﾐ ﾀｶﾋｻ 山口 長門市陸協 31:48
3 8202 清水　昂志 ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ 島根 島根大学 32:50
4 8211 藤井 隆仁 ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳﾄ 広島 広島修道大学 33:00
5 8252 菅原 貴行 ｽｶﾞﾊﾗ ﾀｶﾕｷ 島根 加田組ＡＣ 33:24
6 8208 村上 貴亮 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｱｷ 島根 チームタスキ 33:36

7 8201 永井　雄 ﾅｶﾞｲ ﾕｳ 島根 島根大学 34:00

8 8206 勝平 裕太 ｶﾂﾋﾗ ﾕｳﾀ 兵庫 雲南市陸協 34:18

9 8237 柴田 一平 ｼﾊﾞﾀ ｲｯﾍﾟｲ 広島 匹見ジョイフル 34:27

10 8203 奥田政弘 ｵｸﾀﾞﾏｻﾋﾛ 鳥取 自衛隊米子 34:48

11 8207 坂根 智也 ｻｶﾈ ﾄﾓﾔ 島根 安来市陸協 34:51

12 8244 田阪 裕文 ﾀｻｶ ﾋﾛﾌﾐ 広島 赤い希望の花 35:07

13 8220 大西一史 ｵｵﾆｼｶｽﾞｼ 島根 35:19

14 8210 中本 岳 ﾅｶﾓﾄ ﾀｹﾙ 広島 広島修道大学 35:33

15 8204 伊藤 秀幸 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 島根 松江市陸協 36:07

16 8242 小竹原 崇行 ｺﾀﾞｹﾊﾗ ﾀｶﾕｷ 島根 チームたすき 36:39

17 8216 勝部優太 ｶﾂﾍﾞﾕｳﾀ 島根 Team U 37:35

18 8218 大橋一将 ｵｵﾊｼｶｽﾞﾏｻ 島根 柏崎RC 38:03

19 8234 塚崎 大貴 ﾂｶｻｷ ﾋﾛｷ 福井 41:12

20 8236 土江 健太 ﾂﾁｴ ｹﾝﾀ 島根 41:18

21 8255 石田 知洋 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 島根 41:27

22 8249 高力 徹 ｺｳﾘｷ ﾄｵﾙ 鳥取 41:28

23 8254 稲村 和也 ｲﾅﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 島根 41:29

24 8219 新宅和貴 ｼﾝﾀｸｶｽﾞｷ 島根 41:30

25 8256 藤原 剛 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾂﾖｼ 島根 41:35

26 8222 江藤雄紀 ｴﾄｳﾕｳｷ 島根 41:56

27 8217 牧村英明 ﾏｷﾑﾗﾋﾃﾞｱｷ 島根 42:05

28 8241 田川 元貴 ﾀｶﾞﾜ ｹﾞﾝｷ 広島 42:16

29 8243 長谷川 豊 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾀｶ 鳥取 42:35

30 8250 徳島 也 ﾄｸｼﾏ ﾅﾘ 島根 43:50

31 8253 稲垣 敬太 ｲﾅｶﾞｷ ｹｲﾀ 広島 アポロ 44:36

32 8223 山本龍一 ﾔﾏﾓﾄﾘｭｳｲﾁ 島根 チームHINOランナーズ 44:39

33 8231 篠田　諒 ｼﾉﾀﾞ ﾘｮｳ 島根 45:23

34 8260 長崎 博明 ﾅｶﾞｻｷ ﾋﾛｱｷ 島根 45:52

35 8230 橋野　秀 ﾊｼﾉ ｼｭｳ 島根 45:52

36 8235 立原 和弥 ﾀﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 島根 島根富士通 45:56

37 8240 ハンター ジャック ﾊﾝﾀｰ ｼﾞｬｯｸ 島根 46:09

38 8258 坪倉 宗平 ﾂﾎﾞｸﾗ ｼｭｳﾍｲ 鳥取 46:16

39 8251 西川 達哉 ﾆｼｶﾜ ﾀﾂﾔ 香川 46:24

40 8239 大場 哲也 ｵｵﾊﾞ ﾃﾂﾔ 島根 松江日赤ＲＣ 46:25

41 8213 新田凌平 ﾆｯﾀﾘｮｳﾍｲ 島根 47:16

42 8225 宇都宮　丈治 ｳﾂﾉﾐﾔ ｼﾞｮｳｼﾞ 島根 47:41

43 8215 吉岡拓哉 ﾖｼｵｶﾀｸﾔ 島根 回春苑 48:13

44 8221 古濱恭兵 ｺﾊﾏｷｮｳﾍｲ 島根 48:46

45 8246 佐藤 隆弘 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 島根 49:15

46 8264 和田 優佑 ﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ 島根 ＴＳＫ情報 50:00

47 8224 野津大地 ﾉﾂﾀﾞｲﾁ 島根 SPORTIVOひがしいずも 50:54

48 8248 山口 拓也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 鳥取 51:01

49 8214 矢内　均 ﾔﾅｲ ﾋﾄｼ 島根 51:13

50 8247 星子 高一 ﾎｼｺ ｺｳｲﾁ 鳥取 51:20

51 8257 松崎 和弘 ﾏﾂｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 島根 51:41

52 8262 吉田 守 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾓﾙ 島根 51:43

53 8228 畑　祐介 ﾊﾀ ﾕｳｽｹ 島根 53:18

54 8263 デマイン ディラン ﾃﾞﾏｲﾝ ﾃﾞｨﾗﾝ 島根 55:56
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55 8245 吉岡 駿 ﾖｼｵｶ ﾊﾔﾄ 鳥取 58:11

56 8261 酒匂 飛翔 ｻｺｳ ｱｽｶ 島根 58:16

57 8227 田中　元基 ﾀﾅｶ ﾓﾄｷ 島根 1:01:09

58 8238 城 惣吉 ｼﾛ ｿｳｷﾁ 島根 島根大学 1:02:24

59 8265 安原 史章 ﾔｽﾊﾗ ﾌﾐｱｷ 島根 1:07:13
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