
第36回まつえレディースハーフマラソン
Ⅱ部 10km男子（30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 8304 布野 雅士 ﾌﾉ ﾏｻｼ 島根 出雲消防陸上部 32:43
2 8311 三島 巧丞 ﾐｼﾏ ｺｳｽｹ 島根 チームタスキ 32:57
3 8309 川本 乃輔 ｶﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 島根 斐川ＡＣ 33:53
4 8321 立石慎一 ﾀﾃｲｼｼﾝｲﾁ 島根 平田東RC 34:30
5 8301 中村勇太 ﾅｶﾑﾗﾕｳﾀ 島根 鹿足群陸協 34:46
6 8303 月輪 浩之 ﾂｷﾜ ﾋﾛﾕｷ 島根 島根AC 35:11

7 8404 齋藤 正和 ｻｲﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 島根 ㈲隠岐第一商事 35:24

8 8327 上野敬介 ｳｴﾉｹｲｽｹ 島根 35:43

9 8362 近藤 憲 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ 島根 松江市役所 36:08

10 8365 田中 宏幸 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ 島根 ごうぎんクラブ 36:19

11 8310 森脇 博之 ﾓﾘﾜｷ ﾋﾛﾕｷ 島根 玉湯体協 36:37

12 8379 吉岡 和哉 ﾖｼｵｶ ｶｽﾞﾔ 島根 吉岡ＲＣ 36:58

13 8302 山口一之 ﾔﾏｸﾞﾁｶｽﾞﾕｷ 鳥取 竜ヶ山クラブ 37:09

14 8351 斉木 淳史 ｻｲｷ ｱﾂｼ 鳥取 37:33

15 8312 岸 孝史 ｷｼ ﾀｶｼ 島根 西ノ島ＲＣ 38:05

16 8352 藤原 貴司 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｶｼ 島根 38:15

17 8313 長岡 良隆 ﾅｶﾞｵｶ ﾖｼﾀｶ 島根 斐川ＡＣ 38:22

18 8391 岩見 大輔 ｲﾜﾐ ﾀﾞｲｽｹ 島根 ＪＦしまね 38:24

19 8371 湯越 一郎 ﾕｺｼ ｲﾁﾛｳ 鳥取 全労済ほほえみ 38:29

20 8382 嘉藤 信一 ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁ 島根 38:36

21 8395 尾崎 淳 ｵｻｷ ｼﾞｭﾝ 鳥取 39:05

22 8338 今川　洋介 ｲﾏｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ 島根 (株)出雲村田製作所 39:15

23 8306 福間 康二 ﾌｸﾏ ｺｳｼﾞ 島根 玉湯体育協会 39:23

24 8307 松浦 一史 ﾏﾂｳﾗ ｶｽﾞﾌﾐ 広島 ごうぎんクラブ 39:29

25 8366 小林 由典 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾉﾘ 長野 40:09

26 8308 岩崎 満 ｲﾜｻｷ ﾐﾂﾙ 島根 斐川ＡＣ 40:13

27 8363 尾原 康信 ｵﾊﾞﾗ ﾔｽﾉﾌﾞ 島根 40:50

28 8394 専徒 寿 ｾﾝﾄ ﾋｻｼ 島根 日研総業（株） 40:54

29 8324 村上英志 ﾑﾗｶﾐﾋﾃﾞﾕｷ 島根 41:08

30 8320 土谷三徳 ﾂﾁﾀﾆﾐﾉﾘ 島根 41:56

31 8380 広江 享祐 ﾋﾛｴ ｷｮｳｽｹ 島根 42:05

32 8374 藤村 智則 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ 広島 ＳＡＴ 42:24

33 8407 加藤 浩 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 島根 42:48

34 8335 佐々木　哲平 ｻｻｷ ﾃｯﾍﾟｲ 島根 42:49

35 8367 田淵 聡 ﾀﾌﾞﾁ ｻﾄｼ 広島 転倒虫 42:53

36 8381 足井 雄介 ｱｼｲ ﾕｳｽｹ 鳥取 ＲＦＲＣ 42:54

37 8372 植田 知徳 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 島根 42:54

38 8343 團野　康宏 ﾀﾞﾝﾉ ﾔｽﾋﾛ 島根 43:49

39 8399 田辺 ヤスアキ ﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｱｷ 島根 みしまや 44:10

40 8364 門脇 貴洋 ｶﾄﾞﾜｷ ﾀｶﾋﾛ 鳥取 44:13

41 8323 角田浩介 ｽﾐﾀｺｳｽｹ 島根 44:23

42 8396 岸 陽光 ｷｼ ｱｷﾐﾂ 鳥取 44:39

43 8337 福山　直樹 ﾌｸﾔﾏ ﾅｵｷ 島根 松江赤十字病院RC 44:57

44 8336 山根　真二 ﾔﾏﾈ ｼﾝｼﾞ 島根 45:23

45 8326 佐野敬史 ｻﾉﾀｶｼ 島根 45:30

46 8331 多久和真彦 ﾀｸﾜﾏｻﾋｺ 島根 45:36

47 8383 橋本 英樹 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 兵庫 45:41

48 8349 角井 知明 ｶｸｲ ﾄﾓｱｷ 大阪 46:15

49 8325 梅田貴宏 ｳﾒﾀﾞﾀｶﾋﾛ 島根 46:33

50 8339 國頭　浩毅 ｸﾆﾄｳ ﾋﾛｷ 島根 46:37

51 8398 目井 浩之 ﾒｲ ﾋﾛﾕｷ 島根 46:56

52 8392 吉岡 秀訓 ﾖｼｵｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ 島根 47:06

53 8402 前田 育 ﾏｴﾀﾞ ｲｸ 島根 47:29

54 8329 石倉昌二 ｲｼｸﾗｼｮｳｼﾞ 島根 47:50
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55 8346 小出　学 ｺｲﾃﾞ ﾏﾅﾌﾞ 島根 チーム颯人 47:51

56 8333 野津　隆幸 ﾉﾂ ﾀｶﾕｷ 島根 47:56

57 8353 下倉 良太 ｼﾓｸﾗ ﾘｮｳﾀ 島根 島根大 48:32

58 8322 藤田尊久 ﾌｼﾞﾀﾀｶﾋｻ 島根 48:46

59 8393 家森 俊孝 ｲｴﾓﾘ ﾄｼﾀｶ 鳥取 49:08

60 8377 今若 和司 ｲﾏﾜｶ ｶｽﾞｼ 島根 松江中央郵便局 49:12

61 8345 藤井幹典 ﾌｼﾞｲﾐｷﾉﾘ 島根 49:22

62 8389 千代 知明 ﾁｼﾛ ﾄﾓｱｷ 島根 49:24

63 8384 川上 球司 ｶﾜｶﾐ ｷｭｳｼﾞ 島根 49:26

64 8358 青木 啓悟 ｱｵｷ ｹｲｺﾞ 島根 島根富士通 49:52

65 8406 清永 征吾 ｷﾖﾅｶﾞ ｾｲｺﾞ 滋賀 村田製作所 50:23

66 8317 宇田川　誠 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 広島 50:29

67 8390 三原 優人 ﾐﾊﾗ ﾏｻﾄ 島根 徳島根 50:38

68 8340 安立　紳吾 ｱﾀﾞﾁ ｼﾝｺﾞ 島根 本庄消防陸上部 50:53

69 8316 佐藤健一 ｻﾄｳｹﾝｲﾁ 島根 51:21

70 8355 鳥海 修平 ﾄﾘｳﾐ ｼｭｳﾍｲ 岡山 51:37

71 8385 高橋 潤 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 島根 51:56

72 8344 安達裕樹 ｱﾀﾞﾁﾕｳｷ 島根 52:17

73 8318 横山貴弘 ﾖｺﾔﾏﾀｶﾋﾛ 鳥取 52:28

74 8319 脇谷文博 ﾜｷﾀﾆﾌﾐﾋﾛ 島根 出雲造機走る会 52:29

75 8315 大塚　徹 ｵｵﾂｶ ﾄｵﾙ 島根 52:38

76 8370 山本 祐一 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 島根 53:19

77 8397 石橋 旭 ｲｼﾊﾞｼ ｱｷﾗ 島根 53:35

78 8357 石原 司朗 ｲｼﾊﾗ ｼﾛｳ 島根 島根富士通 53:40

79 8341 津森　大悟 ﾂﾓﾘ ﾀﾞｲｺﾞ 島根 本庄消防陸上部 53:53

80 8359 石川 貴之 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾕｷ 島根 日星薬局 54:52

81 8410 栗栖 恵太 ｸﾘｽ ｹｲﾀ 島根 55:00

82 8350 細木 正司 ﾎｿｷﾞ ｼｮｳｼﾞ 島根 55:22

83 8314 本常寿浩 ﾓﾄﾂﾈﾄｼﾋﾛ 島根 55:43

84 8375 三ツ石 貴洋 ﾐﾂｲｼ ﾀｶﾋﾛ 島根 55:47

85 8388 小田川 浩士 ｵﾀﾞｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 島根 山陰ランクラブ 55:52

86 8334 竹内　博之 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 島根 56:28

87 8354 景山 智央 ｶｹﾞﾔﾏ ﾄﾓｵ 島根 島根富士通 56:56

88 8387 狩野 祐次 ｶﾘﾉ ﾕｳｼﾞ 島根 56:59

89 8373 宮田 顕弘 ﾐﾔﾀ ｱｷﾋﾛ 埼玉 57:21

90 8368 平塚 洋介 ﾋﾗﾂｶ ﾖｳｽｹ 島根 サンインボルト 58:07

91 8409 田中 康博 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 島根 58:43

92 8405 木村 武士 ｷﾑﾗ ﾀｹｼ 鳥取 1:00:14

93 8408 井上 宗親 ｲﾉｳｴ ﾑﾈﾁｶ 島根 1:00:20

94 8378 大野　靖章 ｵｵﾉ ﾔｽｱｷ 島根 1:01:49
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