
第36回まつえレディースハーフマラソン
Ⅱ部 10km男子（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 8538 安成 健司 ﾔｽﾅﾘ ｹﾝｼﾞ 山口 長岡塾 33:23
2 8502 山根武広 ﾔﾏﾈﾀｹﾋﾛ 島根 チームタスキ 35:39
3 8576 内坂 学 ｳﾁｻｶ ﾏﾅﾌﾞ 島根 35:59
4 8535 青戸　学 ｱｵﾄ ﾏﾅﾌﾞ 島根 36:07
5 8503 狩野悦朗 ｶﾘﾉｴﾂﾛｳ 島根 松江陸上クラブ 36:19
6 8567 片寄 博幸 ｶﾀﾖｾ ﾋﾛﾕｷ 島根 37:06

7 8507 長府 潤 ﾁｮｳﾌ ｼﾞｭﾝ 島根 西ノ島ＲＣ 38:27

8 8514 松﨑理泰 ﾏﾂｻﾞｷﾏｻﾋﾛ 島根 38:29

9 8509 三代高広 ﾐｼﾛﾀｶﾋﾛ 島根 38:59

10 8560 都田 哲司 ﾐﾔｺﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ 島根 くちょっく 39:00

11 8543 大竹 敏一 ｵｵﾀｹ ﾄｼｶｽﾞ 島根 出雲村田製作所 39:02

12 8586 長野 高明 ﾅｶﾞﾉ ﾀｶｱｷ 島根 古江魂 39:11

13 8529 井原　真 ｲﾊﾞﾗ ﾏｺﾄ 島根 チームタスキ 39:18

14 8513 尾原智彦 ｵﾊﾞﾗﾄﾓﾋｺ 島根 39:30

15 8505 舟木 勝俊 ﾌﾅｷ ｶﾂﾄｼ 島根 雲南市陸協 39:45

16 8511 高橋一成 ﾀｶﾊｼｶｽﾞﾅﾘ 島根 40:06

17 8579 亀山 泰彦 ｶﾒﾔﾏ ﾔｽﾋｺ 島根 出雲村田製作所 40:28

18 8508 錦織 誠治 ﾆｼｺｵﾘ ｾｲｼﾞ 島根 斐川ＡＣ 40:39

19 8523 安食剛志 ｱｼﾞｷﾂﾖｼ 島根 平田走ろう会 40:58

20 8540 西谷 勝人 ﾆｼﾀﾆ ﾏｻﾄ 広島 ＴｅａｍＢ 41:09

21 8519 松本太一 ﾏﾂﾓﾄﾀｲﾁ 島根 Team Free 41:13

22 8547 森脇 誠 ﾓﾘﾜｷ ﾏｺﾄ 島根 41:41

23 8549 福田 衛 ﾌｸﾀﾞ ﾏﾓﾙ 岡山 石見大田税務署 42:12

24 8566 坪倉 孝 ﾂﾎﾞｸﾗ ﾀｶｼ 島根 42:18

25 8534 蔭山和英 ｶｹﾞﾔﾏｶｽﾞﾋﾃﾞ 島根 43:03

26 8573 小西 伊智郎 ｺﾆｼ ｲﾁﾛｳ 島根 山陰ランクラブ 43:16

27 8571 日野 誠 ﾋﾉ ﾏｺﾄ 島根 チーム四中 43:36

28 8539 勝部 昌訓 ｶﾂﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ 島根 ＴＳＫ情報☆彡 43:57

29 8589 勝部 高彰 ｶﾂﾍﾞ ﾀｶｱｷ 島根 しまぎんＲＣ 43:59

30 8578 水野 昭夫 ﾐｽﾞﾉ ｱｷｵ 島根 44:13

31 8501 西中文仁 ﾆｼﾅｶﾌﾞﾝｼﾞ 広島 安芸高田市陸協 44:19

32 8504 小林 賢治 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 東京 つかれたぬき 44:30

33 8557 川勝 敏 ｶﾜｶﾂ ｻﾄｼ 京都 44:38

34 8506 奥本 正之 ｵｸﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 島根 西ノ島ＲＣ 44:49

35 8553 永瀬 輝樹 ﾅｶﾞｾ ﾃﾙｷ 島根 44:50

36 8525 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 45:11

37 8532 岩田　和幸 ｲﾜﾀ ｶｽﾞﾕｷ 島根 45:19

38 8593 国頭 正久 ｸﾆﾄｳ ﾏｻﾋｻ 島根 45:21

39 8541 福田 直文 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ 広島 45:31

40 8530 川本　康範 ｶﾜﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 島根 45:38

41 8569 岩田 将澄 ｲﾜﾀ ﾏｻｽﾞﾐ 島根 リコージャパン 45:46

42 8521 後藤裕志 ｺﾞﾄｳﾋﾛｼ 島根 45:54

43 8582 春木 裕史 ﾊﾙｷ ﾋﾛｼ 島根 ヤマト運輸㈱ 46:11

44 8574 松永 博治 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾛﾊﾙ 山口 46:39

45 8580 井本 英 ｲﾓﾄ ｽｸﾞﾙ 鳥取 へなちょこ 46:53

46 8517 石川一郎 ｲｼｶﾜｲﾁﾛｳ 島根 サンラポーむらくも25歳 46:57

47 8515 大野高裕 ｵｵﾉﾀｶﾋﾛ 島根 47:02

48 8575 井上 則肇 ｲﾉｳｴ ﾉﾘﾄｼ 島根 山陰ランクラブ 47:16

49 8552 山根 良平 ﾔﾏﾈ ﾘｮｳﾍｲ 島根 島根県国保連 47:25

50 8520 松本健治 ﾏﾂﾓﾄｹﾝｼﾞ 島根 47:49

51 8524 津田　潤 ﾂﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 島根 ジョイフルフィットネスクラブ 48:07

52 8594 小村 亮 ｵﾑﾗ ﾘｮｳ 島根 48:10

53 8536 光川泰三 ﾐﾂｶﾜﾀｲｿﾞｳ 島根 48:49

54 8588 北脇 学 ｷﾀﾜｷ ﾏﾅﾌﾞ 島根 48:50
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55 8559 三浦 俊宏 ﾐｳﾗ ﾄｼﾋﾛ 三重 48:54

56 8562 相山 慈 ｱｲﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 島根 あさり保育園 49:13

57 8558 増田 豊 ﾏｽﾀﾞ ﾕﾀｶ 東京 49:35

58 8548 大橋 正信 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾉﾌﾞ 島根 松江清心養護 50:32

59 8528 和田道太 ﾜﾀﾞﾐﾁﾀ 島根 玉湯体協 50:42

60 8577 原 淳也 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 島根 50:44

61 8563 藤本 康志 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽｼ 島根 50:57

62 8584 岩淵 隆弘 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 島根 ＮＩＰＰＯ 51:32

63 8516 石倉研司 ｲｼｸﾗｹﾝｼﾞ 島根 304エンジニア 52:07

64 8590 木村 宏 ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ 島根 52:16

65 8565 高尾 淳 ﾀｶｵ ｼﾞｭﾝ 島根 53:04

66 8561 藤原 一浩 ﾌｼﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 島根 雲南市 53:19

67 8570 岩谷 隆博 ｲﾜﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ 島根 53:31

68 8568 木村 耕治 ｷﾑﾗ ｺｳｼﾞ 島根 53:41

69 8526 岩谷　誠 ｲﾜﾀﾆ ﾏｺﾄ 島根 53:42

70 8518 大源　享 ﾀﾞｲｹﾞﾝ ﾄｵﾙ 鳥取 出雲造機走る会 53:56

71 8531 錦織　邦安 ﾆｼｷｵﾘ ｸﾆﾔｽ 島根 54:38

72 8592 長谷川 弘 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 島根 55:02

73 8512 松本和也 ﾏﾂﾓﾄｶｽﾞﾔ 島根 55:06

74 8546 多久和 真悟 ﾀｸﾜ ｼﾝｺﾞ 島根 島根富士通 55:24

75 8555 原 啓一朗 ﾊﾗ ｹｲｲﾁﾛｳ 島根 55:58

76 8587 高梨 直樹 ﾀｶﾅｼ ﾅｵｷ 島根 なし 56:01

77 8510 安田　登 ﾔｽﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 島根 56:16

78 8527 田中隆一 ﾀﾅｶﾘｭｳｲﾁ 島根 57:14

79 8550 小室 範明 ｺﾑﾛ ﾉﾘｱｷ 島根 島根県国保連 59:37

80 8591 野津 敏明 ﾉﾂ ﾄｼｱｷ 島根 59:58

81 8554 三島 克仁 ﾐｼﾏ ｶﾂﾋﾄ 島根 1:00:03

82 8595 周藤 貴裕 ｽﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 島根 1:01:05

83 8585 田草 雄一 ﾀｸｻ ﾕｳｲﾁ 島根 1:02:20

84 8533 江角　雄二 ｴｽﾐ ﾕｳｼﾞ 島根 本庄消防陸上部 1:02:20

85 8537 尾崎 嘉信 ｵｻﾞｷ ﾖｼﾉﾌﾞ 島根 1:02:24
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