
第36回まつえレディースハーフマラソン
Ⅱ部 10km男子（50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 8603 高谷 修平 ﾀｶﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ 兵庫 ノーリツ 36:57
2 8632 門脇真次郎 ｶﾄﾞﾜｷｼﾝｼﾞﾛｳ 島根 松江市陸協 37:41
3 8605 川島 建司 ｶﾜｼﾏ ｹﾝｼﾞ 島根 平田走 38:06
4 8601 古居　誠 ﾌﾙｲ ﾏｺﾄ 島根 雲南市陸協 38:13
5 8604 岡田 成人 ｵｶﾀﾞ ﾅﾙﾋﾄ 島根 大田FC 39:09
6 8607 稲田 佳朗 ｲﾅﾀ ﾖｼﾛｳ 島根 うんなん走友会 39:27

7 8608 濱脇 勝治 ﾊﾏﾜｷ ｶﾂｼﾞ 広島 広島市陸協 39:30

8 8606 金織 豊 ｶﾅｵﾘ ﾕﾀｶ 広島 東京陸協 43:13

9 8627 勝田慎司 ｶﾂﾀｼﾝｼﾞ 島根 川津小学校教員AC 43:27

10 8621 曽田伸二 ｿﾀｼﾝｼﾞ 島根 43:43

11 8628 須賀一忠 ｽｶﾞｶｽﾞﾀﾀﾞ 鳥取 RUNDEPO 43:48

12 8624 大櫃英治 ｵｵﾋﾞﾂｴｲｼﾞ 島根 44:01

13 8629 近藤　政道 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾐﾁ 島根 チームAive 46:33

14 8633 長野　博 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛｼ 島根 46:39

15 8619 青山修治 ｱｵﾔﾏｼｭｳｼﾞ 島根 47:17

16 8649 寺本 孝行 ﾃﾗﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 島根 えともクラブ 47:38

17 8646 三浦 浩 ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ 島根 47:40

18 8612 松本清文 ﾏﾂﾓﾄｷﾖﾌﾐ 島根 47:56

19 8645 山本 賢治 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 鳥取 47:58

20 8652 有馬 素光 ｱﾘﾏ ﾓﾄﾐﾂ 広島 48:13

21 8640 多田 薫 ﾀﾀﾞ ｶｵﾙ 鳥取 ＪＲ後藤 48:35

22 8615 柳田雅彦 ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾏｻﾋｺ 島根 49:02

23 8630 平岡　寿幸 ﾋﾗｵｶ ｶｽﾞﾕｷ 鳥取 キッセイ薬品工業 49:15

24 8643 若杉 敏也 ﾜｶｽｷﾞ ﾄｼﾔ 島根 ＣＫＢ幕張 49:17

25 8644 金織 栄 ｶﾅｵﾘ ｻｶｴ 兵庫 大同生命保険 49:33

26 8641 冨永 栄治 ﾄﾐﾅｶﾞ ｴｲｼﾞ 茨城 はたそめ 49:37

27 8647 吉田 進 ﾖｼﾀﾞ ｽｽﾑ 島根 49:56

28 8617 高畑憲夫 ﾀｶﾊﾀﾉﾘｵ 島根 50:19

29 8634 里田 和徳 ｻﾄﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 鳥取 ネオメイト島根 50:39

30 8639 鷲尾 忠彦 ﾜｼｵ ﾀﾀﾞﾋｺ 島根 50:53

31 8626 三島　武 ﾐｼﾏ ﾀｹｼ 島根 51:28

32 8618 日笠和雄 ﾋｶｻｶｽﾞｵ 島根 51:46

33 8655 佐藤 秀紀 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 島根 52:35

34 8623 神田敏行 ｶﾝﾀﾞﾄｼﾕｷ 島根 53:12

35 8636 仲佐 稔 ﾅｶｻ ﾐﾉﾙ 島根 53:27

36 8611 河原荘一郎 ｶﾜﾊﾗｿｳｲﾁﾛｳ 島根 53:29

37 8622 高野　誠 ﾀｶﾉ ﾏｺﾄ 島根 54:18

38 8656 松尾 和巳 ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾐ 島根 54:29

39 8657 大山典男 ｵｵﾔﾏﾉﾘｵ 島根 54:56

40 8635 佐々木 義朗 ｻｻｷ ﾖｼﾛｳ 京都 一冨士ＲＣ 55:49

41 8651 中島 隆 ﾅｶｼﾏ ﾀｶｼ 島根 55:53

42 8642 江崎 順一 ｴｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 島根 山陰ランクラブ 56:34

43 8654 小林 健治 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 鳥取 56:36

44 8614 坂手邦治 ｻｶﾃｸﾆﾊﾙ 鳥取 チーム大ちゃん 56:36

45 8613 高橋和久 ﾀｶﾊｼｶｽﾞﾋｻ 島根 57:53

46 8620 森本敬史 ﾓﾘﾓﾄﾀｶｼ 島根 59:02

47 8650 園部 修治 ｿﾉﾍﾞ ｼｭｳｼﾞ 島根 59:38

48 8616 川村宏之 ｶﾜﾑﾗﾋﾛﾕｷ 島根 59:43

49 8637 川崎 宏幸 ｶﾜｻｷ ﾋﾛﾕｷ 鳥取 1:02:38

50 8631 松本　有二 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 島根 1:05:11

51 8610 渡　勝也 ﾜﾀﾘ ｶﾂﾔ 島根 チーム・ビバ・ラン 1:07:40
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