
第37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 8124 福濱　駿 ﾌｸﾊﾏ ｼｭﾝ 島根 30分09秒 大会新

2 8106 三賀森 智哉 ﾐｶﾓﾘ ﾄﾓﾔ 島根 松江市陸協 32分06秒
3 8103 永井　雄 ﾅｶﾞｲ ﾕｳ 島根 島根大学 32分55秒
4 8104 清水　昂志 ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ 島根 島根大学 33分36秒
5 8112 中本 岳 ﾅｶﾓﾄ ﾀｹﾙ 広島 広島修道大学 34分34秒
6 8113 森脇 裕史 ﾓﾘﾜｷ ﾋﾛｼ 島根 島根大学 34分35秒

7 8161 遠藤 航 ｴﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 鳥取 35分15秒

8 8147 入江 洋希 ｲﾘｴ ﾋﾛｷ 鳥取 35分28秒

9 8107 坂根 智也 ｻｶﾈ ﾄﾓﾔ 島根 安来市陸協 35分33秒

10 8105 山本　雄大 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 広島 広島修道大学 35分37秒

11 8163 勝部 優太 ｶﾂﾍﾞ ﾕｳﾀ 島根 ＴＥＡＭｕ 37分10秒

12 8102 藤井隆仁 ﾌｼﾞｲﾘｭｳﾄ 広島 広島修道大学 37分14秒

13 8108 難波 雄介 ﾅﾝﾊﾞ ﾕｳｽｹ 島根 雲南市陸協 40分11秒

14 8114 青山 哲也 ｱｵﾔﾏ ﾃﾂﾔ 島根 東出雲町体協 40分12秒

15 8143 山根　一眞 ﾔﾏﾈ ｶｽﾞﾏ 島根 関西学院大学 40分24秒

16 8116 新宅和貴 ｼﾝﾀｸｶｽﾞｷ 島根 40分29秒

17 8101 奥田政弘 ｵｸﾀﾞﾏｻﾋﾛ 鳥取 40分40秒

18 8154 江藤 雄紀 ｴﾄｳ ﾕｳｷ 島根 40分49秒

19 8146 土江 健太 ﾂﾁｴ ｹﾝﾀ 島根 ペロンチョ 41分27秒

20 8145 塚崎 大貴 ﾂｶｻｷ ﾋﾛｷ 福井 42分17秒

21 8123 原田和政 ﾊﾗﾀﾞｶｽﾞﾏｻ 島根 42分23秒

22 8139 木畑　晶 ｷﾊﾞﾀ ｼｮｳ 島根 42分26秒

23 8109 薮木 勇 ﾔﾌﾞｷ ｲｻﾑ 島根 旭ジョガーズ 42分35秒

24 8118 角田　光 ﾂﾉﾀﾞ ﾋｶﾙ 島根 42分49秒

25 8135 生田　修一 ｲｸﾀ ｼｭｳｲﾁ 鳥取 43分04秒

26 8142 高木　恵仁 ﾀｶｷ ｹｲﾄ 島根 島根大学 43分11秒

27 8153 丹波 聡 ﾀﾝﾊﾞ ｻﾄｼ 鳥取 歌丸ＲＣ 43分39秒

28 8171 真野 大地 ﾏﾉ ﾀﾞｲﾁ 広島 44分09秒

29 8117 石橋伸明 ｲｼﾊﾞｼﾉﾌﾞｱｷ 島根 44分49秒

30 8141 関　優一 ｾｷ ﾕｳｲﾁ 島根 島根大学 44分52秒

31 8137 青山　文哉 ｱｵﾔﾏ ﾌﾐﾔ 島根 44分53秒

32 8150 春日 友輔 ｶｽｶﾞ ﾕｳｽｹ 鳥取 45分33秒

33 8158 長崎 博明 ﾅｶﾞｻｷ ﾋﾛｱｷ 島根 島根県 45分38秒

34 8122 石飛康之 ｲｼﾄﾋﾞﾔｽﾕｷ 島根 45分49秒

35 8159 橋野 秀 ﾊｼﾉ ｼｭｳ 島根 46分06秒

36 8120 林　緩哉 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾔ 島根 46分35秒

37 8138 中村　一平 ﾅｶﾑﾗ ｲｯﾍﾟｲ 島根 47分05秒

38 8157 内田 貴之 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 兵庫 47分08秒

39 8144 河原　修平 ｶﾜﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ 鳥取 48分03秒

40 8128 野津大地 ﾉﾂﾀﾞｲﾁ 島根 SPORTIVOひがしいずも 48分17秒

41 8115 西川達哉 ﾆｼｶﾜﾀﾂﾔ 香川 49分30秒

42 8131 小野　広樹 ｵﾉ ﾋﾛｷ 島根 らいおんの会 51分26秒

43 8140 井上　文人 ｲﾉｳｴ ﾌﾐﾄ 島根 51分42秒

44 8155 杉橋 竜一 ｽｷﾞﾊｼ ﾘｭｳｲﾁ 島根 52分10秒

45 8133 畑　祐介 ﾊﾀ ﾕｳｽｹ 島根 揖屋小学校 52分11秒

46 8167 難波 頌治 ﾅﾝﾊﾞ ｼｮｳｼﾞ 岡山 中国銀行 52分43秒

47 8170 マルチネス ウィルマル ﾏﾙﾁﾈｽ ｳｨﾙﾏﾙ 島根 53分25秒

48 8149 堀西 祐多 ﾎﾘﾆｼ ﾕｳﾀ 島根 日星薬局 54分27秒

49 8162 石倉 陽 ｲｼｸﾗ ｱｷﾗ 島根 頭走部 55分30秒

50 8129 荒木　省吾 ｱﾗｷ ｼｮｳｺﾞ 島根 56分07秒

51 8127 佐藤祐貴 ｻﾄｳﾕｳｷ 島根 56分34秒

52 8148 池田 隼人 ｲｹﾀﾞ ﾊﾔﾄ 島根 ＪＡしまね 57分08秒

53 8164 長 祥平 ｵｻ ｼｮｳﾍｲ 島根 57分38秒

54 8130 早戸　達哉 ﾊﾔﾄ ﾀﾂﾔ 島根 山陰中央新報社 57分38秒

55 8134 飯塚　健 ｲｲﾂｶ ｹﾝ 島根 58分59秒

56 8152 石飛 彰太 ｲｼﾄﾋﾞ ｼｮｳﾀ 島根 チ－ムえとも 59分01秒

57 8169 山﨑 浩司 ﾔﾏｻｷ ｺｳｼﾞ 島根 株式会社イード 1時間02分45秒

58 8125 田中元基 ﾀﾅｶﾓﾄｷ 島根 1時間02分55秒
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59 8126 安部公洋 ｱﾍﾞｷﾐﾋﾛ 島根 1時間07分35秒

60 8119 山本憲治 ﾔﾏﾓﾄｹﾝｼﾞ 島根 イワタニ山陰（株） 1時間09分46秒
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