
第37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 8221 岩見 高尚 ｲﾜﾐ ﾀｶﾋｻ 山口 ＣＲ２九州 32分04秒 大会新

2 8209 西村 章史 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾌﾐ 鳥取 ｅＢａｓｅ 32分45秒
3 8216 三島 巧丞 ﾐｼﾏ ｺｳｽｹ 島根 33分04秒
4 8219 村上 貴亮 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｱｷ 島根 チームタスキ 33分21秒
5 8208 井上 礼二 ｲﾉｳｴ ﾚｲｼﾞ 島根 松江北山陸友会 33分24秒
6 8212 川本 乃輔 ｶﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 島根 斐川ＡＣ 33分45秒

7 8201 下宮雅行 ｼﾓﾐﾔﾏｻﾕｷ 島根 雲南市陸協 33分58秒

8 8204 吉田 隆太 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 岡山 岡山県庁 34分21秒

9 8223 中村 勇太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 島根 益田市陸協 34分28秒

10 8207 布野 雅士 ﾌﾉ ﾏｻｼ 島根 出雲消防陸上部 34分33秒

11 8277 柴田 一平 ｼﾊﾞﾀ ｲｯﾍﾟｲ 広島 チーム応天道 34分57秒

12 8203 月輪浩之 ﾂｷﾜﾋﾛﾕｷ 島根 島根AC 35分10秒

13 8228 舟木裕一 ﾌﾅｷﾕｳｲﾁ 島根 チームタスキ 35分14秒

14 8214 加田 春樹 ｶﾀﾞ ﾊﾙｷ 島根 出雲直走 35分23秒

15 8224 齋藤正和 ｻｲﾄｳﾏｻｶｽﾞ 島根 （有）隠岐第一商事 35分33秒

16 8213 森脇 博之 ﾓﾘﾜｷ ﾋﾛﾕｷ 島根 玉湯体協 36分21秒

17 8298 岡空 聡 ｵｶｿﾗ ｿｳ 大阪 ごうぎん 36分31秒

18 8235 斉木淳史 ｻｲｷｱﾂｼ 鳥取 36分32秒

19 8303 吉岡 和哉 ﾖｼｵｶ ｶｽﾞﾔ 島根 吉岡ＲＣ 36分40秒

20 8331 上野 敬介 ｳｴﾉ ｹｲｽｹ 島根 36分55秒

21 8347 荒銀 雄志 ｱﾗｶﾞﾈ ﾕｳｼﾞ 島根 36分58秒

22 8205 伊藤 秀幸 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 島根 松江市陸協 37分21秒

23 8307 嘉藤 信一 ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁ 島根 37分29秒

24 8257 津川　広志 ﾂｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 島根 37分36秒

25 8314 岩見 大輔 ｲﾜﾐ ﾀﾞｲｽｹ 島根 ＪＦしまね 37分54秒

26 8215 百瀬 彰宏 ﾓﾓｾ ｱｷﾋﾛ 島根 38分02秒

27 8202 山口一之 ﾔﾏｸﾞﾁｶｽﾞﾕｷ 鳥取 竜ヶ山クラブ 38分07秒

28 8285 田淵 聡 ﾀﾌﾞﾁ ｻﾄｼ 広島 転倒虫 38分08秒

29 8210 福間 康二 ﾌｸﾏ ｺｳｼﾞ 島根 38分43秒

30 8217 岸 孝史 ｷｼ ﾀｶｼ 島根 西ノ島ＲＣ 38分51秒

31 8276 尾原 康信 ｵﾊﾞﾗ ﾔｽﾉﾌﾞ 島根 神名斐ランナー 39分16秒

32 8258 熊野　正起 ｸﾏﾉ ﾏｻｵｷ 島根 39分21秒

33 8278 梶谷 祐司 ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳｼﾞ 大阪 39分28秒

34 8315 伊藤 正幸 ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 島根 久多美走い会 39分34秒

35 8349 村松 輝卓 ﾑﾗﾏﾂ ﾃﾙﾀｶ 島根 39分36秒

36 8322 加藤 浩 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 島根 39分50秒

37 8342 森實 諭史 ﾓﾘｻﾞﾈ ｻﾄｼ 島根 松江北山陸友会 39分54秒

38 8317 園部 伸之 ｿﾉﾍﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 島根 40分57秒

39 8287 鈴木 輝一 ｽｽﾞｷ ﾃﾙｶｽﾞ 岡山 アスラン部 41分03秒

40 8289 上原 正吾 ｳｴﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 鳥取 ＳＡＴ 41分38秒

41 8241 山根真二 ﾔﾏﾈｼﾝｼﾞ 島根 41分48秒

42 8304 広江 享祐 ﾋﾛｴ ｷｮｳｽｹ 島根 42分02秒

43 8328 内田 元気 ｳﾁﾀﾞ ﾓﾄｷ 島根 42分46秒

44 8225 狩野　慎 ｶﾘﾉ ｼﾝ 島根 42分49秒

45 8313 千代 知明 ﾁｼﾛ ﾄﾓｱｷ 島根 42分52秒

46 8352 多久和 真彦 ﾀｸﾜ ﾏｻﾋｺ 島根 43分13秒

47 8233 土谷三徳 ﾂﾁﾀﾆﾐﾉﾘ 島根 43分27秒

48 8297 藤村 智則 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ 広島 ＳＡＴ 43分28秒

49 8325 吉岡 真治 ﾖｼｵｶ ｼﾝｼﾞ 島根 43分36秒

50 8247 橋本　幸夫 ﾊｼﾓﾄ ｻﾁｵ 島根 43分40秒

51 8299 狩野 和幸 ｶﾘﾉ ｶｽﾞﾕｷ 島根 43分44秒

52 8337 布村 裕介 ﾇﾉﾑﾗ ﾕｳｽｹ 島根 43分57秒

53 8250 金村　広和 ｶﾈﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 鳥取 43分58秒

54 8301 門脇 輝昌 ｶﾄﾞﾜｷ ﾃﾙﾏｻ 島根 44分17秒

55 8305 足井 雄介 ｱｼｲ ﾕｳｽｹ 鳥取 ＲＦＲＣ 44分18秒

56 8255 國頭　浩毅 ｸﾆﾄｳ ﾋﾛｷ 島根 44分26秒

57 8296 松村 昭吾 ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 島根 道葉会 44分32秒

58 8312 角田 浩介 ｽﾐﾀ ｺｳｽｹ 島根 44分41秒
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59 8229 山﨑武志 ﾔﾏｻｷﾀｹｼ 島根 44分50秒

60 8243 松崎文明 ﾏﾂｻﾞｷﾌﾐｱｷ 島根 45分12秒

61 8350 安達 基樹 ｱﾀﾞﾁ ﾓﾄｷ 島根 45分19秒

62 8308 門脇 浩治 ｶﾄﾞﾜｷ ｺｳｼﾞ 鳥取 エスペランザ 45分23秒

63 8294 ハンター ジャック ﾊﾝﾀｰ ｼﾞｬｯｸ 島根 45分24秒

64 8316 高力 徹 ｺｳﾘｷ ﾄｵﾙ 鳥取 45分25秒

65 8231 岸　陽光 ｷｼ ｱｷﾐﾂ 鳥取 45分44秒

66 8333 井上 誠治 ｲﾉｳｴ ｾｲｼﾞ 島根 46分00秒

67 8292 安達 廷和 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶｶｽﾞ 島根 46分28秒

68 8330 秋間 智行 ｱｷﾏ ﾄﾓﾕｷ 島根 46分54秒

69 8345 佐野 敬史 ｻﾉ ﾀｶｼ 島根 ＴＥＡＭ　Ｕ 46分56秒

70 8295 植田 知徳 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 島根 47分04秒

71 8274 武波 幸彦 ﾀｹﾅﾐ ﾕｷﾋｺ 島根 47分15秒

72 8246 西村　将明 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻｱｷ 島根 47分16秒

73 8284 大場 哲也 ｵｵﾊﾞ ﾃﾂﾔ 島根 松江日赤ＲＣ 47分17秒

74 8341 三島 博史 ﾐｼﾏ ﾋﾛｼ 島根 山陰ランクラブ 47分20秒

75 8227 小出　学 ｺｲﾃﾞ ﾏﾅﾌﾞ 島根 チーム颯人 47分22秒

76 8262 伊野　靖史 ｲﾉ ﾔｽﾌﾐ 島根 47分33秒

77 8319 上坂 健 ｺｳｻｶ ﾀｹｼ 広島 47分40秒

78 8327 上代 瞬 ｼﾞｮｳﾀﾞｲ ｼｭﾝ 島根 48分20秒

79 8329 小林 和人 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾄ 島根 48分31秒

80 8261 藤原　裕也 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ 島根 48分57秒

81 8326 森山 恵介 ﾓﾘﾔﾏ ｹｲｽｹ 島根 49分06秒

82 8311 高橋 潤 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 島根 49分07秒

83 8254 山角　修司 ﾔﾏｽﾐ ｼｭｳｼﾞ 島根 49分13秒

84 8242 小野徹郎 ｵﾉﾃﾂﾛｳ 島根 49分21秒

85 8264 瀬戸口　貴裕 ｾﾄｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 島根 49分36秒

86 8249 原　修司 ﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ 島根 50分08秒

87 8310 前嶋 一臣 ﾏｴｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｵ 島根 50分18秒

88 8320 佐藤 健一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 島根 50分40秒

89 8336 福西 政隆 ﾌｸﾆｼ ﾏｻﾀｶ 愛媛 50分55秒

90 8238 長澤直樹 ﾅｶﾞｻﾜﾅｵｷ 島根 51分20秒

91 8269 細木 正司 ﾎｿｷﾞ ｼｮｳｼﾞ 島根 51分21秒

92 8251 石橋　敏生 ｲｼﾊﾞｼ ﾄｼｵ 島根 らいおんの会 51分30秒

93 8334 津森 大悟 ﾂﾓﾘ ﾀﾞｲｺﾞ 島根 本庄消防陸上部 52分04秒

94 8266 岡本　光平 ｵｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ 島根 52分15秒

95 8271 小森 知彦 ｺﾓﾘ ﾄﾓﾋｺ 埼玉 プレオンこじか 52分18秒

96 8259 田邊　泰章 ﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｱｷ 島根 ベッチインパクト 52分29秒

97 8324 山本 悦孝 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾀｶ 島根 52分41秒

98 8321 矢内 均 ﾔﾅｲ ﾋﾄｼ 島根 53分13秒

99 8272 石川 貴之 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾕｷ 島根 日星薬局 53分19秒

100 8323 井上 宗親 ｲﾉｳｴ ﾑﾈﾁｶ 島根 日星 53分21秒

101 8290 平塚 洋介 ﾋﾗﾂｶ ﾖｳｽｹ 島根 サンインボルト 53分36秒

102 8351 山根 恭介 ﾔﾏﾈ ｷｮｳｽｹ 島根 53分42秒

103 8340 石原 久行 ｲｼﾊﾗ ﾋｻﾕｷ 島根 53分47秒

104 8332 本城 裕一 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾕｳｲﾁ 鳥取 53分50秒

105 8338 勝部 徹 ｶﾂﾍﾞ ﾄｵﾙ 島根 53分54秒

106 8309 中村 浩志 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ 島根 54分06秒

107 8237 桒谷正樹 ｸﾜﾀﾆﾏｻｷ 島根 54分11秒

108 8252 池田　俊貴 ｲｹﾀﾞ ﾄｼﾀｶ 島根 主任主事 54分31秒

109 8283 野口 大輔 ﾉｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 島根 54分36秒

110 8230 本常寿浩 ﾓﾄﾂﾈﾄｼﾋﾛ 島根 54分45秒

111 8286 原 康徳 ﾊﾗ ﾔｽﾉﾘ 鳥取 境港市役所 54分52秒

112 8288 藤丘 政明 ﾌｼﾞｵｶ ﾏｻｱｷ 島根 さわらび会 55分02秒

113 8273 坂根 聡 ｻｶﾈ ｻﾄｼ 島根 55分27秒

114 8245 井上　克利 ｲﾉｳｴ ｶﾂﾄｼ 島根 55分51秒

115 8306 松本 啓介 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ 島根 56分47秒

116 8226 余村健一 ﾖﾑﾗｹﾝｲﾁ 島根 57分28秒
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117 8234 福地徹男 ﾌｸﾁﾃﾂｵ 島根 58分18秒

118 8302 山下 和也 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾔ 山口 浜ポン 58分27秒

119 8239 井上裕文 ｲﾉｳｴﾋﾛﾌﾐ 島根 JAくにびき走ろう会 58分45秒

120 8244 安部優一 ｱﾍﾞﾕｳｲﾁ 島根 59分59秒

121 8265 河津　康一 ｶﾜﾂ ｺｳｲﾁ 島根 1時間01分52秒

122 8260 河内　大輔 ｶﾜｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 島根 1時間01分52秒

123 8263 奥田　周平 ｵｸﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 島根 1時間02分39秒

124 8248 加納　康臣 ｶﾉｳ ﾔｽｵﾐ 島根 1時間04分24秒

125 8280 井上 敬文 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾌﾐ 島根 1時間07分26秒

126 8282 安藤 大将 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾏｻ 島根 ランナー 1時間09分18秒

127 8346 稲葉 直行 ｲﾅﾊﾞ ﾅｵﾕｷ 島根 1時間13分27秒

128 8279 城 惣吉 ｼﾛ ｿｳｷﾁ 島根 1時間13分28秒

129 8256 井上　耕作 ｲﾉｳｴ ｺｳｻｸ 島根 1時間15分34秒
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