
第37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 8452 安成 健司 ﾔｽﾅﾘ ｹﾝｼﾞ 山口 長岡塾 33分46秒
2 8405 永井 誠 ﾅｶﾞｲ ﾏｺﾄ 埼玉 埼玉陸協 34分05秒
3 8465 井原 志樹 ｲﾊﾞﾗ ﾓﾄｷ 島根 35分35秒
4 8413 仲西 宏 ﾅｶﾅｼ ﾋﾛｼ 島根 安来市陸協 35分55秒
5 8528 内坂 学 ｳﾁｻｶ ﾏﾅﾌﾞ 島根 36分04秒
6 8525 梶谷 真広 ｶｼﾞﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ 島根 36分26秒

7 8483 田中 宏幸 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ 島根 ごうぎんクラブ 36分36秒

8 8419 井原周治 ｲﾊﾞﾗｼｭｳｼﾞ 島根 HMC 36分52秒

9 8410 三島 克仁 ﾐｼﾏ ｶﾂﾋﾄ 島根 西ノ島ＲＣ 37分08秒

10 8416 狩野悦朗 ｶﾘﾉｴﾂﾛｳ 島根 37分32秒

11 8415 青戸　学 ｱｵﾄ ﾏﾅﾌﾞ 島根 37分44秒

12 8539 山下 賢治 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｼﾞ 広島 AC５３８ 37分53秒

13 8444 細田　浩之 ﾎｿﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 島根 38分09秒

14 8533 多久和 雅人 ﾀｸﾜ ﾏｻﾄ 島根 38分30秒

15 8420 井原　真 ｲﾊﾞﾗ ﾏｺﾄ 島根 チームタスキ 38分44秒

16 8467 矢田 透 ﾔﾀ ﾄｵﾙ 島根 38分46秒

17 8512 長野 高明 ﾅｶﾞﾉ ﾀｶｱｷ 島根 古江魂 38分52秒

18 8463 大竹 敏一 ｵｵﾀｹ ﾄｼｶｽﾞ 島根 出雲村田製作所 38分52秒

19 8401 山根武広 ﾔﾏﾈﾀｹﾋﾛ 島根 チームタスキ 38分54秒

20 8426 安食剛志 ｱｼﾞｷﾂﾖｼ 島根 平田走 38分57秒

21 8425 尾原智彦 ｵﾊﾞﾗﾄﾓﾋｺ 島根 島根県庁 39分26秒

22 8408 高橋 一成 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾅﾘ 島根 39分40秒

23 8417 三代高弘 ﾐｼﾛﾀｶﾋﾛ 島根 39分42秒

24 8529 三上 栄次 ﾐｶﾐ ｴｲｼﾞ 島根 39分51秒

25 8407 長府 潤 ﾁｮｳﾌ ｼﾞｭﾝ 島根 西ノ島ＲＣ 39分52秒

26 8414 坂本 幹男 ｻｶﾓﾄ ﾐｷｵ 島根 40分20秒

27 8409 岩崎 満 ｲﾜｻｷ ﾐﾂﾙ 島根 斐川ＡＣ 40分27秒

28 8476 岡本 喜文 ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ 神奈川 40分28秒

29 8503 亀山 泰彦 ｶﾒﾔﾏ ﾔｽﾋｺ 島根 出雲村田製作所 40分29秒

30 8472 渡辺 隆宏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 鳥取 中ノ郷駅伝部 40分31秒

31 8451 錦織　誠治 ﾆｼｺｵﾘ ｾｲｼﾞ 島根 斐川AC 40分40秒

32 8421 山根繁美 ﾔﾏﾈｼｹﾞﾖｼ 鳥取 ごうぎん 40分53秒

33 8442 都田　哲司 ﾐﾔｺﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ 島根 ちぃーむくちょっく 41分00秒

34 8532 森山 浩二 ﾓﾘﾔﾏ ｺｳｼﾞ 島根 41分26秒

35 8453 西山 宏 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛｼ 香川 41分31秒

36 8499 日野 誠 ﾋﾉ ﾏｺﾄ 島根 チーム四中 41分40秒

37 8418 門脇克憲 ｶﾄﾞﾜｷｶﾂﾉﾘ 島根 42分11秒

38 8436 伊藤広志 ｲﾄｳﾋﾛｼ 島根 42分18秒

39 8429 足立浩二 ｱﾀﾞﾁｺｳｼﾞ 島根 チーム膳 42分40秒

40 8527 川岡 浩之 ｶﾜｵｶ ﾋﾛﾕｷ 島根 43分02秒

41 8484 山根 一史 ﾔﾏﾈ ｶｽﾞｼ 島根 43分06秒

42 8412 久保山 一成 ｸﾎﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 大阪 へなちょこＲＣ 43分08秒

43 8500 小西 伊智郎 ｺﾆｼ ｲﾁﾛｳ 島根 山陰ランクラブ 43分08秒

44 8411 梶谷 智 ｶｼﾞﾀﾆ ｻﾄｼ 島根 43分09秒

45 8520 又葉 大毅 ﾏﾀﾊﾞ ﾀｲｷ 島根 ｍｉ×ｓｔ 43分26秒

46 8435 中山大介 ﾅｶﾔﾏﾀﾞｲｽｹ 島根 43分39秒

47 8502 糸賀 公一 ｲﾄｶﾞ ｺｳｲﾁ 島根 出雲大同青果 43分40秒

48 8494 川中 努 ｶﾜﾅｶ ﾂﾄﾑ 島根 山陰ランクラブ 43分46秒

49 8510 青木 宏明 ｱｵｷ ﾋﾛｱｷ 島根 43分52秒

50 8403 小林 賢治 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 東京 つかれたぬき 43分54秒

51 8431 蔭山和英 ｶｹﾞﾔﾏｶｽﾞﾋﾃﾞ 島根 43分57秒

52 8475 永瀬 輝樹 ﾅｶﾞｾ ﾃﾙｷ 島根 大田市 44分01秒

53 8526 青山 智 ｱｵﾔﾏ ｻﾄｼ 島根 ランナウェイ 44分03秒

54 8495 梅村 幸雄 ｳﾒﾑﾗ ﾕｷｵ 鳥取 チーム０ベース 44分05秒

55 8433 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 44分10秒

56 8474 山根 良平 ﾔﾏﾈ ﾘｮｳﾍｲ 島根 国保連合会 44分11秒

57 8461 福田 直文 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ 広島 アヲハタＪＣ 44分27秒

58 8454 勝部 昌訓 ｶﾂﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ 島根 ＴＳＫ情報シス 44分32秒
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59 8459 曽田 耕介 ｿﾀﾞ ｺｳｽｹ 島根 44分38秒

60 8469 杉原 康治 ｽｷﾞﾊﾗ ｺｳｼﾞ 島根 マツヤ神戸屋 44分39秒

61 8443 石井　裕繁 ｲｼｲ ﾋﾛｼｹﾞ 島根 44分46秒

62 8518 勝部 高彰 ｶﾂﾍﾞ ﾀｶｱｷ 島根 しまぎんＲＣ 44分54秒

63 8507 木村 賢治 ｷﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 島根 45分04秒

64 8537 安部 公一 ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ 島根 45分36秒

65 8471 中林 政博 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 島根 46分01秒

66 8402 後藤　裕志 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ 島根 北山陸友会 46分07秒

67 8404 曽田 健一 ｿﾀ ｹﾝｲﾁ 東京 日本分光 46分42秒

68 8524 鈴木 通俊 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾄｼ 島根 46分51秒

69 8460 山本 武 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 大阪 46分57秒

70 8487 小島 大司 ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｼﾞ 京都 川岡ばくそく 47分00秒

71 8488 堀内 一之 ﾎﾘｳﾁ ｶｽﾞﾕｷ 島根 Ｇスカウト松江 47分30秒

72 8440 石川一郎 ｲｼｶﾜｲﾁﾛｳ 島根 サンラポーむらくもJFS 47分41秒

73 8513 大野 高裕 ｵｵﾉ ﾀｶﾋﾛ 島根 47分50秒

74 8462 中村 英介 ﾅｶﾑﾗ ｴｲｽｹ 島根 47分50秒

75 8517 飯國 昌美 ｲｲｸﾞﾆ ﾏｻﾐ 島根 ぷれーげ 47分55秒

76 8427 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分37秒

77 8490 藤江 浩貴 ﾌｼﾞｴ ﾋﾛｷ 島根 らんぴーず 48分41秒

78 8477 吉川 誉彦 ﾖｼｶﾜ ﾀｶﾋｺ 鳥取 チームＴＲＹ 49分05秒

79 8486 岩田 雅彦 ｲﾜﾀ ﾏｻﾋｺ 島根 （株）佐藤組 49分18秒

80 8531 佐々木 裕司 ｻｻｷ ﾕｳｼﾞ 島根 49分39秒

81 8445 小村　亮 ｵﾑﾗ ﾘｮｳ 島根 49分39秒

82 8458 賀井 尚志 ｶｲ ﾅｵｼ 島根 ＦＳＲＣ７８ 49分42秒

83 8505 春木 裕史 ﾊﾙｷ ﾋﾛｼ 島根 山陰ランクラブ 49分51秒

84 8447 西迫　貴章 ﾆｼｻｺ ﾀｶｱｷ 島根 49分52秒

85 8508 光川 泰三 ﾐﾂｶﾜ ﾀｲｿﾞｳ 島根 49分59秒

86 8497 佐野 陽三 ｻﾉ ﾖｳｿﾞｳ 広島 50分27秒

87 8504 井本 英 ｲﾓﾄ ｽｸﾞﾙ 鳥取 へなちょこ 50分50秒

88 8406 奥本 正之 ｵｸﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 島根 西ノ島ＲＣ 51分20秒

89 8523 錦織 邦安 ﾆｼｷｵﾘ ｸﾆﾔｽ 島根 51分49秒

90 8432 田中隆一 ﾀﾅｶﾘｭｳｲﾁ 島根 52分03秒

91 8482 藤本 康志 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽｼ 島根 52分17秒

92 8468 佐野 史幸 ｻﾉ ﾌﾐﾕｷ 島根 52分24秒

93 8457 藤田 孝 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 愛知 53分09秒

94 8456 三谷 英弘 ﾐﾀﾆ ﾋﾃﾞﾋﾛ 島根 53分12秒

95 8489 中島 研 ﾅｶｼﾏ ｹﾝ 島根 53分19秒

96 8535 岡田 健二 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 島根 54分01秒

97 8437 大塚　徹 ｵｵﾂｶ ﾄｵﾙ 島根 Carpファン 54分18秒

98 8519 長谷川 弘 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 島根 54分42秒

99 8496 木村 耕治 ｷﾑﾗ ｺｳｼﾞ 島根 エネコム 55分41秒

100 8538 藤井 利州 ﾌｼﾞｲ ﾄｼｸﾆ 島根 55分46秒

101 8485 高尾 淳 ﾀｶｵ ｼﾞｭﾝ 島根 56分02秒

102 8424 石倉研司 ｲｼｸﾗｹﾝｼﾞ 島根 304エンジニア 56分20秒

103 8536 井上 博文 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾌﾐ 兵庫 57分29秒

104 8506 田中 正弘 ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ 東京 筑波大学 57分29秒

105 8480 藤原 一浩 ﾌｼﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 島根 58分03秒

106 8446 新井　誠 ｱﾗｲ ﾏｺﾄ 島根 58分32秒

107 8492 藤井 健望 ﾌｼﾞｲ ｹﾝﾓﾂ 島根 Ｔ・Ｃ・Ｃ 59分37秒

108 8501 井上 則肇 ｲﾉｳｴ ﾉﾘﾄｼ 島根 山陰ランクラブ 1時間00分21秒

109 8511 狩野 祐次 ｶﾘﾉ ﾕｳｼﾞ 島根 山陰ランクラブ 1時間00分21秒

110 8422 野津敏明 ﾉﾂﾄｼｱｷ 島根 1時間00分30秒

111 8455 加納 健司 ｶﾉｳ ｹﾝｼﾞ 兵庫 冥王星 1時間00分35秒

112 8521 周藤 貴裕 ｽﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 島根 （株）山光食品 1時間00分40秒

113 8514 安田 登 ﾔｽﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 島根 山陰ランクラブ 1時間00分53秒

114 8450 来海　隆義 ｷﾏﾁ ﾀｶﾖｼ 島根 1時間02分27秒

115 8438 山根敏行 ﾔﾏﾈﾄｼﾕｷ 島根 JAくにびき走ろう会 1時間04分18秒

116 8448 稲垣　雄一 ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳｲﾁ 島根 1時間04分47秒
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117 8428 周藤智徳 ｽﾄｳﾄﾓﾉﾘ 島根 1時間05分05秒
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