
第37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 8620 門脇真次郎 ｶﾄﾞﾜｷｼﾝｼﾞﾛｳ 島根 松江陸上クラブ 37分51秒
2 8651 松本 宏行 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 島根 ブルーマリーン 38分21秒
3 8602 古居　誠 ﾌﾙｲ ﾏｺﾄ 島根 38分29秒
4 8606 橋本 聡 ﾊｼﾓﾄ ｻﾄｼ 島根 平田東ＲＣ 40分38秒
5 8608 金織 豊 ｶﾅｵﾘ ﾕﾀｶ 広島 東京陸協 41分24秒
6 8692 岩本 一志 ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞｼ 鳥取 41分25秒

7 8664 廣中 敏 ﾋﾛﾅｶ ｻﾄｼ 島根 42分00秒

8 8623 松本　修 ﾏﾂﾓﾄ ｵｻﾑ 島根 42分02秒

9 8649 福田 道彦 ﾌｸﾀ ﾐﾁﾋｺ 広島 42分16秒

10 8601 藤原智弘 ﾌｼﾞﾊﾗﾄﾓﾋﾛ 島根 松江北山陸友会 42分17秒

11 8629 千原由巳 ﾁﾊﾗﾖｼﾐ 島根 チームチャレンジャー 42分23秒

12 8631 勝田慎司 ｶﾂﾀｼﾝｼﾞ 島根 母衣小学校教員AC 42分30秒

13 8605 藤原 一明 ﾌｼﾞﾊﾗ ｶｽﾞｱｷ 島根 うんなん走友会 43分22秒

14 8700 渡辺 清 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖｼ 島根 43分28秒

15 8695 村田 功一 ﾑﾗﾀ ｺｳｲﾁ 島根 44分14秒

16 8699 黒見 幸喜 ｸﾛﾐ ｺｳｷ 鳥取 44分23秒

17 8622 柳田雅彦 ﾔﾅｷﾞﾀﾏｻﾋｺ 島根 ザ・ドリン禁ず 44分30秒

18 8658 北野 毅 ｷﾀﾉ ﾀｹｼ 島根 44分59秒

19 8654 石倉 勝志 ｲｼｸﾗ ｶﾂｼ 島根 45分15秒

20 8636 須賀一忠 ｽｶﾞｶｽﾞﾀﾀﾞ 鳥取 RUNDEPO 45分17秒

21 8619 川本康範 ｶﾜﾓﾄﾔｽﾉﾘ 島根 45分26秒

22 8693 小松 正樹 ｺﾏﾂ ﾏｻｷ 島根 45分27秒

23 8673 長野 博 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛｼ 島根 松江南高校 45分57秒

24 8687 家塚 勇治 ｲｴﾂｶ ﾕｳｼﾞ 島根 本庄消防陸上部 46分29秒

25 8617 足立弘健 ｱﾀﾞﾁﾋﾛﾔｽ 島根 46分59秒

26 8630 田中孝行 ﾀﾅｶﾀｶﾕｷ 島根 47分07秒

27 8656 鷲尾 裕 ﾜｼｵ ﾋﾛｼ 岡山 チームイーグル 47分26秒

28 8641 佐藤　秀紀 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 島根 47分56秒

29 8682 山地 昇 ﾔﾏｼﾞ ﾉﾎﾞﾙ 島根 あんしん生命 47分58秒

30 8612 吉田正和 ﾖｼﾀﾞﾏｻｶｽﾞ 島根 48分08秒

31 8618 多久和重義 ﾀｸﾜｼｹﾞﾖｼ 島根 チームタスキ 48分28秒

32 8670 津森 敬次 ﾂﾓﾘ ｹｲｼﾞ 島根 48分43秒

33 8661 多田 薫 ﾀﾀﾞ ｶｵﾙ 鳥取 ＪＲごとう 49分16秒

34 8603 吾郷　隆 ｱｺﾞｳ ﾀｶｼ 島根 松江北山陸友会 49分36秒

35 8668 冨永 栄治 ﾄﾐﾅｶﾞ ｴｲｼﾞ 茨城 49分49秒

36 8681 有馬 素光 ｱﾘﾏ ﾓﾄﾐﾂ 広島 50分03秒

37 8676 津田 俊男 ﾂﾀﾞ ﾄｼｵ 島根 50分20秒

38 8665 杉本 義秋 ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｼｱｷ 鳥取 50分22秒

39 8625 河原荘一郎 ｶﾜﾊﾗｿｳｲﾁﾛｳ 島根 松江HC 50分37秒

40 8632 神庭好之 ｶﾝﾊﾞﾖｼﾕｷ 島根 50分40秒

41 8675 若杉 敏也 ﾜｶｽｷﾞ ﾄｼﾔ 島根 しまラン会 51分08秒

42 8683 渡 勝也 ﾜﾀﾘ ｶﾂﾔ 島根 チームビバラン 51分15秒

43 8633 林　真樹 ﾊﾔｼ ﾏｻｷ 島根 51分21秒

44 8689 平岡 寿幸 ﾋﾗｵｶ ｶｽﾞﾕｷ 鳥取 キッセイ薬品 51分35秒

45 8672 梶谷 和則 ｶｼﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾉﾘ 島根 51分49秒

46 8637 野津孝之 ﾉﾂﾀｶﾕｷ 島根 52分02秒

47 8614 青山修治 ｱｵﾔﾏｼｭｳｼﾞ 島根 クラブS&M 52分03秒

48 8657 八幡 司 ﾔﾜﾀ ﾂｶｻ 島根 ろうきん雲南 52分15秒

49 8663 堤 昌敏 ﾂﾂﾐ ﾏｻﾄｼ 島根 イワタニ山陰 53分09秒

50 8660 鷲尾 忠彦 ﾜｼｵ ﾀﾀﾞﾋｺ 島根 53分22秒

51 8621 松本清文 ﾏﾂﾓﾄｷﾖﾌﾐ 島根 53分38秒

52 8667 山本 和義 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾖｼ 島根 東京海上日動 53分40秒

53 8696 川上 均 ｶﾜｶﾐ ﾋﾄｼ 島根 53分42秒

54 8691 糸賀 知徳 ｲﾄｶﾞ ﾄﾓﾉﾘ 島根 53分42秒

55 8613 日笠和雄 ﾋｶｻｶｽﾞｵ 島根 54分30秒

56 8639 正木　邦明 ﾏｻｷ ｸﾆｱｷ 広島 54分32秒

57 8671 江崎 順一 ｴｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 島根 山陰ランクラブ 54分46秒

58 8679 中島 隆 ﾅｶｼﾏ ﾀｶｼ 島根 54分53秒
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59 8701 太田 善久 ｵｵﾀ ﾖｼﾋｻ 島根 55分06秒

60 8634 高畑憲夫 ﾀｶﾊﾀﾉﾘｵ 島根 55分06秒

61 8685 須田 一博 ｽﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 島根 55分27秒

62 8624 森本敬史 ﾓﾘﾓﾄﾀｶｼ 島根 55分43秒

63 8690 倉光 重富 ｸﾗﾐﾂ ｼｹﾞﾄﾐ 鳥取 55分46秒

64 8604 大下 誠 ｵｵｼﾀ ﾏｺﾄ 島根 出雲市陸協 55分54秒

65 8609 仲佐 稔 ﾅｶｻ ﾐﾉﾙ 島根 株　エンドー 55分56秒

66 8655 川崎 宏幸 ｶﾜｻｷ ﾋﾛﾕｷ 鳥取 56分01秒

67 8652 久野 壮 ｸﾉ ﾂﾖｼ 鳥取 逢鷲太鼓 56分24秒

68 8674 田村 孝太 ﾀﾑﾗ ｺｳﾀ 島根 56分30秒

69 8638 椿　俊司 ﾂﾊﾞｷ ｼｭﾝｼﾞ 島根 日進自動車 58分29秒

70 8669 武田 隆司 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶｼ 島根 58分35秒

71 8616 坂手邦治 ｻｶﾃｸﾆﾊﾙ 鳥取 チーム大ちゃん 1時間00分03秒

72 8684 小林 健治 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 鳥取 1時間00分14秒

73 8626 川村宏之 ｶﾜﾑﾗﾋﾛﾕｷ 島根 1時間00分44秒

74 8659 岩佐 浩 ｲﾜｻ ﾋﾛｼ 島根 1時間01分01秒

75 8627 小川正幸 ｵｶﾞﾜﾏｻﾕｷ 島根 1時間01分29秒

76 8686 永井 邦和 ﾅｶﾞｲ ｸﾆｶｽﾞ 愛媛 1時間03分24秒

77 8645 小谷　穣 ｺﾀﾞﾆ ﾐﾉﾙ 島根 1時間03分28秒

78 8680 米原 正昭 ﾖﾈﾊﾗ ﾏｻｱｷ 鳥取 1時間04分24秒

79 8688 渡辺 勝巳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾐ 島根 1時間04分49秒

80 8678 園部 修治 ｿﾉﾍﾞ ｼｭｳｼﾞ 島根 1時間06分10秒

81 8697 船木 文夫 ﾌﾅｷ ﾌﾐｵ 島根 1時間07分25秒

82 8615 大山行教 　 鳥取 チーム大ちゃん 1時間09分52秒

83 8694 佐藤 達明 ｻﾄｳ ﾀﾂｱｷ 島根 山陰ランクラブ 1時間10分05秒
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