
第37回まつえレディースハーフマラソン
Ⅱ部 10km男子（60歳以上の部）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 8835 内田 信也 ｳﾁﾀﾞ ｼﾝﾔ 広島 ＮＴＴ広島 41分12秒
2 8818 林　武男 ﾊﾔｼ ﾀｹｵ 島根 41分19秒
3 8827 安田　匡 ﾔｽﾀﾞ ｷｮｳ 鳥取 41分45秒
4 8834 木内 昭栄 ｷｳﾁ ｼｮｳｴｲ 島根 さむらい 44分49秒
5 8847 田中 和人 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾄ 鳥取 倉吉市駅伝 45分58秒
6 8821 福間　薫 ﾌｸﾏ ｶｵﾙ 島根 松江ジョギングクラブ 46分13秒

7 8822 糸賀義行 ｲﾄｶﾞﾖｼﾕｷ 島根 46分15秒

8 8805 荒川 恭行 ｱﾗｶﾜ ﾔｽﾕｷ 島根 松江スキークラ 46分15秒

9 8819 中村好孝 ﾅｶﾑﾗﾖｼﾀｶ 島根 チームタスキ 46分21秒

10 8801 原　泰久 ﾊﾗ ﾔｽﾋｻ 島根 平田走ろう会 46分55秒

11 8815 井上裕吉 ｲﾉｳｴﾕｳｷﾁ 鳥取 48分05秒

12 8826 安達健市 ｱﾀﾞﾁｹﾝｲﾁ 島根 48分34秒

13 8803 小島 俊明 ｺｼﾞﾏ ﾄｼｱｷ 神奈川 クラブＲ２東日 49分09秒

14 8840 松本 謙二 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 島根 松江ＪＣ 49分33秒

15 8838 松浦 洋治 ﾏﾂｳﾗ ﾖｳｼﾞ 島根 49分40秒

16 8823 高橋　要 ﾀｶﾊｼ ｶﾅﾒ 島根 51分18秒

17 8807 和久利 誓一 ﾜｸﾘ ｾｲｲﾁ 島根 51分23秒

18 8828 青木　透 ｱｵｷ ﾄｵﾙ 島根 ユニチカOB会 53分01秒

19 8830 安達 武敏 ｱﾀﾞﾁ ﾀｹﾄｼ 島根 チーム颯人 53分03秒

20 8824 伊藤和夫 ｲﾄｳｶｽﾞｵ 島根 53分16秒

21 8820 別所史男 ﾍﾞｯｼｮﾌﾐｵ 島根 53分56秒

22 8813 山本悦正 ﾔﾏﾓﾄﾖｼﾏｻ 島根 54分22秒

23 8816 山成考一 ﾔﾏﾅﾘｺｳｲﾁ 島根 55分15秒

24 8849 岩本 謙司 ｲﾜﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 島根 55分39秒

25 8806 丸山 正雄 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻｵ 千葉 55分58秒

26 8844 添田 健 ｿｴﾀﾞ ﾀｹｼ 島根 松江日赤 56分13秒

27 8845 宮本 薫 ﾐﾔﾓﾄ ｶｵﾙ 島根 56分20秒

28 8836 樋野 年英 ﾋﾉ ﾄｼﾋﾃﾞ 島根 56分38秒

29 8817 高橋和久 ﾀｶﾊｼｶｽﾞﾋｻ 島根 56分53秒

30 8812 大菅四志夫 ｵｵｽｹﾞﾖｼｵ 島根 久多美小学校 57分29秒

31 8848 市原 和幸 ｲﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ 岐阜 Ｔｅａｍカズ 57分32秒

32 8810 安田勝又 ﾔｽﾀﾞｶﾂﾌﾐ 島根 丸永建設 57分32秒

33 8808 須山　昌 ｽﾔﾏ ｼｮｳ 島根 出雲塩冶全力疾走クラブ 57分53秒

34 8832 石川 芳秀 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾋﾃﾞ 広島 58分08秒

35 8842 小田 満思 ｵﾀﾞ ﾐﾂｼ 岡山 チームはる 59分09秒

36 8841 西依 三郎 ﾆｼﾖﾘ ｻﾌﾞﾛｳ 福岡 59分54秒

37 8833 浅野 幹夫 ｱｻﾉ ﾐｷｵ 島根 1時間00分06秒

38 8825 石原久夫 ｲｼﾊﾗﾋｻｵ 島根 1時間00分09秒

39 8829 青砥　千也 ｱｵﾄ ｶｽﾞﾔ 島根 大東走友会 1時間01分26秒

40 8837 岡本 知巳 ｵｶﾓﾄ ﾄﾓﾐ 鳥取 1時間02分34秒

41 8811 濱田博之 ﾊﾏﾀﾞﾋﾛﾕｷ 島根 1時間02分41秒

42 8831 樋高 嘉治 ﾋﾀﾞｶ ﾖｼﾊﾙ 兵庫 1時間03分11秒

43 8814 福島浩之 ﾌｸｼﾏﾋﾛﾕｷ 島根 タスク 1時間08分12秒

44 8809 高瀬義明 ﾀｶｾﾖｼｱｷ 島根 1時間13分49秒
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