
第38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 8322 田子康宏 タゴヤスヒロ 鳥取 西伯郡陸協 31:40 大会新

2 8319 岩見 高尚 イワミ タカヒサ 山口 ＣＲ２九州 31:47
3 8314 池本 大介 イケモト ダイスケ 鳥取 自衛隊米子 32:34
4 8306 西村 章史 ニシムラ アキフミ 鳥取 ｅＢａｓｅ 32:34
5 8315 村上 貴亮 ムラカミ タカアキ 島根 チームタスキ 33:09
6 8309 川本 乃輔 カワモト ダイスケ 島根 斐川ＡＣ 33:29

7 8302 布野 雅士 フノ マサシ 島根 出雲消防陸上部 33:35

8 8308 池田 幹広 イケダ ミキヒロ 岡山 新山小学校教員 33:45

9 8464 下宮雅行 シモミヤマサユキ 島根 34:06

10 8456 津川広志 ツガワヒロシ 島根 34:17

11 8321 吉田隆太 ヨシダリュウタ 岡山 岡山県庁 34:47

12 8311 柴田 一平 シバタ イッペイ 島根 益田市陸協 34:47

13 8351 原 寿樹 ハラ トシキ 京都 航空自衛隊 35:39

14 8318 齋藤 正和 サイトウ マサカズ 島根 隠岐第一商事 35:40

15 8307 舟木 裕一 フナキ ユウイチ 島根 36:02

16 8411 荒銀 雄志 アラガネ ユウジ 島根 36:12

17 8403 上野 敬介 ウエノ ケイスケ 島根 36:48

18 8381 吉岡 和哉 ヨシオカ カズヤ 島根 土曜練習会 36:54

19 8316 嘉藤 信一 カトウ シンイチ 島根 出雲村田製作所 36:55

20 8305 井上 礼二 イノウエ レイジ 島根 松江北山陸友会 37:05

21 8304 周藤 宏 ストウ ヒロシ 島根 さんびる 37:39

22 8310 森脇 博之 モリワキ ヒロユキ 島根 玉湯体協 37:41

23 8323 村松輝卓 ムラマツテルタカ 島根 38:10

24 8317 伊藤 正幸 イトウ マサユキ 島根 久多美走い会 38:12

25 8364 尾原 康信 オバラ ヤスノブ 島根 チーム出東 38:16

26 8390 岩見 大輔 イワミ ダイスケ 島根 ＪＦしまね 38:29

27 8312 百瀬 彰宏 モモセ アキヒロ 島根 38:43

28 8313 岸 孝史 キシ タカシ 島根 西ノ島ＲＣ 39:47

29 8437 福間正太郎 フクマショウタロウ 島根 TEAM　u 40:25

30 8356 今井 亮臣 イマイ アキオミ 群馬 40:34

31 8383 山根 博之 ヤマネ ヒロユキ 島根 美酒ラン 40:39

32 8417 伊藤 智康 イトウ トモヤス 島根 イワクリ 41:22

33 8301 加納 裕太 カノウ ユウタ 島根 41:25

34 8384 石原 充 イシハラ ミツル 鳥取 イワタクリ８ 41:38

35 8349 所 崇之 トコロ タカユキ 茨城 41:43

36 8470 平木洋輔 ヒラギヨウスケ 島根 41:47

37 8386 兼折 隆 カネオリ タカシ 島根 42:14

38 8458 山根真二 ヤマネシンジ 島根 42:19

39 8408 三島 博史 ミシマ ヒロシ 島根 山陰ランクラブ 42:27

40 8336 原　修司 ﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ 島根 42:29

41 8434 熊谷 治 クマガイ オサム 広島 42:41

42 8387 角田 浩介 スミタ コウスケ 島根 42:50

43 8389 千代 知明 チシロ トモアキ 島根 42:55

44 8395 吉岡 真治 ヨシオカ シンジ 島根 42:56

45 8330 橋本　幸夫 ﾊｼﾓﾄ ｻﾁｵ 島根 43:00

46 8327 小村普保 オムラヒロヤス 島根 KBⅡ 43:04

47 8439 岸　陽光 キシ　アキミツ 鳥取 43:05

48 8377 野々内 康二 ノノウチ コウジ 島根 玉造病院 43:09

49 8382 広江 享祐 ヒロエ キョウスケ 島根 43:11

50 8342 田邊　泰章 ﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｱｷ 島根 チーム みしまや 43:25

51 8360 藤井 祐樹 フジイ ユウキ 島根 ブルーマリーン 43:31

52 8378 木村 憲太郎 キムラ ケンタロウ 島根 キムラ木材 43:37

53 8362 神庭 悠介 カンバ ユウスケ 島根 43:41

54 8375 藤村 智則 フジムラ トモノリ 広島 ＳＡＴ 43:42

55 8422 渡部 暁 ワタナベ サトシ 島根 岩田クリエイト 43:45

56 8472 吉田尚弘 ヨシダタカヒロ 島根 43:51

57 8350 伊藤 恭平 イトウ キョウヘイ 島根 44:13

58 8406 布村 裕介 ヌノムラ ユウスケ 島根 まがたま荘 44:25

59 8440 矢田　一 ヤタ　ハジメ 島根 上郷アスリート 44:36

60 8380 立原 和弥 タチハラ カズヤ 島根 島根富士通 44:51

61 8326 狩野　慎 カリノ　シン 島根 45:03

62 8369 山本 裕介 ヤマモト ユウスケ 島根 45:23

63 8388 佐藤 亘 サトウ ワタル 広島 魁！！吉田塾 45:33

1/3



第38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
64 8328 土谷三徳 ツチタニミノリ 島根 45:36

65 8471 狩野和幸 カリノカズユキ 島根 45:39

66 8398 國頭 浩毅 クニトウ ヒロキ 島根 山陰新ＲＵＮ線 45:46

67 8365 梶谷 祐司 カジタニ ユウジ 大阪 45:47

68 8373 安達 廷和 アダチ タカカズ 島根 45:52

69 8341 土江　文介 ﾂﾁｴ ﾌﾞﾝｽｹ 島根 45:59

70 8428 松崎 文明 マツザキ フミアキ 島根 46:10

71 8427 澤田 達也 サワダ タツヤ 島根 46:14

72 8346 宇都宮　丈治 ｳﾂﾉﾐﾔ ｼﾞｮｳｼﾞ 島根 46:16

73 8385 門脇 浩治 カドワキ コウジ 鳥取 エスペランザ 46:16

74 8454 植田知徳 ウエダトモノリ 島根 46:18

75 8449 林原弘卓 ハヤシバラヒロタカ 鳥取 46:24

76 8460 横山貴弘 ヨコヤマタカヒロ 鳥取 出雲造機走る会 46:38

77 8420 田中 健 タナカ ケン 島根 46:39

78 8412 岩本 一也 イワモト カズヤ 島根 46:55

79 8450 松浦佑哉 マツウラユウヤ 島根 46:58

80 8379 門脇 輝昌 カドワキ テルマサ 島根 46:59

81 8416 平田 豊 ヘイダ ユタカ 島根 47:05

82 8410 佐野 敬史 サノ タカシ 島根 ＴＥＡＭ　Ｕ 47:27

83 8371 川谷 知亮 カワタニ トモアキ 大阪 島根富士通 47:34

84 8455 小笹真二 オザサシンジ 島根 内中原Bee Magic 47:38

85 8459 河野康裕 コウノヤスヒロ 広島 47:42

86 8400 小林 和人 コバヤシ カズト 島根 47:52

87 8451 松澤勝之 マツザワカツユキ 広島 47:58

88 8343 藤田　紀輝 ﾌｼﾞﾀ ﾉﾘｱｷ 愛媛 48:15

89 8353 岡田 純幸 オカダ ジュンコウ 群馬 48:22

90 8463 野田啓司 ノダケイジ 島根 48:42

91 8433 永井 法弘 ナガイ ノリヒロ 鳥取 48:42

92 8401 秋間 智行 アキマ トモユキ 島根 49:00

93 8332 浜村　英生 ﾊﾏﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 島根 ＥＮＣＣ島根 49:02

94 8409 池本 剛 イケモト ツヨシ 鳥取 鳥取県警 49:08

95 8461 長澤直樹 ナガサワナオキ 島根 49:22

96 8441 細田大輔 ホソダダイスケ 島根 50:04

97 8344 藤原　裕也 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ 島根 50:06

98 8438 樋野善久 ヒノヨシヒサ 島根 イワタニ山陰株式会社 50:09

99 8329 金坂俊二 カネサカシュンジ 島根 50:13

100 8442 井塚　誠 イツカ　マコト 島根 50:20

101 8368 大場 哲也 オオバ テツヤ 島根 松江日赤ＲＣ 50:21

102 8426 栗原 靖和 クリハラ ヤスカズ 島根 50:30

103 8447 佐藤健一 サトウケンイチ 島根 50:37

104 8478 陰山宏輔 カゲヤマコウスケ 島根 50:41

105 8405 福西 政隆 フクニシ マサタカ 京都 50:46

106 8396 森山 恵介 モリヤマ ケイスケ 島根 50:49

107 8393 井上 宗親 イノウエ ムネチカ 島根 日星 51:11

108 8335 安達　公平 ｱﾀﾞﾁ ｺｳﾍｲ 島根 CCWSRC 51:30

109 8457 安部敏博 アベトシヒロ 島根 51:46

110 8452 内田智也 ウチダトモヤ 島根 51:59

111 8339 糸川　護 ｲﾄｶﾞﾜ ﾏﾓﾙ 島根 52:00

112 8468 中原正樹 ナカハラマサキ 鳥取 52:10

113 8466 芝尾寛之 シバオヒロユキ 島根 52:36

114 8355 景山 智央 カゲヤマ トモオ 島根 島根富士通 52:40

115 8394 山本 悦孝 ヤマモト ヨシタカ 島根 52:43

116 8443 桑谷正樹 クワタニマサキ 島根 52:44

117 8435 山根 恭介 ヤマネ キョウスケ 島根 53:03

118 8372 平塚 洋介 ヒラツカ ヨウスケ 島根 サンインボルト 53:08

119 8357 青木 啓悟 アオキ ケイゴ 島根 島根富士通 53:28

120 8359 渡野 佑馬 ワタノ ユウマ 島根 島根富士通 53:36

121 8444 迫口晃治 サコグチコウジ 島根 53:37

122 8415 勝部 徹 カツベ トオル 島根 エース電工 53:44

123 8423 田邊 吏 タナベ ツカサ 島根 54:17

124 8324 高瀬雅義 タカセマサヨシ 島根 54:32

125 8453 冨田大輔 トミタダイスケ 島根 出雲造機走る会 54:35

126 8402 見山 晋一 ミヤマ シンイチ 島根 54:44
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127 8392 矢内 均 ヤナイ ヒトシ 島根 55:07

128 8358 吉川 裕士 キッカワ ヒロシ 島根 島根富士通 55:57

129 8337 石橋　敏生 ｲｼﾊﾞｼ ﾄｼｵ 島根 ミックスジュース 56:04

130 8431 宮廻 孝史 ミヤサコ タカシ 岡山 56:17

131 8413 安部 優一 アベ ユウイチ 島根 56:52

132 8348 細木 正司 ホソギ ショウジ 島根 57:00

133 8419 榊原 康夫 サカキハラ ヤスオ 島根 ＹＢＳ 57:11

134 8407 石原 久行 イシハラ ヒサユキ 島根 宍道自工 57:31

135 8334 川上　豊 ｶﾜｶﾐ ﾕﾀｶ 島根 大道芸人 57:48

136 8446 落部正之 オチベマサユキ 島根 イワタニ山陰株式会社 57:51

137 8331 中島　清貴 ﾅｶｼﾏ ｷﾖﾀｶ 島根 58:29

138 8421 小田原 聖 オダワラ ショウ 島根 58:38

139 8477 矢野裕之 ヤノヒロユキ 島根 JAしまね 59:05

140 8430 鈴木 篤喜 スズキ アツヨシ 群馬 すーさん 1:00:14

141 8414 沖本 和樹 オキモト カズキ 島根 1:00:49

142 8448 大塚友貴 オオツカユウキ 島根 1:03:02

143 8429 鎌田 真也 カマダ シンヤ 島根 1:03:02

144 8474 田中元基 タナカモトキ 島根 1:03:37

145 8391 内田 直志 ウチダ タダシ 島根 1:03:47

146 8325 小出　学 コイデ　マナブ 島根 チーム颯人 1:04:11

147 8465 永野　新 ナガノ　ハジメ 島根 1:04:18

148 8418 岩﨑 和宜 イワサキ カズヨシ 島根 1:10:28

149 8363 佐野 泰弘 サノ ヤスヒロ 兵庫 1:11:13

150 8462 河本　泰 カワモト　ユタカ 鳥取 1:14:44
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