
第38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 8544 安成 健司 ヤスナリ ケンジ 山口 長岡塾 34:28
2 8518 松原 大輔 マツバラ ダイスケ 鳥取 チーム全力少年 34:45
3 8633 斉木 淳史 サイキ アツシ 鳥取 36:09
4 8547 井原 志樹 イバラ モトキ 島根 36:15
5 8515 仲西 宏 ナカナシ ヒロシ 島根 安来市陸協 36:25
6 8566 田中 宏幸 タナカ ヒロアキ 島根 ごうぎん 36:56

7 8608 内坂 学 ウチサカ マナブ 島根 36:59

8 8572 山下 賢治 ヤマシタ ケンジ 広島 ＡＶＲＣ広島 37:09

9 8514 片寄 博幸 カタヨセ ヒロユキ 島根 37:18

10 8509 吉宗 宏修 ヨシムネ ヒロノブ 兵庫 神戸ＰＩＪＣ 38:04

11 8549 矢田 透 ヤタ トオル 島根 38:25

12 8521 青戸　学 アオト　マナブ 島根 38:52

13 8665 安食剛志 アジキツヨシ 島根 平田走 39:01

14 8511 錦織 誠治 ニシコオリ セイジ 島根 斐川ＡＣ 39:26

15 8502 山根武広 ヤマネタケヒロ 島根 チームタスキ 39:29

16 8523 長野高明 ナガノタカアキ 島根 39:36

17 8655 三代高広 ミシロタカヒロ 島根 40:01

18 8512 岩崎 満 イワサキ ミツル 島根 斐川ＡＣ 40:06

19 8636 亀山泰彦 カメヤマヤスヒコ 島根 (株)出雲村田製作所 40:14

20 8559 藤村 主税 フジムラ チカラ 広島 ＡＣ５３８ 40:27

21 8649 松本太一 マツモトタイチ 島根 Team　Free 40:28

22 8564 都田 哲司 ミヤコダ テツジ 島根 Ｔ・くちょっく 40:44

23 8610 森山 浩二 モリヤマ コウジ 島根 40:53

24 8611 多久和 雅人 タクワ マサト 島根 41:00

25 8606 松尾 淳 マツオ アツシ 島根 41:06

26 8594 吉岡 孝朗 ヨシオカ タカアキ 島根 ＴＬＲＣ 41:10

27 8589 山本 卓 ヤマモト タク 岡山 チーム暁 41:13

28 8664 井原　真 イバラ　マコト 島根 タスキ 41:17

29 8505 植田 真樹 ウエダ マサキ 大阪 若ちゃんＦＲＣ 41:20

30 8595 又葉 大毅 マタバ タイキ 島根 アニーズバナナ 41:23

31 8555 佐藤 元洋 サトウ モトヒロ 島根 41:29

32 8561 鈴木 雅彦 スズキ マサヒコ 鳥取 チーム３年２組 41:30

33 8579 日野 誠 ヒノ マコト 島根 チーム四中 41:33

34 8605 川岡 浩之 カワオカ ヒロユキ 島根 41:47

35 8651 門脇克憲 カドワキカツノリ 島根 42:16

36 8641 多久和 真彦 タクワ マサヒコ 島根 42:17

37 8658 伊藤広志 イトウヒロシ 島根 42:22

38 8668 木村賢治 キムラケンジ 島根 42:30

39 8501 山根繁美 ヤマネシゲヨシ 鳥取 ごうぎん 42:31

40 8672 杉原康治 スギハラコウジ 島根 マツヤ神戸屋陸上部 42:38

41 8508 舟木 勝俊 フナキ カツトシ 島根 雲南市陸協 42:41

42 8516 宮野音 努 ミヤノオト ツトム 広島 三次中央病院 42:45

43 8622 高原 精司 タカハラ セイジ 島根 42:57

44 8510 谷本 俊治 タニモト シュンジ 島根 島根銀行 43:26

45 8554 福田 武人 フクダ タケト 島根 43:39

46 8602 青山 智 アオヤマ サトシ 島根 ランナウェイ 43:58

47 8615 山根 一史 ヤマネ カズシ 島根 44:04

48 8584 安立 順也 アダチ ジュンヤ 島根 44:18

49 8600 鈴木 通俊 スズキ ミチトシ 島根 44:27

50 8576 梅村 幸雄 ウメムラ ユキオ 鳥取 チーム０ベース 44:28

51 8612 吉田 匡宏 ヨシダ マサヒロ 岡山 44:31

52 8607 星野 誠 ホシノ マコト 島根 44:31

53 8577 和田 健作 ワダ ケンサク 広島 和田工務店 44:34

54 8575 川中 努 カワナカ ツトム 島根 山陰ランクラブ 44:35

55 8557 山根 良平 ヤマネ リョウヘイ 島根 国保連合会 44:39

56 8673 岩成裕治 イワナリユウジ 島根 アスリート八雲 45:00

57 8659 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 45:07

58 8503 後藤　裕志 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ 島根 松江北山陸友会 45:19

59 8643 桑原亘治 クワバラコウジ 島根 45:23

60 8650 中林政博 ナカバヤシマサヒロ 島根 46:04

61 8670 藤原　武 フジハラ　タケシ 島根 JAしまね 46:24

62 8562 石川 一郎 イシカワ イチロウ 島根 公立島根 46:47

63 8504 小林　賢治 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 東京 46:56
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64 8654 渡辺祐治 ワタナベユウジ 鳥取 47:16

65 8552 岡田 陽治 オカダ ヨウジ 島根 47:23

66 8646 井上博文 イノウエヒロフミ 島根 イワタニ山陰株式会社 47:25

67 8648 谷原茂郎 タニハラシゲオ 島根 47:26

68 8597 吉野 智信 ヨシノ トモノブ 島根 アトリエ風来坊 47:28

69 8667 小川昌洋 オガワアキヒロ 島根 47:37

70 8540 水口　潤一 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ 島根 CCWSRC 47:39

71 8568 小東 元城 コヒガシ モトキ 鳥取 チーム東 47:47

72 8630 有働 健 ウドウ ケン 鳥取 47:55

73 8660 日野治己 ヒノハルミ 島根 フィットネスクラブ 47:57

74 8593 北脇 学 キタワキ マナブ 島根 48:01

75 8609 須山 比呂司 スヤマ ヒロシ 島根 こまち１７号 48:35

76 8618 浜崎 聡 ハマサキ サトシ 鳥取 岩田クリエイト 48:38

77 8591 長田 直文 ナガタ タダフミ 島根 48:41

78 8624 佐々木 基史 ササキ モトフミ 島根 49:05

79 8553 石川 順一 イシカワ ジュンイチ 島根 ＨＭＣ 49:21

80 8638 岩本 薫 イワモト カオル 島根 49:26

81 8656 松永博治 マツナガヒロハル 山口 49:28

82 8556 小室 範明 コムロ ノリアキ 島根 国保連合会 49:32

83 8586 井本 英 イモト スグル 鳥取 ＨＭＢ４６ 49:36

84 8635 大野高裕 オオノタカヒロ 島根 49:52

85 8588 光川 泰三 ミツカワ タイゾウ 島根 50:09

86 8613 岡田 健二 オカダ ケンジ 島根 50:31

87 8626 津田 聡史 ツダ サトシ 島根 50:37

88 8666 福間　隆 フクマ　タカシ 島根 50:50

89 8517 三吉 博之 ミヨシ ヒロユキ 島根 50:51

90 8533 奥原　哲也 ｵｸﾊﾗ ﾃﾂﾔ 島根 50:59

91 8537 金津　成央 ｶﾅﾂ ｼｹﾞﾋｻ 島根 51:02

92 8669 藤本康志 フジモトヤスシ 島根 51:07

93 8627 農口 史人 ノグチ フミト 島根 51:15

94 8560 増田 豊 マスダ ユタカ 東京 51:41

95 8592 飯國 昌美 イイグニ マサミ 島根 51:43

96 8625 小林 周平 コバヤシ シュウヘイ 広島 51:44

97 8642 須田大司 スダダイジ 島根 イワタニ山陰株式会社 51:54

98 8632 森灘 一志 モリナダ カズシ 鳥取 大原建設 51:58

99 8598 錦織 邦安 ニシキオリ クニヤス 島根 51:59

100 8520 中村道盛 ナカムラミチモリ 島根 52:01

101 8519 原　周司 ハラ　シュウジ 島根 52:23

102 8541 野津　隆幸 ﾉﾂ ﾀｶﾕｷ 島根 52:25

103 8644 宇田川　誠 ウダガワ　マコト 広島 52:25

104 8652 坂田博幸 サカタヒロユキ 島根 52:31

105 8587 岩淵 隆弘 イワブチ タカヒロ 島根 うまいでがんす 52:32

106 8614 遠藤 博史 エンドウ ヒロシ 鳥取 52:33

107 8634 岩谷　誠 イワタニ　マコト 島根 52:37

108 8621 田中 隆一 タナカ リュウイチ 島根 ゆうあい 52:52

109 8599 小浦 重徳 コウラ シゲノリ 鳥取 53:00

110 8580 岡野 浩志 オカノ ヒロシ 広島 まめ登山部 53:11

111 8532 津森　正樹 ﾂﾓﾘ ﾏｻｷ 島根 53:12

112 8558 友田 純平 トモダ ジュンペイ 島根 テルサスポーツ 53:12

113 8525 井上啓一 イノウエケイイチ 鳥取 53:13

114 8629 花井 淳 ハナイ ジュン 鳥取 境港市 53:52

115 8640 小林 正明 コバヤシ マサアキ 広島 54:05

116 8603 中司 弓彦 ナカツカサ ユミヒコ 島根 54:31

117 8645 大菅　至 オオスゲ　イタル 島根 イワタニ山陰株式会社 55:03

118 8551 多久和 真悟 タクワ シンゴ 島根 島根富士通 55:08

119 8524 石倉研司 イシクラケンジ 島根 304エンジニア 55:34

120 8545 市村 将輝 イチムラ マサテル 神奈川 55:40

121 8671 井上裕文 イノウエヒロフミ 島根 JAしまね 55:49

122 8542 西川　隆文 ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾌﾐ 島根 CCWSRC 55:54

123 8563 山根 敏弘 ヤマネ トシヒロ 島根 56:08

124 8617 石松 武信 イシマツ タケノブ 島根 荒木燃料（株） 56:13

125 8628 藤井 丈晴 フジイ タケハル 広島 まめランナーズ 56:44

126 8596 武部 昭浩 タケベ アキヒロ 島根 57:21
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127 8538 井上　克利 ｲﾉｳｴ ｶﾂﾄｼ 島根 57:23

128 8604 門脇 健次 カドワキ ケンジ 島根 58:18

129 8567 高尾 淳 タカオ ジュン 島根 58:21

130 8565 藤原 一浩 フジハラ カズヒロ 島根 58:26

131 8539 田中　公平 ﾀﾅｶ ｺｳﾍｲ 島根 58:32

132 8662 松崎　武 マツザキ　タケシ 島根 58:59

133 8574 藤井 健望 フジイ ケンモツ 島根 Ｔ．Ｃ．Ｃ 59:32

134 8531 吉岡　享 ﾖｼｵｶ ﾄｵﾙ 島根 CCWSRC 1:01:23

135 8583 竹内 敏泰 タケウチ トシヒロ 島根 1:02:16

136 8530 坂東　直樹 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ 鳥取 1:02:34

137 8529 柳田　慎一 ﾔﾅﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 島根 CCWSRC 1:04:07

138 8616 石津 宏明 イシヅ ヒロアキ 島根 1:04:13

139 8657 藤原賢二 フジハラケンジ 島根 アスリート八雲 1:05:02

140 8528 藤原　裕也 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ 島根 CCWSRC 1:05:12

141 8590 安田 登 ヤスダ ノボル 島根 1:05:16

142 8535 来海　隆義 ｷﾏﾁ ﾀｶﾖｼ 島根 1:06:01

143 8522 岩田健治 イワタケンジ 島根 KBⅡ 1:06:12

144 8548 内田 浩二 ウチダ コウジ 島根 1:06:29

145 8647 周藤智徳 ストウトモノリ 島根 イワタニ山陰株式会社 1:10:29

146 8527 片山　俊介 ｶﾀﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 島根 山陰ランクラブ 1:10:53

147 8620 耳道 英一郎 ミミドウ エイイチロウ 広島 豆ランナーズ 1:10:58

148 8631 川崎 宏幸 カワサキ ヒロユキ 島根 1:13:04
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