
第38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 8795 門脇真次郎 カドワキシンジロウ 島根 松江陸上クラブ 37:32
2 8788 内田 武史 ウチダ タケシ 大阪 パナソニック 37:45
3 8807 高倉明信 タカクラアキノブ 島根 SPORTIVOひがしいずも 37:46
4 8706 小池 仁一 コイケ ジンイチ 埼玉 38:12
5 8708 川島 建司 カワシマ ケンジ 島根 平田走 38:32
6 8702 狩野悦朗 カリノエツロウ 島根 宍道走友会 38:34

7 8744 松本 宏行 マツモト ヒロユキ 島根 ブルーマリーン 38:50

8 8722 古居　誠 フルイ　マコト 島根 38:53

9 8711 稲田 佳朗 イナタ ヨシロウ 島根 うんなん走友会 39:03

10 8701 戸﨑修爾 トザキシュウジ 島根 松江市陸協 39:19

11 8760 佐々木 義明 ササキ ヨシアキ 鳥取 39:37

12 8707 岡田 成人 オカダ ナルヒト 島根 大田市立病院 40:04

13 8709 長府 潤 チョウフ ジュン 島根 西ノ島ＲＣ 40:16

14 8773 清水 靖士 シミズ ヤスシ 岡山 サンブリッジ 41:02

15 8737 森 登志雄 モリ トシオ 大阪 岸和田健康ク 41:16

16 8785 三上 栄次 ミカミ エイジ 島根 北陽ビル管理 41:28

17 8804 山根真明 ヤマネマサアキ 広島 広島県庁RC 41:37

18 8798 松本　修 マツモト　オサム 島根 42:19

19 8710 金織 豊 カナオリ ユタカ 広島 東京陸協 42:20

20 8724 黒見幸喜 クロミコウキ 鳥取 42:36

21 8806 廣中　敏 ヒロナカ　サトシ 島根 43:07

22 8729 曽田伸二 ソタシンジ 島根 クリーン設備（有） 43:20

23 8713 山国 昇 ヤマクニ ノボル 大分 山陰ランクラブ 43:29

24 8735 室田 浩司 ムロタ コウジ 島根 ＨＮＡＣ 43:31

25 8768 奥村 博之 オクムラ ヒロユキ 島根 43:52

26 8703 藤原　智弘 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄﾓﾋﾛ 島根 松江北山陸友会 44:16

27 8786 足立 弘健 アダチ ヒロヤス 島根 松江商業高等学校 44:43

28 8712 知久 昌昭 チク マサアキ 栃木 ＡＴＪ 45:16

29 8718 柳田雅彦 ヤナギダマサヒコ 島根 ザ・ドリン禁ず 45:22

30 8784 杉原 修 スギハラ オサム 島根 45:36

31 8764 徳安 隆志 トクヤス タカシ 鳥取 45:41

32 8750 北野 毅 キタノ タケシ 島根 46:03

33 8715 安田 幸司 ヤスダ コウジ 島根 島根マツダ 46:28

34 8781 小松 正樹 コマツ マサキ 島根 ホテル白鳥 46:37

35 8720 川本康範 カワモトヤスノリ 島根 46:41

36 8777 北村 靖ニ キタムラ ヤスジ 鳥取 空自美保基地 46:46

37 8721 瀬川　浩 セガワ　ヒロシ 広島 46:47

38 8748 岡本 勇人 オカモト ハヤト 鳥取 ３３３ＲＣ 47:07

39 8743 荒木 徹 アラキ トオル 広島 ろうきんず 47:10

40 8731 神庭好之 カンバヨシユキ 島根 47:11

41 8762 水野 昭夫 ミズノ アキオ 島根 47:21

42 8727 蔭山和英 カゲヤマカズヒデ 島根 47:29

43 8745 渡邉 正 ワタナベ タダシ 島根 48:07

44 8765 後藤 良彰 ゴトウ ヨシアキ 広島 48:16

45 8723 松本健治 マツモトケンジ 島根 NOSAI島根 48:26

46 8752 多田 薫 タダ カオル 鳥取 ＪＲごとう 48:47

47 8799 小橋寛幸 コバシヒロユキ 鳥取 ヤンセンファーマ 49:10

48 8766 津田 俊男 ツダ トシオ 島根 49:45

49 8767 寺本 孝行 テラモト タカユキ 島根 チ－ムえとも 49:47

50 8742 前田 純一 マエタ ジュンイチ 鳥取 49:55

51 8772 有馬 素光 アリマ モトミツ 広島 49:57

52 8705 井上 盛文 イノウエ モリフミ 島根 松江陸上クラブ 49:58

53 8776 佐藤 秀紀 サトウ ヒデノリ 島根 50:22

54 8716 吾郷　隆 アゴウ　タカシ 島根 50:24

55 8719 田中孝行 タナカタカユキ 島根 50:35

56 8792 渡　勝也 ワタリ　カツヤ 島根 50:45

57 8754 冨永 栄治 トミナガ エイジ 茨城 はたそめ 51:02

58 8747 石倉 勝志 イシクラ カツシ 島根 51:28

59 8802 野津孝之 ノツタカユキ 島根 51:40

60 8730 山藤昭則 サントウアキノリ 島根 岩佐組 51:41

61 8761 錦織 昌明 ニシコオリ マサアキ 島根 松江赤十字病院 51:42

62 8757 梶谷 和則 カジタニ カズノリ 島根 52:03

63 8794 堤　昌敏 ツツミ　マサトシ 島根 イワタニ山陰株式会社 52:05
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64 8759 若杉 敏也 ワカスギ トシヤ 島根 島根県政記者会 52:09

65 8751 岩佐 浩 イワサ ヒロシ 島根 52:27

66 8783 川上 均 カワカミ ヒトシ 島根 52:42

67 8789 門脇 岳彦 カドワキ タケヒコ 島根 かまぽこさん 52:47

68 8780 糸賀 知徳 イトガ トモノリ 島根 53:10

69 8791 松本清文 マツモトキヨフミ 島根 53:13

70 8769 中島 隆 ナカシマ タカシ 島根 53:45

71 8749 八幡 司 ヤワタ ツカサ 島根 ろうきんズ 53:50

72 8714 仲佐 稔 ナカサ ミノル 島根 （株）エンドー 54:10

73 8756 岩田 雅彦 イワタ マサヒコ 島根 54:22

74 8775 須田 一博 スダ カズヒロ 島根 54:42

75 8704 大下 誠 オオシタ マコト 島根 出雲市陸協 55:43

76 8746 梶谷 秀 カジタニ ヒデ 島根 55:48

77 8793 片田　浩 カタダ　ヒロシ 岡山 57:14

78 8758 三島 通義 ミシマ ミチヨシ 東京 ニッポン放送 57:16

79 8790 小立 孝志 オダチ タカシ 島根 山陰ヤクルト 57:29

80 8805 曽田昌美 ソタマサミ 島根 58:14

81 8741 下門 信太郎 シモカド シンタロウ 兵庫 58:32

82 8797 森本敬史 モリモトタカシ 島根 島根県庁 59:25

83 8782 長谷川 豊 ハセガワ ユタカ 島根 チーム荒磯 59:45

84 8734 柴田　紀喜 ｼﾊﾞﾀ ｷﾖｼ 島根 CCWSRC 59:56

85 8755 角 一彦 スミ カズヒコ 鳥取 1:00:02

86 8736 佐々木 義朗 ササキ ヨシロウ 大阪 一冨士ＲＣ 1:02:47

87 8801 高畑憲夫 タカハタノリオ 島根 1:03:13

88 8733 渡辺　勝巳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾐ 島根 1:04:08

89 8728 烏田文男 カラスダフミオ 島根 JAしまね 1:06:18

90 8732 小谷　穣 ｺﾀﾞﾆ ﾐﾉﾙ 島根 1:08:37

91 8725 川村宏之 カワムラヒロユキ 島根 1:09:53
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