
第39回まつえレディースハーフマラソン
 Ⅱ部10km男子（39歳以下の部）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 8029 福濱　駿 ﾌｸﾊﾏ ｼｭﾝ 島根 ホシザキ陸上部 31分11秒
2 8018 村岡 拓弥 ﾑﾗｵｶ ﾀｸﾔ 島根 松江市陸協 32分58秒
3 8023 渡辺 達也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ 鳥取 自衛隊米子 32分59秒
4 8016 三賀森 智哉 ﾐｶﾓﾘ ﾄﾓﾔ 島根 松江市陸協 33分13秒
5 8040 前田　雄飛 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾋ 島根 島根大学 33分26秒
6 8019 西尾 武士 ﾆｼｵ ﾀｹｼ 鳥取 自衛隊米子 33分34秒

7 8038 原　一智 ﾊﾗ ｶｽﾞﾄﾓ 島根 島根大学 33分47秒

8 8052 田中 敏弘 ﾀﾅｶ ﾄｼﾋﾛ 島根 雲南市陸協 33分48秒

9 8058 津川　広志 ﾂｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 島根 松江市陸協 33分56秒

10 8041 本田　圭吾 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲｺﾞ 鳥取 島根大学 34分04秒

11 8055 川本 乃輔 ｶﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 島根 斐川ＡＣ 34分15秒

12 8027 向原 佳和 ﾑｺｳﾊﾗ ﾖｼｶｽﾞ 鳥取 自衛隊米子 34分24秒

13 8013 大皷 力斗 ﾀｲｺ ﾘｷﾄ 島根 松江商業高校 34分38秒

14 8051 村上 貴亮 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｱｷ 島根 チームタスキ 34分40秒

15 8021 園山 健太 ｿﾉﾔﾏ ｹﾝﾀ 島根 島根AC 34分47秒

16 8030 朝倉　一樹 ｱｻｸﾗ ｶｽﾞｷ 島根 ホシザキ陸上部 34分52秒

17 8004 志食　歩輝 ｼｼﾞｷ ｱﾕｷ 島根 平田高校 34分58秒

18 8028 尾林 大河 ｵﾊﾞﾔｼ ﾀｲｶﾞ 鳥取 自衛隊米子 35分02秒

19 8001 杉本 寛樹 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛｷ 広島 高陽東高等学校 35分08秒

20 8012 揚場 康平 ｱｹﾞﾊﾞ ｺｳﾍｲ 広島 高陽東高校 35分08秒

21 8037 門田　風雅 ﾓﾝﾃﾞﾝ ﾌｳﾏ 広島 島根大学 35分18秒

22 8005 今若　流 ｲﾏﾜｶ ﾘｭｳ 島根 平田高校 35分19秒

23 8025 宮島 伸大 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 島根 島根大学 35分30秒

24 8035 前田　裕紀 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ 兵庫 鳥取大学 35分39秒

25 8046 柴田 一平 ｼﾊﾞﾀ ｲｯﾍﾟｲ 島根 益田市陸協 35分44秒

26 8031 内田　陽太 ｳﾁﾀﾞ ﾖｳﾀ 島根 島根大学 35分56秒

27 8002 北川 朔矢 ｷﾀｶﾞﾜ ｻｸﾔ 広島 高陽東高校 36分02秒

28 8080 山本 祥平 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 島根 ゆめタウン出雲 36分05秒

29 8090 古澤　啓太 ﾌﾙｻﾞﾜ ｹｲﾀ 広島 36分15秒

30 8006 佐藤　聖馬 ｻﾄｳ ｾｲﾏ 島根 平田高校 36分18秒

31 8082 大西 一史 ｵｵﾆｼ ｶｽﾞｼ 島根 36分24秒

32 8024 金坂 裕貴 ｶﾈｻｶ ﾋﾛｷ 鳥取 自衛隊米子 36分41秒

33 8144 上野 敬介 ｳｴﾉ ｹｲｽｹ 島根 36分46秒

34 8011 藤原 欣也 ﾌｼﾞﾊﾗ ｷﾝﾔ 広島 高陽東高校 36分46秒

35 8061 黒田 敦斗 ｸﾛﾀﾞ ｱﾂﾄ 島根 36分48秒

36 8003 青木 陽生 ｱｵｷ ﾖｳｾｲ 島根 平田高校 36分48秒

37 8087 高根　晴 ﾀｶﾈ ｾｲ 島根 36分53秒

38 8017 小竹原 崇行 ｺﾀﾞｹﾊﾗ ﾀｶﾕｷ 島根 チームタスキ 37分12秒

39 8034 糸原　一輝 ｲﾄﾊﾗ ｶｽﾞｷ 島根 島根大学 37分12秒

40 8045 森脇 博之 ﾓﾘﾜｷ ﾋﾛﾕｷ 島根 玉湯体協 37分18秒

41 8043 野口 斉 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 鳥取 王子製紙 37分32秒

42 8026 西村 浩貴 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ 鳥取 島根大学 37分43秒

43 8053 伊藤 正幸 ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 島根 久多美走い会 38分06秒

44 8196 山口　一之 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ 鳥取 38分08秒

45 8059 福井 健次 ﾌｸｲ ｹﾝｼﾞ 鳥取 38分14秒

46 8039 森川　裕英 ﾓﾘｶﾜ ﾋﾛﾋﾃﾞ 島根 島根大学 38分17秒

47 8022 伊藤 瑛 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 島根 松江陸上クラブ 38分18秒

48 8089 原　尚樹 ﾊﾗ ﾅｵｷ 島根 38分22秒

49 8124 嘉藤 信一 ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁ 島根 出雲村田製作所 38分24秒

50 8070 勝部 優太 ｶﾂﾍﾞ ﾕｳﾀ 島根 ＴＥＡＭｕ 38分45秒

51 8020 菅原 貴行 ｽｶﾞﾊﾗ ﾀｶﾕｷ 島根 ＴＥＡＭＸ２０００ 38分46秒

52 8014 舩津 涼太 ﾌﾅﾂ ﾘｮｳﾀ 島根 松江商業 39分02秒

53 8111 百瀬 彰宏 ﾓﾓｾ ｱｷﾋﾛ 島根 39分21秒

54 8067 奥田 和也 ｵｸﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 島根 なし 39分41秒

55 8010 仁宮 拓帆 ﾆﾐﾔ ﾀｸﾎ 島根 開星高校 39分42秒

56 8108 藤井 祐樹 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ 島根 ブルーマリーン 39分43秒

57 8042 伊藤 秀幸 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 島根 松江市陸協 39分52秒

58 8130 岩見 大輔 ｲﾜﾐ ﾀﾞｲｽｹ 島根 ＪＦしまね 39分57秒

59 8048 入江 洋希 ｲﾘｴ ﾋﾛｷ 鳥取 歌丸ＲＣ 39分58秒

60 8079 佐藤 宏明 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 島根 神名火ランナーズ 39分59秒

61 8194 山根　真二 ﾔﾏﾈ ｼﾝｼﾞ 島根 40分04秒

62 8074 奥村 康大 ｵｸﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 島根 40分14秒

63 8075 高橋 友也 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 島根 40分22秒
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64 8050 岸 孝史 ｷｼ ﾀｶｼ 島根 西ノ島ＲＣ 40分52秒

65 8069 淺間 孝敏 ｱｻﾏ ﾀｶﾄｼ 島根 ともちんクラブ 40分59秒

66 8062 江藤 雄紀 ｴﾄｳ ﾕｳｷ 島根 41分04秒

67 8123 山根 博之 ﾔﾏﾈ ﾋﾛﾕｷ 島根 美酒ラン 41分08秒

68 8101 伊藤 恭平 ｲﾄｳ ｷｮｳﾍｲ 島根 41分11秒

69 8149 荒銀 雄志 ｱﾗｶﾞﾈ ﾕｳｼﾞ 島根 イワタクリエイト 41分15秒

70 8100 塚崎 大貴 ﾂｶｻｷ ﾋﾛｷ 島根 41分20秒

71 8015 濱田 京都 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲﾄ 島根 松江商業高等学校 41分37秒

72 8129 千代 知明 ﾁｼﾛ ﾄﾓｱｷ 島根 41分39秒

73 8139 福間 正太郎 ﾌｸﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 島根 ｔｅａｍ　Ｕ 41分44秒

74 8141 内田 元気 ｳﾁﾀﾞ ﾓﾄｷ 島根 41分50秒

75 8112 小倉 隼人 ｵｸﾞﾗ ﾊﾔﾄ 島根 41分59秒

76 8109 神庭 悠介 ｶﾝﾊﾞ ﾕｳｽｹ 島根 42分10秒

77 8121 広江 享祐 ﾋﾛｴ ｷｮｳｽｹ 島根 42分24秒

78 8165 渡部 暁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 島根 株式会社イワタクリエイト 42分30秒

79 8198 土江　文介 ﾂﾁｴ ﾌﾞﾝｽｹ 島根 43分12秒

80 8189 上田 竜也 ｳｴﾀﾞ ﾀﾂﾔ 島根 43分17秒

81 8131 高力 徹 ｺｳﾘｷ ﾄｵﾙ 鳥取 43分27秒

82 8147 布村 裕介 ﾇﾉﾑﾗ ﾕｳｽｹ 島根 まがたま荘 43分40秒

83 8126 兼折 隆 ｶﾈｵﾘ ﾀｶｼ 島根 43分50秒

84 8169 上田 譲司 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 島根 ＨＴＫ　ＲＣ 43分59秒

85 8066 横田 昇太朗 ﾖｺﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 島根 44分04秒

86 8176 引野 敬史 ﾋｷﾉ ﾀｶﾌﾐ 鳥取 44分12秒

87 8117 藤村 智則 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ 広島 チームＡＳＡ 44分18秒

88 8137 吉岡 真治 ﾖｼｵｶ ｼﾝｼﾞ 島根 44分26秒

89 8138 森山 恵介 ﾓﾘﾔﾏ ｹｲｽｹ 島根 トリニダード 44分30秒

90 8120 立原 和弥 ﾀﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 島根 島根富士通 44分31秒

91 8158 平田 豊 ﾍｲﾀﾞ ﾕﾀｶ 島根 44分36秒

92 8125 門脇 浩治 ｶﾄﾞﾜｷ ｺｳｼﾞ 鳥取 五人衆 44分44秒

93 8184 横山 貴弘 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 鳥取 出雲造機走る会 44分58秒

94 8168 松崎 文明 ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐｱｷ 島根 45分27秒

95 8148 團野 康宏 ﾀﾞﾝﾉ ﾔｽﾋﾛ 島根 松江北山陸友会 45分38秒

96 8056 錦織 晋也 ﾆｼｺﾘ ｼﾝﾔ 島根 ごうぎんクラブ 45分50秒

97 8091 前田　凜太郎 ﾏｴﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 島根 イワタニ山陰 45分53秒

98 8072 黒崎 満 ｸﾛｻｷ ﾐﾂﾙ 島根 まがたま荘 46分24秒

99 8128 角田 浩介 ｽﾐﾀ ｺｳｽｹ 島根 46分25秒

100 8140 國頭 浩毅 ｸﾆﾄｳ ﾋﾛｷ 島根 山陰新ＲＵＮ線 46分38秒

101 8177 山角 修司 ﾔﾏｽﾐ ｼｭｳｼﾞ 島根 46分49秒

102 8057 福島 善照 ﾌｸｼﾏ ﾖｼﾃﾙ 島根 松江陸上クラブ 47分27秒

103 8150 奥村 道弘 ｵｸﾑﾗ ﾐﾁﾋﾛ 島根 道葉会 47分59秒

104 8146 福西 政隆 ﾌｸﾆｼ ﾏｻﾀｶ 京都 48分16秒

105 8191 高橋　博 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 島根 48分16秒

106 8161 榊原 康夫 ｻｶｷﾊﾗ ﾔｽｵ 島根 ＹＢＳ 48分24秒

107 8068 深堀 翔貴 ﾌｶﾎﾘ ｼｮｳｷ 島根 48分24秒

108 8183 佐藤 直樹 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 島根 島根県庁ソフトテニス部 48分38秒

109 8064 倉本 草太 ｸﾗﾓﾄ ｿｳﾀ 島根 島根大学 48分40秒

110 8186 奥原 真哉 ｵｸﾊﾗ ｼﾝﾔ 島根 内中原ＢｅｅＭａｇｉｃ 48分45秒

111 8114 山本 裕介 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 島根 48分47秒

112 8204 松浦　佑哉 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾔ 島根 49分05秒

113 8110 瀬尾 訓和 ｾｵ ﾉﾘｶｽﾞ 鳥取 49分18秒

114 8181 内田 智也 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ 島根 49分25秒

115 8076 小泉 拓也 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｸﾔ 島根 まがたま 49分41秒

116 8098 矢野 拓朗 ﾔﾉ ﾀｸﾛｳ 島根 50分12秒

117 8164 近藤 雅俊 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄｼ 鳥取 東光グループ 50分24秒

118 8096 迫口 晃治 ｻｺｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 島根 50分49秒

119 8201 藤原　裕也 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ 島根 51分05秒

120 8073 錦織 優気 ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳｷ 島根 まがたま荘 51分11秒

121 8133 松本 直行 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾕｷ 島根 ブルーマリーン 51分14秒

122 8065 石笠 たくろう ｲｼｶﾞｻ ﾀｸﾛｳ 島根 51分19秒

123 8154 岩本 一也 ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 島根 ＫＭＦＫ 51分20秒

124 8162 川上 雄介 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｽｹ 鳥取 51分39秒

125 8199 曽田　哲弘 ｿﾀ ﾃﾂﾋﾛ 島根 51分50秒

126 8185 中原 正樹 ﾅｶﾊﾗ ﾏｻｷ 鳥取 51分51秒
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127 8099 山根 恭介 ﾔﾏﾈ ｷｮｳｽｹ 島根 52分04秒

128 8173 金坂 俊二 ｶﾈｻｶ ｼｭﾝｼﾞ 島根 52分06秒

129 8175 内田 剛 ｳﾁﾀﾞ ｺﾞｵ 島根 52分17秒

130 8200 野田　啓司 ﾉﾀﾞ ｹｲｼﾞ 島根 52分24秒

131 8104 景山 智央 ｶｹﾞﾔﾏ ﾄﾓｵ 島根 島根富士通 52分29秒

132 8119 吉岡 吾朗 ﾖｼｵｶ ｺﾞﾛｳ 島根 松江記念病院 52分46秒

133 8207 樋野　善久 ﾋﾉ ﾖｼﾋｻ 島根 イワタニ山陰 53分05秒

134 8151 柿本 和也 ｶｷﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 鳥取 53分08秒

135 8197 五百川　大樹 ｲｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 島根 53分32秒

136 8106 吉川 裕士 ｷｯｶﾜ ﾋﾛｼ 島根 島根富士通 53分39秒

137 8078 田畠 佑紀 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 広島 53分40秒

138 8107 秋田 佑馬 ｱｷﾀ ﾕｳﾏ 島根 島根富士通 53分46秒

139 8153 山口 和也 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 鳥取 53分50秒

140 8081 石井 誠 ｲｼｲ ﾏｺﾄ 島根 54分06秒

141 8195 糸川　護 ｲﾄｶﾞﾜ ﾏﾓﾙ 島根 54分27秒

142 8210 村上　孝 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｼ 島根 岩谷産業 54分29秒

143 8180 島田 雅志 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻｼ 神奈川 54分58秒

144 8174 安達 すばる ｱﾀﾞﾁ ｽﾊﾞﾙ 島根 ＭＳＤ 55分05秒

145 8085 井上　文人 ｲﾉｳｴ ﾌﾐﾄ 島根 55分19秒

146 8190 小出 学 ｺｲﾃﾞ ﾏﾅﾌﾞ 島根 チーム颯人 55分33秒

147 8188 吉田 優 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ 島根 鳥取大学附属病院 55分37秒

148 8105 青木 啓悟 ｱｵｷ ｹｲｺﾞ 島根 島根富士通 56分14秒

149 8142 見山 晋一 ﾐﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 島根 56分39秒

150 8157 勝部 徹 ｶﾂﾍﾞ ﾄｵﾙ 島根 エース電工 56分43秒

151 8136 井上 宗親 ｲﾉｳｴ ﾑﾈﾁｶ 島根 日星 56分51秒

152 8135 矢内 均 ﾔﾅｲ ﾋﾄｼ 島根 56分55秒

153 8170 野々村 一彦 ﾉﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 島根 雲南市役所 57分22秒

154 8202 松本　淳 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 島根 57分33秒

155 8127 高瀬 雅義 ﾀｶｾ ﾏｻﾖｼ 島根 福間商事 58分45秒

156 8206 深津　信之 ﾌｶﾂ ﾉﾌﾞﾕｷ 島根 イワタニ山陰 58分48秒

157 8193 池田　俊貴 ｲｹﾀﾞ ﾄｼﾀｶ 島根 主任主事/IYEOランナス倶楽部 59分15秒

158 8208 高津　周祐 ﾀｶﾂ ｼｭｳｽｹ 島根 岩谷産業 59分24秒

159 8063 深井 理志 ﾌｶｲ ｻﾄｼ 広島 1時間00分18秒

160 8083 飯塚 健 ｲｲﾂｶ ｹﾝ 島根 1時間00分33秒

161 8167 余村 健一 ﾖﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 島根 1時間00分48秒

162 8118 周藤 将司 ｽﾄｳ ﾏｻｼ 島根 1時間00分59秒

163 8132 内田 直志 ｳﾁﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 島根 1時間01分09秒

164 8143 伊藤 勇人 ｲﾄｳ ﾕｳﾔ 北海道 参天 1時間01分38秒

165 8122 松本 啓介 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ 島根 まがたま 1時間02分17秒

166 8116 平田 芳光 ﾋﾗﾀ ﾖｼﾐﾂ 島根 福島工業 1時間03分30秒

167 8060 坂見 大起 ｻｶﾐ ﾀﾞｲｷ 島根 1時間04分30秒

168 8156 沖本 和樹 ｵｷﾓﾄ ｶｽﾞｷ 島根 日星調剤 1時間04分36秒

169 8178 寺田 直史 ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ 広島 1時間04分42秒

170 8155 安部 優一 ｱﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 島根 1時間04分43秒

171 8093 中島　隆晴 ﾅｶｼﾏ ﾀｶﾊﾙ 島根 イワタニ山陰 1時間04分45秒

172 8209 多久和　悠司 ﾀｸﾜ ﾕｳｼﾞ 島根 イワタニ山陰 1時間05分50秒

173 8086 佐藤　祐貴 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 島根 1時間05分54秒

174 8205 徳永　陽平 ﾄｸﾅｶﾞ ﾖｳﾍｲ 島根 岩谷産業 1時間07分27秒

175 8088 渡辺　勝太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 島根 1時間08分09秒

176 8145 津森 大悟 ﾂﾓﾘ ﾀﾞｲｺﾞ 島根 本庄消防 1時間08分11秒

177 8084 松浦　一輝 ﾏﾂｳﾗ ｶｽﾞｷ 島根 1時間13分17秒

178 8187 北畠 真司 ｷﾀﾊﾞﾀｹ ﾏｻｼ 大阪 1時間19分34秒
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