
第39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 8401 田中 賢一 ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ 島根 松江陸上クラブ 35分04秒
2 8411 片寄 博幸 ｶﾀﾖｾ ﾋﾛﾕｷ 島根 雲南市陸協 35分52秒
3 8414 松原 大輔 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｽｹ 香川 チーム全力少年 36分10秒
4 8415 梶谷 真広 ｶｼﾞﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ 島根 雑賀津田街道 36分46秒
5 8410 持田 淳 ﾓﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 島根 松江陸上クラブ 37分20秒
6 8447 山下 賢治 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｼﾞ 広島 ＷｉｎｄＲｕｎ 37分34秒

7 8443 田中 宏幸 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ 島根 ごうぎん 38分01秒

8 8416 井原 周治 ｲﾊﾞﾗ ｼｭｳｼﾞ 島根 ＨＭＣ 38分28秒

9 8406 矢田 透 ﾔﾀ ﾄｵﾙ 島根 チームタスキ 38分49秒

10 8522 松尾　茂 ﾏﾂｵ ｼｹﾞﾙ 鳥取 38分51秒

11 8476 安食 剛志 ｱｼﾞｷ ﾂﾖｼ 島根 平田走ろう会 39分03秒

12 8408 錦織 誠治 ﾆｼｺｵﾘ ｾｲｼﾞ 島根 斐川ＡＣ 39分41秒

13 8438 藤村 主税 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾁｶﾗ 広島 ＡＣ５３８ 39分44秒

14 8404 尾原 智彦 ｵﾊﾞﾗ ﾄﾓﾋｺ 島根 松江北山陸友会 40分20秒

15 8467 長野 高明 ﾅｶﾞﾉ ﾀｶｱｷ 島根 古江４８会 40分21秒

16 8511 福田 彰久 ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾋｻ 島根 古志原体協 40分24秒

17 8412 亀山 泰彦 ｶﾒﾔﾏ ﾔｽﾋｺ 島根 防災安全協会 40分55秒

18 8505 門脇 克憲 ｶﾄﾞﾜｷ ｶﾂﾉﾘ 島根 アントキの出工 41分28秒

19 8433 大谷 洋二 ｵｵﾀﾆ ﾖｳｼﾞ 兵庫 41分30秒

20 8409 岩崎 満 ｲﾜｻｷ ﾐﾂﾙ 島根 斐川ＡＣ 41分31秒

21 8471 佐藤 恵二 ｻﾄｳ ｹｲｼﾞ 島根 三和印刷 41分46秒

22 8450 日野 誠 ﾋﾉ ﾏｺﾄ 島根 チーム四中校区 41分47秒

23 8528 林　一茂 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｼｹﾞ 島根 41分50秒

24 8465 山本 卓 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸ 岡山 チーム暁 41分57秒

25 8421 熊谷 治 ｸﾏｶﾞｲ ｵｻﾑ 広島 42分11秒

26 8480 川岡 浩之 ｶﾜｵｶ ﾋﾛﾕｷ 島根 42分31秒

27 8508 伊藤 広志 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 島根 42分42秒

28 8481 星野 誠 ﾎｼﾉ ﾏｺﾄ 島根 43分21秒

29 8526 松本　太一 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲﾁ 島根 Team Free 43分23秒

30 8464 木村 賢治 ｷﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 島根 土曜練習会 43分36秒

31 8530 橋本　幸夫 ﾊｼﾓﾄ ｻﾁｵ 島根 43分39秒

32 8418 小川 昌洋 ｵｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 島根 43分40秒

33 8491 高原 精司 ﾀｶﾊﾗ ｾｲｼﾞ 島根 43分40秒

34 8474 又葉 大毅 ﾏﾀﾊﾞ ﾀｲｷ 島根 アニーズバナナ 43分55秒

35 8477 鈴木 通俊 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾄｼ 島根 44分02秒

36 8485 山根 一史 ﾔﾏﾈ ｶｽﾞｼ 島根 44分06秒

37 8493 小村 普保 ｵﾑﾗ ﾋﾛﾔｽ 島根 Ｋーｃｒｅｗ 44分09秒

38 8456 糸賀 公一 ｲﾄｶﾞ ｺｳｲﾁ 島根 出雲大同青果 44分25秒

39 8407 谷本 俊治 ﾀﾆﾓﾄ ｼｭﾝｼﾞ 島根 島銀RC 44分33秒

40 8473 溝口 貴之 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 兵庫 44分33秒

41 8462 石原 充 ｲｼﾊﾗ ﾐﾂﾙ 鳥取 イワタクリエイト 44分49秒

42 8478 青山 智 ｱｵﾔﾏ ｻﾄｼ 島根 ランナウェイ 45分11秒

43 8496 有働 健 ｳﾄﾞｳ ｹﾝ 鳥取 45分17秒

44 8437 永瀬 輝樹 ﾅｶﾞｾ ﾃﾙｷ 島根 大田市 45分19秒

45 8413 井出 速人 ｲﾃﾞ ﾊﾔﾄ 大阪 45分20秒

46 8472 北脇 学 ｷﾀﾜｷ ﾏﾅﾌﾞ 島根 45分28秒

47 8403 舟木 勝俊 ﾌﾅｷ ｶﾂﾄｼ 島根 雲南市陸協 45分32秒

48 8469 石倉 昌二 ｲｼｸﾗ ｼｮｳｼﾞ 島根 45分47秒

49 8524 森田　修司 ﾓﾘﾀ ｼｭｳｼﾞ 島根 46分27秒

50 8446 堀内 一之 ﾎﾘｳﾁ ｶｽﾞﾕｷ 島根 ガールスカウト松江 46分36秒

51 8457 狩野 和幸 ｶﾘﾉ ｶｽﾞﾕｷ 島根 47分08秒

52 8441 鈴木 雅彦 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋｺ 鳥取 チーム３年２組 47分40秒

53 8449 岩田 将澄 ｲﾜﾀ ﾏｻｽﾞﾐ 島根 リコージャパン 47分58秒

54 8452 谷村 隆志 ﾀﾆﾑﾗ ﾀｶｼ 島根 たにむら内科クリニック 48分11秒

55 8475 吉野 智信 ﾖｼﾉ ﾄﾓﾉﾌﾞ 島根 アトリエ風来坊 48分13秒

56 8497 森灘 一志 ﾓﾘﾅﾀﾞ ｶｽﾞｼ 鳥取 48分22秒

57 8460 黒田 康仁 ｸﾛﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ 島根 49分00秒

58 8506 谷原 茂郎 ﾀﾆﾊﾗ ｼｹﾞｵ 島根 49分09秒

59 8424 山本 浩二 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 鳥取 敬仁会 49分11秒

60 8489 浜崎 聡 ﾊﾏｻｷ ｻﾄｼ 鳥取 イワタクリエイト 49分16秒

61 8453 田中 泰昌 ﾀﾅｶ ﾔｽﾏｻ 鳥取 49分23秒

62 8425 賀井 尚志 ｶｲ ﾅｵｼ 島根 49分41秒

63 8510 藤原 武 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｹｼ 島根 ＪＡしまねくにびき走ろう会 49分44秒
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64 8515 長田 直文 ﾅｶﾞﾀ ﾀﾀﾞﾌﾐ 島根 50分06秒

65 8527 岩谷　誠 ｲﾜﾀﾆ ﾏｺﾄ 島根 50分09秒

66 8432 石川 順一 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 島根 ＨＭＣ 50分16秒

67 8417 岩本 薫 ｲﾜﾓﾄ ｶｵﾙ 島根 ai-wave 50分27秒

68 8523 須田　治 ｽﾀﾞ ｵｻﾑ 島根 50分28秒

69 8516 森山 勲 ﾓﾘﾔﾏ ｲｻｵ 島根 ブルーマリーン 50分30秒

70 8436 友田 純平 ﾄﾓﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 島根 松江海洋センター 50分39秒

71 8468 吉岡 秀訓 ﾖｼｵｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ 島根 50分46秒

72 8444 高橋 良介 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 島根 ジェイエムエス 50分57秒

73 8517 福間　隆 ﾌｸﾏ ﾀｶｼ 島根 島根銀行 51分19秒

74 8488 松村 博之 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 島根 52分02秒

75 8486 井上 啓一 ｲﾉｳｴ ｹｲｲﾁ 鳥取 52分16秒

76 8503 奥原 哲也 ｵｸﾊﾗ ﾃﾂﾔ 島根 会社員 52分25秒

77 8501 藤原 操 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐｻｵ 鳥取 52分26秒

78 8458 井本 英 ｲﾓﾄ ｽｸﾞﾙ 鳥取 ＨＭＢ４７ 52分42秒

79 8434 小室 範明 ｺﾑﾛ ﾉﾘｱｷ 島根 島根県国保連合会 52分51秒

80 8499 ピオラ エメルソン ﾋﾟｵﾗ ｴﾒﾙｿﾝ 島根 52分57秒

81 8504 桑谷 正樹 ｸﾜﾀﾆ ﾏｻｷ 島根 52分57秒

82 8521 山岡　清志 ﾔﾏｵｶ ｷﾖｼ 島根 53分08秒

83 8483 井上 博文 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾌﾐ 兵庫 岩谷産業株式会社 53分10秒

84 8439 中山 大介 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 島根 53分46秒

85 8507 宇田川 誠 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 広島 53分50秒

86 8422 松尾 圭祐 ﾏﾂｵ ｹｲｽｹ 島根 53分51秒

87 8531 中司　弓彦 ﾅｶﾂｶｻ ﾕﾐﾋｺ 島根 山陰ランクラブ 53分55秒

88 8533 伊藤　龍司 ｲﾄｳ ﾀﾂｼ 島根 53分57秒

89 8513 越野 浩一 ｺｼﾉ ｺｳｲﾁ 島根 54分19秒

90 8451 佐藤 文裕 ｻﾄｳ ﾌﾐﾋﾛ 宮城 ＮＴＴデータ東北 54分31秒

91 8484 遠藤 博史 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 鳥取 54分31秒

92 8431 多久和 真悟 ﾀｸﾜ ｼﾝｺﾞ 島根 島根富士通 55分20秒

93 8428 高田 正樹 ﾀｶﾀ ﾏｻｷ 島根 55分22秒

94 8455 原 淳也 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 島根 55分27秒

95 8519 原　周司 ﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ 島根 まめランナーズ 55分31秒

96 8454 臼井 利光 ｳｽｲ ﾄｼﾐﾂ 島根 55分33秒

97 8426 細木 正司 ﾎｿｷﾞ ｼｮｳｼﾞ 島根 55分37秒

98 8520 平井　剛史 ﾋﾗｲ ﾀｹｼ 島根 56分06秒

99 8502 井上 裕文 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾌﾐ 島根 ＪＡくにびき走ろう会 56分11秒

100 8518 石倉　研司 ｲｼｸﾗ ｹﾝｼﾞ 島根 304エンジニア 56分13秒

101 8509 渡部 充 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾙ 島根 チームマンモ 56分16秒

102 8448 藤井 健望 ﾌｼﾞｲ ｹﾝﾓﾂ 島根 ＴＣＣ 56分26秒

103 8529 田中　公平 ﾀﾅｶ ｺｳﾍｲ 島根 公立共済 57分17秒

104 8479 門脇 健次 ｶﾄﾞﾜｷ ｹﾝｼﾞ 島根 58分02秒

105 8498 戸田 高之 ﾄﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 東京 ＭＳＤ 58分21秒

106 8525 来海　隆義 ｷﾏﾁ ﾀｶﾖｼ 島根 59分40秒

107 8470 飯國 昌美 ｲｲｸﾞﾆ ﾏｻﾐ 島根 やわらぎ 59分42秒

108 8487 石津 宏明 ｲｼﾂﾞ ﾋﾛｱｷ 島根 1時間00分54秒

109 8419 川端 豪 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾂﾖｼ 鳥取 1時間01分02秒

110 8445 高尾 淳 ﾀｶｵ ｼﾞｭﾝ 島根 1時間01分57秒

111 8495 花井 淳 ﾊﾅｲ ｼﾞｭﾝ 鳥取 1時間02分29秒

112 8494 岩田 健治 ｲﾜﾀ ｹﾝｼﾞ 島根 Ｋーｃｒｅｗ 1時間03分03秒

113 8461 松崎 武 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｹｼ 島根 島根県体育用品 1時間04分20秒

114 8420 井澤 実 ｲｻﾞﾜ ﾐﾉﾙ 鳥取 1時間08分50秒

115 8514 周藤 智徳 ｽﾄｳ ﾄﾓﾉﾘ 島根 イワタニ山陰 1時間08分51秒

116 8429 山口 督司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ 鳥取 1時間12分07秒
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