
第39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 8702 入江　秀憲 ｲﾘｴ ﾋﾃﾞﾉﾘ 鳥取 37分12秒
2 8601 高谷 修平 ﾀｶﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ 兵庫 兵庫マスターズ 37分41秒
3 8603 小池 仁一 ｺｲｹ ｼﾞﾝｲﾁ 埼玉 埼玉陸協 38分19秒
4 8632 門脇 真次郎 ｶﾄﾞﾜｷ ｼﾝｼﾞﾛｳ 島根 松江市陸協 38分53秒
5 8609 戸﨑 修爾 ﾄｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 島根 玉湯体協 38分58秒
6 8680 山根 真明 ﾔﾏﾈ ﾏｻｱｷ 広島 39分59秒

7 8606 稲田 佳朗 ｲﾅﾀ ﾖｼﾛｳ 島根 うんなん走友会 40分34秒

8 8645 中曽 和則 ﾅｶｿ ｶｽﾞﾉﾘ 鳥取 和電設 41分11秒

9 8671 渡辺 博樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 島根 41分13秒

10 8665 三上 栄次 ﾐｶﾐ ｴｲｼﾞ 島根 北陽ビル管理 41分14秒

11 8604 長府 潤 ﾁｮｳﾌ ｼﾞｭﾝ 島根 西ノ島ＲＣ 41分39秒

12 8605 金織 豊 ｶﾅｵﾘ ﾕﾀｶ 東京 東京陸協 42分08秒

13 8688 松本　修 ﾏﾂﾓﾄ ｵｻﾑ 島根 43分17秒

14 8666 河原 昭義 ｶﾜﾊﾗ ｱｷﾖｼ 鳥取 43分37秒

15 8664 杉原 修 ｽｷﾞﾊﾗ ｵｻﾑ 島根 43分39秒

16 8631 福田 武人 ﾌｸﾀﾞ ﾀｹﾄ 島根 43分43秒

17 8633 曽田 伸二 ｿﾀ ｼﾝｼﾞ 島根 クリーン設備有限会社 43分44秒

18 8613 室田 浩司 ﾑﾛﾀ ｺｳｼﾞ 島根 中国地方整備局 43分56秒

19 8630 廣中 敏 ﾋﾛﾅｶ ｻﾄｼ 島根 44分31秒

20 8696 すが　かずただ ｽｶﾞ ｶｽﾞﾀﾀﾞ 鳥取 ＲＵＮＤＥＰＯ 44分34秒

21 8610 後藤　裕志 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ 島根 松江北山陸友会 45分41秒

22 8638 吉岡 浩司 ﾖｼｵｶ ｺｳｼﾞ 兵庫 45分42秒

23 8694 瀬川　浩 ｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 広島 45分45秒

24 8683 平　弘幸 ﾀｲﾗ ﾋﾛﾕｷ 島根 チームベレーザ 45分56秒

25 8614 小原 健治 ｺﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 鳥取 45分58秒

26 8617 両見 信宏 ﾘｮｳｹﾝ ﾉﾌﾞﾋﾛ 島根 46分08秒

27 8667 足立 弘健 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛﾔｽ 島根 松江商業高校 46分16秒

28 8619 松本 宏行 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 島根 ブルーマリーン 46分51秒

29 8626 北野 毅 ｷﾀﾉ ﾀｹｼ 島根 47分01秒

30 8656 田中 信幸 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 広島 47分14秒

31 8635 津森 敬次 ﾂﾓﾘ ｹｲｼﾞ 島根 47分24秒

32 8651 寺本 孝行 ﾃﾗﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 島根 48分02秒

33 8661 小松 正樹 ｺﾏﾂ ﾏｻｷ 島根 48分08秒

34 8684 原　俊行 ﾊﾗ ﾄｼﾕｷ 島根 48分14秒

35 8649 三浦 浩 ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ 島根 48分20秒

36 8615 勝部 昌訓 ｶﾂﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ 島根 ＴＳＫ情報システム 48分46秒

37 8621 岡本 勇人 ｵｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 鳥取 ３３３ＲＣ 48分54秒

38 8700 松本　健治 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 島根 ＮＯＳＡＩ島根 49分03秒

39 8602 吾郷 隆 ｱｺﾞｳ ﾀｶｼ 島根 松江北山陸友会 49分08秒

40 8699 川本　康範 ｶﾜﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 島根 49分10秒

41 8648 水野 昭夫 ﾐｽﾞﾉ ｱｷｵ 島根 49分25秒

42 8669 門脇 岳彦 ｶﾄﾞﾜｷ ﾀｹﾋｺ 島根 チーム松江三中 49分26秒

43 8627 岡本 勝成 ｵｶﾓﾄ ｶﾂﾅﾘ 島根 チーム荒磯 49分52秒

44 8692 藤原　智弘 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄﾓﾋﾛ 島根 松江北山陸友会 49分59秒

45 8691 坂中　好夫 ｻｶﾅｶ ﾖｼｵ 島根 50分37秒

46 8677 加納 晃 ｶﾉｳ ｱｷﾗ 島根 50分44秒

47 8670 田中 隆一 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｲﾁ 島根 プロジェクトゆうあい 50分44秒

48 8622 前川 勲 ﾏｴｶﾜ ｲｻｵ 東京 深川ＴＲＹ 50分49秒

49 8644 金織 栄 ｶﾅｵﾘ ｻｶｴ 兵庫 51分04秒

50 8647 錦織 昌明 ﾆｼｺｵﾘ ﾏｻｱｷ 島根 51分25秒

51 8640 梶谷 和則 ｶｼﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾉﾘ 島根 51分43秒

52 8673 片田 浩 ｶﾀﾀﾞ ﾋﾛｼ 岡山 52分09秒

53 8698 松本　清文 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾖﾌﾐ 島根 304施 52分30秒

54 8625 小橋 寛幸 ｺﾊﾞｼ ﾋﾛﾕｷ 鳥取 52分37秒

55 8682 今岡　豊 ｲﾏｵｶ ﾕﾀｶ 島根 53分02秒

56 8620 石倉 勝志 ｲｼｸﾗ ｶﾂｼ 島根 53分04秒

57 8663 川上 均 ｶﾜｶﾐ ﾋﾄｼ 島根 53分11秒

58 8639 岡田 誠二 ｵｶﾀﾞ ｾｲｼﾞ 兵庫 53分17秒

59 8629 堤 昌敏 ﾂﾂﾐ ﾏｻﾄｼ 島根 イワタニ山陰 53分53秒

60 8672 田中 貴信 ﾀﾅｶ ﾀｶﾉﾌﾞ 島根 うみざる５ 53分56秒

61 8624 八幡 司 ﾔﾜﾀ ﾂｶｻ 島根 ろうきん浜田 54分00秒

62 8607 仲佐 稔 ﾅｶｻ ﾐﾉﾙ 島根 （株）エンドー 54分19秒

63 8655 須田 一博 ｽﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 島根 54分26秒
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64 8628 岩佐 浩 ｲﾜｻ ﾋﾛｼ 島根 54分27秒

65 8660 糸賀 知徳 ｲﾄｶﾞ ﾄﾓﾉﾘ 島根 54分39秒

66 8623 吉田 正和 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 島根 チーム夢伝説 54分50秒

67 8646 森 紳二郎 ﾓﾘ ｼﾝｼﾞﾛｳ 鳥取 54分58秒

68 8652 中島 隆 ﾅｶｼﾏ ﾀｶｼ 島根 55分14秒

69 8703 村社　和弘 ﾑﾗｺｿ ｶｽﾞﾋﾛ 島根 55分38秒

70 8658 長谷川 誠 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 島根 55分41秒

71 8657 松尾 和巳 ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾐ 島根 55分41秒

72 8659 錦織 邦安 ﾆｼｷｵﾘ ｸﾆﾔｽ 島根 ブルーマリーン 55分54秒

73 8686 佐藤　浩一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 島根 56分19秒

74 8650 神庭 治司 ｶﾝﾊﾞ ﾊﾙｼ 島根 57分14秒

75 8637 岩田 雅彦 ｲﾜﾀ ﾏｻﾋｺ 島根 57分40秒

76 8674 山口 俊司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝｼﾞ 鳥取 57分55秒

77 8695 森本　敬史 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶｼ 島根 58分24秒

78 8662 長谷川 豊 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾀｶ 島根 チーム荒磯 59分32秒

79 8687 坂手　邦治 ｻｶﾃ ｸﾆﾊﾙ 鳥取 チーム大ちゃん 59分49秒

80 8697 渡辺　勝巳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾐ 島根 1時間02分16秒

81 8643 田村 孝太 ﾀﾑﾗ ｺｳﾀ 島根 1時間02分33秒

82 8653 安田 登 ﾔｽﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 島根 1時間04分06秒

83 8642 三島 通義 ﾐｼﾏ ﾐﾁﾖｼ 東京 ニッポン放送 1時間04分34秒

84 8689 足立　恭二 ｱﾀﾞﾁ ｷｮｳｼﾞ 島根 1時間06分03秒

85 8681 烏田 文男 ｶﾗｽﾀﾞ ﾌﾐｵ 島根 1時間09分07秒

86 8693 大山　行教 ｵｵﾔﾏ ﾕｷﾉﾘ 鳥取 チーム大ちゃん 1時間19分48秒
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