
9 ・ Ⅱ部 10km男子（高校生の部）

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 8007 大濱　輝 ｵｵﾊﾏ ﾋｶﾙ 兵庫 須磨友が丘高等学校 30分50秒
2 8008 多久和能広 ﾀｸﾜﾖｼﾋﾛ 島根 平田高等学校 32分03秒
3 8011 山根大輝 ﾔﾏﾈﾋﾛｷ 島根 平田高等学校 32分26秒
4 8023 林　隼平 ﾊﾔｼ ｼｭﾝﾍﾟｲ 島根 松江商業高等学校 32分34秒
5 8012 芦田隼人 ｱｼﾀﾞﾊﾔﾄ 島根 平田高等学校 32分42秒
6 8021 小林良輔 ｺﾊﾞﾔｼﾘｮｳｽｹ 島根 松江商業高等学校 32分46秒

7 8006 高塚博徳 ﾀｶﾂｶﾋﾛﾉﾘ 兵庫 須磨友が丘高等学校 32分51秒

8 8002 沖田　翼 ｵｷﾀ ﾂﾊﾞｻ 広島 高陽東高等学校 33分30秒

9 8017 池尻悠人 ｲｹｼﾞﾘﾕｳﾄ 島根 松江南高等学校 33分32秒

10 8004 塩田　幸希 ｴﾝﾀ ｺｳｷ 広島 高陽東高等学校 34分19秒

11 8019 長谷川晃人 ﾊｾｶﾞﾜｱｷﾄ 島根 松江商業高等学校 34分22秒

12 8010 高橋友也 ﾀｶﾊｼﾄﾓﾔ 島根 平田高等学校 34分25秒

13 8001 中野和哉 ﾅｶﾉｶｽﾞﾔ 広島 高陽東高等学校 34分33秒

14 8009 高橋聡利 ﾀｶﾊｼｻﾄｼ 島根 平田高等学校 34分50秒

15 8020 森山　樹 ﾓﾘﾔﾏ ﾀﾂｷ 島根 松江商業高等学校 35分13秒

16 8024 金坂 裕貴 ｶﾈｻｶ ﾋﾛｷ 島根 矢上高等学校 35分22秒

17 8025 宮藤 優樹 ﾐﾔﾌｼﾞ ﾕｳｷ 広島 広島県立高陽東高等学校 35分36秒

18 8013 原　尚樹 ﾊﾗ ﾅｵｷ 島根 松江南高等学校 35分45秒

19 8022 永田　稜 ﾅｶﾞﾀ ﾘｮｳ 島根 松江商業高等学校 36分11秒

20 8005 森川荘良太 ﾓﾘｶﾜｿﾗﾀ 広島 高陽東高等学校 36分18秒

21 8018 中村　祐介 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 広島 高陽東高等学校 36分31秒

22 8003 森繁佑気 ﾓﾘｼｹﾞﾕｳｷ 広島 高陽東高等学校 36分42秒

23 8026 都田 諒磨 ﾐﾔｺﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 島根 くちょっく 37分50秒

24 8027 田部 憲司 ﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 島根 大東高校 39分16秒
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10 ・ Ⅱ部 10km男子（29歳以下の部）

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 8205 三賀森 智哉 ﾐｶﾓﾘ ﾄﾓﾔ 島根 益田市陸協 31分46秒
2 8212 岩見 高尚 ｲﾜﾐ ﾀｶﾋｻ 山口 長門市陸協 31分48秒
3 8202 清水　昂志 ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ 島根 島根大学 32分50秒
4 8211 藤井 隆仁 ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳﾄ 広島 広島修道大学 33分00秒
5 8252 菅原 貴行 ｽｶﾞﾊﾗ ﾀｶﾕｷ 島根 加田組ＡＣ 33分24秒
6 8208 村上 貴亮 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｱｷ 島根 チームタスキ 33分36秒

7 8201 永井　雄 ﾅｶﾞｲ ﾕｳ 島根 島根大学 34分00秒

8 8206 勝平 裕太 ｶﾂﾋﾗ ﾕｳﾀ 兵庫 雲南市陸協 34分18秒

9 8237 柴田 一平 ｼﾊﾞﾀ ｲｯﾍﾟｲ 広島 匹見ジョイフル 34分27秒

10 8203 奥田政弘 ｵｸﾀﾞﾏｻﾋﾛ 鳥取 自衛隊米子 34分48秒

11 8207 坂根 智也 ｻｶﾈ ﾄﾓﾔ 島根 安来市陸協 34分51秒

12 8244 田阪 裕文 ﾀｻｶ ﾋﾛﾌﾐ 広島 赤い希望の花 35分07秒

13 8220 大西一史 ｵｵﾆｼｶｽﾞｼ 島根 35分19秒

14 8210 中本 岳 ﾅｶﾓﾄ ﾀｹﾙ 広島 広島修道大学 35分33秒

15 8204 伊藤 秀幸 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 島根 松江市陸協 36分07秒

16 8242 小竹原 崇行 ｺﾀﾞｹﾊﾗ ﾀｶﾕｷ 島根 チームたすき 36分39秒

17 8216 勝部優太 ｶﾂﾍﾞﾕｳﾀ 島根 Team U 37分35秒

18 8218 大橋一将 ｵｵﾊｼｶｽﾞﾏｻ 島根 柏崎RC 38分03秒

19 8234 塚崎 大貴 ﾂｶｻｷ ﾋﾛｷ 福井 41分12秒

20 8236 土江 健太 ﾂﾁｴ ｹﾝﾀ 島根 41分18秒

21 8255 石田 知洋 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 島根 41分27秒

22 8249 高力 徹 ｺｳﾘｷ ﾄｵﾙ 鳥取 41分28秒

23 8254 稲村 和也 ｲﾅﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 島根 41分29秒

24 8219 新宅和貴 ｼﾝﾀｸｶｽﾞｷ 島根 41分30秒

25 8256 藤原 剛 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾂﾖｼ 島根 41分35秒

26 8222 江藤雄紀 ｴﾄｳﾕｳｷ 島根 41分56秒

27 8217 牧村英明 ﾏｷﾑﾗﾋﾃﾞｱｷ 島根 42分05秒

28 8241 田川 元貴 ﾀｶﾞﾜ ｹﾞﾝｷ 広島 42分16秒

29 8243 長谷川 豊 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾀｶ 鳥取 42分35秒

30 8250 徳島 也 ﾄｸｼﾏ ﾅﾘ 島根 43分50秒

31 8253 稲垣 敬太 ｲﾅｶﾞｷ ｹｲﾀ 広島 アポロ 44分36秒

32 8223 山本龍一 ﾔﾏﾓﾄﾘｭｳｲﾁ 島根 チームHINOランナーズ 44分39秒

33 8231 篠田　諒 ｼﾉﾀﾞ ﾘｮｳ 島根 45分23秒

34 8260 長崎 博明 ﾅｶﾞｻｷ ﾋﾛｱｷ 島根 45分52秒

35 8230 橋野　秀 ﾊｼﾉ ｼｭｳ 島根 45分52秒

36 8235 立原 和弥 ﾀﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 島根 島根富士通 45分56秒

37 8240 ハンター ジャック ﾊﾝﾀｰ ｼﾞｬｯｸ 島根 46分09秒

38 8258 坪倉 宗平 ﾂﾎﾞｸﾗ ｼｭｳﾍｲ 鳥取 46分16秒

39 8251 西川 達哉 ﾆｼｶﾜ ﾀﾂﾔ 香川 46分24秒

40 8239 大場 哲也 ｵｵﾊﾞ ﾃﾂﾔ 島根 松江日赤ＲＣ 46分25秒

41 8213 新田凌平 ﾆｯﾀﾘｮｳﾍｲ 島根 47分16秒

42 8225 宇都宮　丈治 ｳﾂﾉﾐﾔ ｼﾞｮｳｼﾞ 島根 47分41秒

43 8215 吉岡拓哉 ﾖｼｵｶﾀｸﾔ 島根 回春苑 48分13秒

44 8221 古濱恭兵 ｺﾊﾏｷｮｳﾍｲ 島根 48分46秒

45 8246 佐藤 隆弘 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 島根 49分15秒

46 8264 和田 優佑 ﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ 島根 ＴＳＫ情報 50分00秒

47 8224 野津大地 ﾉﾂﾀﾞｲﾁ 島根 SPORTIVOひがしいずも 50分54秒

48 8248 山口 拓也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 鳥取 51分01秒

49 8214 矢内　均 ﾔﾅｲ ﾋﾄｼ 島根 51分13秒

50 8247 星子 高一 ﾎｼｺ ｺｳｲﾁ 鳥取 51分20秒
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10 ・ Ⅱ部 10km男子（29歳以下の部）

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
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51 8257 松崎 和弘 ﾏﾂｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 島根 51分41秒

52 8262 吉田 守 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾓﾙ 島根 51分43秒

53 8228 畑　祐介 ﾊﾀ ﾕｳｽｹ 島根 53分18秒

54 8263 デマイン ディラン ﾃﾞﾏｲﾝ ﾃﾞｨﾗﾝ 島根 55分56秒

55 8245 吉岡 駿 ﾖｼｵｶ ﾊﾔﾄ 鳥取 58分11秒

56 8261 酒匂 飛翔 ｻｺｳ ｱｽｶ 島根 58分16秒

57 8227 田中　元基 ﾀﾅｶ ﾓﾄｷ 島根 1時間01分09秒

58 8238 城 惣吉 ｼﾛ ｿｳｷﾁ 島根 島根大学 1時間02分24秒

59 8265 安原 史章 ﾔｽﾊﾗ ﾌﾐｱｷ 島根 1時間07分13秒



11 ・ Ⅱ部 10km男子（30歳代の部）

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 8304 布野 雅士 ﾌﾉ ﾏｻｼ 島根 出雲消防陸上部 32分43秒
2 8311 三島 巧丞 ﾐｼﾏ ｺｳｽｹ 島根 チームタスキ 32分57秒
3 8309 川本 乃輔 ｶﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 島根 斐川ＡＣ 33分53秒
4 8321 立石慎一 ﾀﾃｲｼｼﾝｲﾁ 島根 平田東RC 34分30秒
5 8301 中村勇太 ﾅｶﾑﾗﾕｳﾀ 島根 鹿足群陸協 34分46秒
6 8303 月輪 浩之 ﾂｷﾜ ﾋﾛﾕｷ 島根 島根AC 35分11秒

7 8404 齋藤 正和 ｻｲﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 島根 ㈲隠岐第一商事 35分24秒

8 8327 上野敬介 ｳｴﾉｹｲｽｹ 島根 35分43秒

9 8362 近藤 憲 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ 島根 松江市役所 36分08秒

10 8365 田中 宏幸 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ 島根 ごうぎんクラブ 36分19秒

11 8310 森脇 博之 ﾓﾘﾜｷ ﾋﾛﾕｷ 島根 玉湯体協 36分37秒

12 8379 吉岡 和哉 ﾖｼｵｶ ｶｽﾞﾔ 島根 吉岡ＲＣ 36分58秒

13 8302 山口一之 ﾔﾏｸﾞﾁｶｽﾞﾕｷ 鳥取 竜ヶ山クラブ 37分09秒

14 8351 斉木 淳史 ｻｲｷ ｱﾂｼ 鳥取 37分33秒

15 8312 岸 孝史 ｷｼ ﾀｶｼ 島根 西ノ島ＲＣ 38分05秒

16 8352 藤原 貴司 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｶｼ 島根 38分15秒

17 8313 長岡 良隆 ﾅｶﾞｵｶ ﾖｼﾀｶ 島根 斐川ＡＣ 38分22秒

18 8391 岩見 大輔 ｲﾜﾐ ﾀﾞｲｽｹ 島根 ＪＦしまね 38分24秒

19 8371 湯越 一郎 ﾕｺｼ ｲﾁﾛｳ 鳥取 全労済ほほえみ 38分29秒

20 8382 嘉藤 信一 ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁ 島根 38分36秒

21 8395 尾崎 淳 ｵｻｷ ｼﾞｭﾝ 鳥取 39分05秒

22 8338 今川　洋介 ｲﾏｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ 島根 (株)出雲村田製作所 39分15秒

23 8306 福間 康二 ﾌｸﾏ ｺｳｼﾞ 島根 玉湯体育協会 39分23秒

24 8307 松浦 一史 ﾏﾂｳﾗ ｶｽﾞﾌﾐ 広島 ごうぎんクラブ 39分29秒

25 8366 小林 由典 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾉﾘ 長野 40分09秒

26 8308 岩崎 満 ｲﾜｻｷ ﾐﾂﾙ 島根 斐川ＡＣ 40分13秒

27 8363 尾原 康信 ｵﾊﾞﾗ ﾔｽﾉﾌﾞ 島根 40分50秒

28 8394 専徒 寿 ｾﾝﾄ ﾋｻｼ 島根 日研総業（株） 40分54秒

29 8324 村上英志 ﾑﾗｶﾐﾋﾃﾞﾕｷ 島根 41分08秒

30 8320 土谷三徳 ﾂﾁﾀﾆﾐﾉﾘ 島根 41分56秒

31 8380 広江 享祐 ﾋﾛｴ ｷｮｳｽｹ 島根 42分05秒

32 8374 藤村 智則 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ 広島 ＳＡＴ 42分24秒

33 8407 加藤 浩 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 島根 42分48秒

34 8335 佐々木　哲平 ｻｻｷ ﾃｯﾍﾟｲ 島根 42分49秒

35 8367 田淵 聡 ﾀﾌﾞﾁ ｻﾄｼ 広島 転倒虫 42分53秒

36 8381 足井 雄介 ｱｼｲ ﾕｳｽｹ 鳥取 ＲＦＲＣ 42分54秒

37 8372 植田 知徳 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 島根 42分54秒

38 8343 團野　康宏 ﾀﾞﾝﾉ ﾔｽﾋﾛ 島根 43分49秒

39 8399 田辺 ヤスアキ ﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｱｷ 島根 みしまや 44分10秒

40 8364 門脇 貴洋 ｶﾄﾞﾜｷ ﾀｶﾋﾛ 鳥取 44分13秒

41 8323 角田浩介 ｽﾐﾀｺｳｽｹ 島根 44分23秒

42 8396 岸 陽光 ｷｼ ｱｷﾐﾂ 鳥取 44分39秒

43 8337 福山　直樹 ﾌｸﾔﾏ ﾅｵｷ 島根 松江赤十字病院RC 44分57秒

44 8336 山根　真二 ﾔﾏﾈ ｼﾝｼﾞ 島根 45分23秒

45 8326 佐野敬史 ｻﾉﾀｶｼ 島根 45分30秒

46 8331 多久和真彦 ﾀｸﾜﾏｻﾋｺ 島根 45分36秒

47 8383 橋本 英樹 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 兵庫 45分41秒

48 8349 角井 知明 ｶｸｲ ﾄﾓｱｷ 大阪 46分15秒

49 8325 梅田貴宏 ｳﾒﾀﾞﾀｶﾋﾛ 島根 46分33秒

50 8339 國頭　浩毅 ｸﾆﾄｳ ﾋﾛｷ 島根 46分37秒
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11 ・ Ⅱ部 10km男子（30歳代の部）

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考

第３６回まつえレディースハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2015/3/15

51 8398 目井 浩之 ﾒｲ ﾋﾛﾕｷ 島根 46分56秒

52 8392 吉岡 秀訓 ﾖｼｵｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ 島根 47分06秒

53 8402 前田 育 ﾏｴﾀﾞ ｲｸ 島根 47分29秒

54 8329 石倉昌二 ｲｼｸﾗｼｮｳｼﾞ 島根 47分50秒

55 8346 小出　学 ｺｲﾃﾞ ﾏﾅﾌﾞ 島根 チーム颯人 47分51秒

56 8333 野津　隆幸 ﾉﾂ ﾀｶﾕｷ 島根 47分56秒

57 8353 下倉 良太 ｼﾓｸﾗ ﾘｮｳﾀ 島根 島根大 48分32秒

58 8322 藤田尊久 ﾌｼﾞﾀﾀｶﾋｻ 島根 48分46秒

59 8393 家森 俊孝 ｲｴﾓﾘ ﾄｼﾀｶ 鳥取 49分08秒

60 8377 今若 和司 ｲﾏﾜｶ ｶｽﾞｼ 島根 松江中央郵便局 49分12秒

61 8345 藤井幹典 ﾌｼﾞｲﾐｷﾉﾘ 島根 49分22秒

62 8389 千代 知明 ﾁｼﾛ ﾄﾓｱｷ 島根 49分24秒

63 8384 川上 球司 ｶﾜｶﾐ ｷｭｳｼﾞ 島根 49分26秒

64 8358 青木 啓悟 ｱｵｷ ｹｲｺﾞ 島根 島根富士通 49分52秒

65 8406 清永 征吾 ｷﾖﾅｶﾞ ｾｲｺﾞ 滋賀 村田製作所 50分23秒

66 8317 宇田川　誠 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 広島 50分29秒

67 8390 三原 優人 ﾐﾊﾗ ﾏｻﾄ 島根 徳島根 50分38秒

68 8340 安立　紳吾 ｱﾀﾞﾁ ｼﾝｺﾞ 島根 本庄消防陸上部 50分53秒

69 8316 佐藤健一 ｻﾄｳｹﾝｲﾁ 島根 51分21秒

70 8355 鳥海 修平 ﾄﾘｳﾐ ｼｭｳﾍｲ 岡山 51分37秒

71 8385 高橋 潤 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 島根 51分56秒

72 8344 安達裕樹 ｱﾀﾞﾁﾕｳｷ 島根 52分17秒

73 8318 横山貴弘 ﾖｺﾔﾏﾀｶﾋﾛ 鳥取 52分28秒

74 8319 脇谷文博 ﾜｷﾀﾆﾌﾐﾋﾛ 島根 出雲造機走る会 52分29秒

75 8315 大塚　徹 ｵｵﾂｶ ﾄｵﾙ 島根 52分38秒

76 8370 山本 祐一 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 島根 53分19秒

77 8397 石橋 旭 ｲｼﾊﾞｼ ｱｷﾗ 島根 53分35秒

78 8357 石原 司朗 ｲｼﾊﾗ ｼﾛｳ 島根 島根富士通 53分40秒

79 8341 津森　大悟 ﾂﾓﾘ ﾀﾞｲｺﾞ 島根 本庄消防陸上部 53分53秒

80 8359 石川 貴之 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾕｷ 島根 日星薬局 54分52秒

81 8410 栗栖 恵太 ｸﾘｽ ｹｲﾀ 島根 55分00秒

82 8350 細木 正司 ﾎｿｷﾞ ｼｮｳｼﾞ 島根 55分22秒

83 8314 本常寿浩 ﾓﾄﾂﾈﾄｼﾋﾛ 島根 55分43秒

84 8375 三ツ石 貴洋 ﾐﾂｲｼ ﾀｶﾋﾛ 島根 55分47秒

85 8388 小田川 浩士 ｵﾀﾞｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 島根 山陰ランクラブ 55分52秒

86 8334 竹内　博之 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 島根 56分28秒

87 8354 景山 智央 ｶｹﾞﾔﾏ ﾄﾓｵ 島根 島根富士通 56分56秒

88 8387 狩野 祐次 ｶﾘﾉ ﾕｳｼﾞ 島根 56分59秒

89 8373 宮田 顕弘 ﾐﾔﾀ ｱｷﾋﾛ 埼玉 57分21秒

90 8368 平塚 洋介 ﾋﾗﾂｶ ﾖｳｽｹ 島根 サンインボルト 58分07秒

91 8409 田中 康博 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 島根 58分43秒

92 8405 木村 武士 ｷﾑﾗ ﾀｹｼ 鳥取 1時間00分14秒

93 8408 井上 宗親 ｲﾉｳｴ ﾑﾈﾁｶ 島根 1時間00分20秒

94 8378 大野　靖章 ｵｵﾉ ﾔｽｱｷ 島根 1時間01分49秒



12 ・ Ⅱ部 10km男子（40歳代の部）

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 8538 安成 健司 ﾔｽﾅﾘ ｹﾝｼﾞ 山口 長岡塾 33分23秒
2 8502 山根武広 ﾔﾏﾈﾀｹﾋﾛ 島根 チームタスキ 35分39秒
3 8576 内坂 学 ｳﾁｻｶ ﾏﾅﾌﾞ 島根 35分59秒
4 8535 青戸　学 ｱｵﾄ ﾏﾅﾌﾞ 島根 36分07秒
5 8503 狩野悦朗 ｶﾘﾉｴﾂﾛｳ 島根 松江陸上クラブ 36分19秒
6 8567 片寄 博幸 ｶﾀﾖｾ ﾋﾛﾕｷ 島根 37分06秒

7 8507 長府 潤 ﾁｮｳﾌ ｼﾞｭﾝ 島根 西ノ島ＲＣ 38分27秒

8 8514 松﨑理泰 ﾏﾂｻﾞｷﾏｻﾋﾛ 島根 38分29秒

9 8509 三代高広 ﾐｼﾛﾀｶﾋﾛ 島根 38分59秒

10 8560 都田 哲司 ﾐﾔｺﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ 島根 くちょっく 39分00秒

11 8543 大竹 敏一 ｵｵﾀｹ ﾄｼｶｽﾞ 島根 出雲村田製作所 39分02秒

12 8586 長野 高明 ﾅｶﾞﾉ ﾀｶｱｷ 島根 古江魂 39分11秒

13 8529 井原　真 ｲﾊﾞﾗ ﾏｺﾄ 島根 チームタスキ 39分18秒

14 8513 尾原智彦 ｵﾊﾞﾗﾄﾓﾋｺ 島根 39分30秒

15 8505 舟木 勝俊 ﾌﾅｷ ｶﾂﾄｼ 島根 雲南市陸協 39分45秒

16 8511 高橋一成 ﾀｶﾊｼｶｽﾞﾅﾘ 島根 40分06秒

17 8579 亀山 泰彦 ｶﾒﾔﾏ ﾔｽﾋｺ 島根 出雲村田製作所 40分28秒

18 8508 錦織 誠治 ﾆｼｺｵﾘ ｾｲｼﾞ 島根 斐川ＡＣ 40分39秒

19 8523 安食剛志 ｱｼﾞｷﾂﾖｼ 島根 平田走ろう会 40分58秒

20 8540 西谷 勝人 ﾆｼﾀﾆ ﾏｻﾄ 広島 ＴｅａｍＢ 41分09秒

21 8519 松本太一 ﾏﾂﾓﾄﾀｲﾁ 島根 Team Free 41分13秒

22 8547 森脇 誠 ﾓﾘﾜｷ ﾏｺﾄ 島根 41分41秒

23 8549 福田 衛 ﾌｸﾀﾞ ﾏﾓﾙ 岡山 石見大田税務署 42分12秒

24 8566 坪倉 孝 ﾂﾎﾞｸﾗ ﾀｶｼ 島根 42分18秒

25 8534 蔭山和英 ｶｹﾞﾔﾏｶｽﾞﾋﾃﾞ 島根 43分03秒

26 8573 小西 伊智郎 ｺﾆｼ ｲﾁﾛｳ 島根 山陰ランクラブ 43分16秒

27 8571 日野 誠 ﾋﾉ ﾏｺﾄ 島根 チーム四中 43分36秒

28 8539 勝部 昌訓 ｶﾂﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ 島根 ＴＳＫ情報☆彡 43分57秒

29 8589 勝部 高彰 ｶﾂﾍﾞ ﾀｶｱｷ 島根 しまぎんＲＣ 43分59秒

30 8578 水野 昭夫 ﾐｽﾞﾉ ｱｷｵ 島根 44分13秒

31 8501 西中文仁 ﾆｼﾅｶﾌﾞﾝｼﾞ 広島 安芸高田市陸協 44分19秒

32 8504 小林 賢治 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 東京 つかれたぬき 44分30秒

33 8557 川勝 敏 ｶﾜｶﾂ ｻﾄｼ 京都 44分38秒

34 8506 奥本 正之 ｵｸﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 島根 西ノ島ＲＣ 44分49秒

35 8553 永瀬 輝樹 ﾅｶﾞｾ ﾃﾙｷ 島根 44分50秒

36 8525 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分11秒

37 8532 岩田　和幸 ｲﾜﾀ ｶｽﾞﾕｷ 島根 45分19秒

38 8593 国頭 正久 ｸﾆﾄｳ ﾏｻﾋｻ 島根 45分21秒

39 8541 福田 直文 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ 広島 45分31秒

40 8530 川本　康範 ｶﾜﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 島根 45分38秒

41 8569 岩田 将澄 ｲﾜﾀ ﾏｻｽﾞﾐ 島根 リコージャパン 45分46秒

42 8521 後藤裕志 ｺﾞﾄｳﾋﾛｼ 島根 45分54秒

43 8582 春木 裕史 ﾊﾙｷ ﾋﾛｼ 島根 ヤマト運輸㈱ 46分11秒

44 8574 松永 博治 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾛﾊﾙ 山口 46分39秒

45 8580 井本 英 ｲﾓﾄ ｽｸﾞﾙ 鳥取 へなちょこ 46分53秒

46 8517 石川一郎 ｲｼｶﾜｲﾁﾛｳ 島根 サンラポーむらくも25歳 46分57秒

47 8515 大野高裕 ｵｵﾉﾀｶﾋﾛ 島根 47分02秒

48 8575 井上 則肇 ｲﾉｳｴ ﾉﾘﾄｼ 島根 山陰ランクラブ 47分16秒

49 8552 山根 良平 ﾔﾏﾈ ﾘｮｳﾍｲ 島根 島根県国保連 47分25秒

50 8520 松本健治 ﾏﾂﾓﾄｹﾝｼﾞ 島根 47分49秒

第３６回まつえレディースハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2015/3/15



12 ・ Ⅱ部 10km男子（40歳代の部）

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考

第３６回まつえレディースハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2015/3/15

51 8524 津田　潤 ﾂﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 島根 ジョイフルフィットネスクラブ 48分07秒

52 8594 小村 亮 ｵﾑﾗ ﾘｮｳ 島根 48分10秒

53 8536 光川泰三 ﾐﾂｶﾜﾀｲｿﾞｳ 島根 48分49秒

54 8588 北脇 学 ｷﾀﾜｷ ﾏﾅﾌﾞ 島根 48分50秒

55 8559 三浦 俊宏 ﾐｳﾗ ﾄｼﾋﾛ 三重 48分54秒

56 8562 相山 慈 ｱｲﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 島根 あさり保育園 49分13秒

57 8558 増田 豊 ﾏｽﾀﾞ ﾕﾀｶ 東京 49分35秒

58 8548 大橋 正信 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾉﾌﾞ 島根 松江清心養護 50分32秒

59 8528 和田道太 ﾜﾀﾞﾐﾁﾀ 島根 玉湯体協 50分42秒

60 8577 原 淳也 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 島根 50分44秒

61 8563 藤本 康志 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽｼ 島根 50分57秒

62 8584 岩淵 隆弘 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 島根 ＮＩＰＰＯ 51分32秒

63 8516 石倉研司 ｲｼｸﾗｹﾝｼﾞ 島根 304エンジニア 52分07秒

64 8590 木村 宏 ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ 島根 52分16秒

65 8565 高尾 淳 ﾀｶｵ ｼﾞｭﾝ 島根 53分04秒

66 8561 藤原 一浩 ﾌｼﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 島根 雲南市 53分19秒

67 8570 岩谷 隆博 ｲﾜﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ 島根 53分31秒

68 8568 木村 耕治 ｷﾑﾗ ｺｳｼﾞ 島根 53分41秒

69 8526 岩谷　誠 ｲﾜﾀﾆ ﾏｺﾄ 島根 53分42秒

70 8518 大源　享 ﾀﾞｲｹﾞﾝ ﾄｵﾙ 鳥取 出雲造機走る会 53分56秒

71 8531 錦織　邦安 ﾆｼｷｵﾘ ｸﾆﾔｽ 島根 54分38秒

72 8592 長谷川 弘 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 島根 55分02秒

73 8512 松本和也 ﾏﾂﾓﾄｶｽﾞﾔ 島根 55分06秒

74 8546 多久和 真悟 ﾀｸﾜ ｼﾝｺﾞ 島根 島根富士通 55分24秒

75 8555 原 啓一朗 ﾊﾗ ｹｲｲﾁﾛｳ 島根 55分58秒

76 8587 高梨 直樹 ﾀｶﾅｼ ﾅｵｷ 島根 なし 56分01秒

77 8510 安田　登 ﾔｽﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 島根 56分16秒

78 8527 田中隆一 ﾀﾅｶﾘｭｳｲﾁ 島根 57分14秒

79 8550 小室 範明 ｺﾑﾛ ﾉﾘｱｷ 島根 島根県国保連 59分37秒

80 8591 野津 敏明 ﾉﾂ ﾄｼｱｷ 島根 59分58秒

81 8554 三島 克仁 ﾐｼﾏ ｶﾂﾋﾄ 島根 1時間00分03秒

82 8595 周藤 貴裕 ｽﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 島根 1時間01分05秒

83 8585 田草 雄一 ﾀｸｻ ﾕｳｲﾁ 島根 1時間02分20秒

84 8533 江角　雄二 ｴｽﾐ ﾕｳｼﾞ 島根 本庄消防陸上部 1時間02分20秒

85 8537 尾崎 嘉信 ｵｻﾞｷ ﾖｼﾉﾌﾞ 島根 1時間02分24秒



13 ・ Ⅱ部 10km男子（50歳代の部）

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 8603 高谷 修平 ﾀｶﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ 兵庫 ノーリツ 36分57秒
2 8632 門脇真次郎 ｶﾄﾞﾜｷｼﾝｼﾞﾛｳ 島根 松江市陸協 37分41秒
3 8605 川島 建司 ｶﾜｼﾏ ｹﾝｼﾞ 島根 平田走 38分06秒
4 8601 古居　誠 ﾌﾙｲ ﾏｺﾄ 島根 雲南市陸協 38分13秒
5 8604 岡田 成人 ｵｶﾀﾞ ﾅﾙﾋﾄ 島根 大田FC 39分09秒
6 8607 稲田 佳朗 ｲﾅﾀ ﾖｼﾛｳ 島根 うんなん走友会 39分27秒

7 8608 濱脇 勝治 ﾊﾏﾜｷ ｶﾂｼﾞ 広島 広島市陸協 39分30秒

8 8606 金織 豊 ｶﾅｵﾘ ﾕﾀｶ 広島 東京陸協 43分13秒

9 8627 勝田慎司 ｶﾂﾀｼﾝｼﾞ 島根 川津小学校教員AC 43分27秒

10 8621 曽田伸二 ｿﾀｼﾝｼﾞ 島根 43分43秒

11 8628 須賀一忠 ｽｶﾞｶｽﾞﾀﾀﾞ 鳥取 RUNDEPO 43分48秒

12 8624 大櫃英治 ｵｵﾋﾞﾂｴｲｼﾞ 島根 44分01秒

13 8629 近藤　政道 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾐﾁ 島根 チームAive 46分33秒

14 8633 長野　博 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛｼ 島根 46分39秒

15 8619 青山修治 ｱｵﾔﾏｼｭｳｼﾞ 島根 47分17秒

16 8649 寺本 孝行 ﾃﾗﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 島根 えともクラブ 47分38秒

17 8646 三浦 浩 ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ 島根 47分40秒

18 8612 松本清文 ﾏﾂﾓﾄｷﾖﾌﾐ 島根 47分56秒

19 8645 山本 賢治 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 鳥取 47分58秒

20 8652 有馬 素光 ｱﾘﾏ ﾓﾄﾐﾂ 広島 48分13秒

21 8640 多田 薫 ﾀﾀﾞ ｶｵﾙ 鳥取 ＪＲ後藤 48分35秒

22 8615 柳田雅彦 ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾏｻﾋｺ 島根 49分02秒

23 8630 平岡　寿幸 ﾋﾗｵｶ ｶｽﾞﾕｷ 鳥取 キッセイ薬品工業 49分15秒

24 8643 若杉 敏也 ﾜｶｽｷﾞ ﾄｼﾔ 島根 ＣＫＢ幕張 49分17秒

25 8644 金織 栄 ｶﾅｵﾘ ｻｶｴ 兵庫 大同生命保険 49分33秒

26 8641 冨永 栄治 ﾄﾐﾅｶﾞ ｴｲｼﾞ 茨城 はたそめ 49分37秒

27 8647 吉田 進 ﾖｼﾀﾞ ｽｽﾑ 島根 49分56秒

28 8617 高畑憲夫 ﾀｶﾊﾀﾉﾘｵ 島根 50分19秒

29 8634 里田 和徳 ｻﾄﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 鳥取 ネオメイト島根 50分39秒

30 8639 鷲尾 忠彦 ﾜｼｵ ﾀﾀﾞﾋｺ 島根 50分53秒

31 8626 三島　武 ﾐｼﾏ ﾀｹｼ 島根 51分28秒

32 8618 日笠和雄 ﾋｶｻｶｽﾞｵ 島根 51分46秒

33 8655 佐藤 秀紀 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 島根 52分35秒

34 8623 神田敏行 ｶﾝﾀﾞﾄｼﾕｷ 島根 53分12秒

35 8636 仲佐 稔 ﾅｶｻ ﾐﾉﾙ 島根 53分27秒

36 8611 河原荘一郎 ｶﾜﾊﾗｿｳｲﾁﾛｳ 島根 53分29秒

37 8622 高野　誠 ﾀｶﾉ ﾏｺﾄ 島根 54分18秒

38 8656 松尾 和巳 ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾐ 島根 54分29秒

39 8657 大山典男 ｵｵﾔﾏﾉﾘｵ 島根 54分56秒

40 8635 佐々木 義朗 ｻｻｷ ﾖｼﾛｳ 京都 一冨士ＲＣ 55分49秒

41 8651 中島 隆 ﾅｶｼﾏ ﾀｶｼ 島根 55分53秒

42 8642 江崎 順一 ｴｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 島根 山陰ランクラブ 56分34秒

43 8654 小林 健治 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 鳥取 56分36秒

44 8614 坂手邦治 ｻｶﾃｸﾆﾊﾙ 鳥取 チーム大ちゃん 56分36秒

45 8613 高橋和久 ﾀｶﾊｼｶｽﾞﾋｻ 島根 57分53秒

46 8620 森本敬史 ﾓﾘﾓﾄﾀｶｼ 島根 59分02秒

47 8650 園部 修治 ｿﾉﾍﾞ ｼｭｳｼﾞ 島根 59分38秒

48 8616 川村宏之 ｶﾜﾑﾗﾋﾛﾕｷ 島根 59分43秒

49 8637 川崎 宏幸 ｶﾜｻｷ ﾋﾛﾕｷ 鳥取 1時間02分38秒

50 8631 松本　有二 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 島根 1時間05分11秒
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13 ・ Ⅱ部 10km男子（50歳代の部）

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
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51 8610 渡　勝也 ﾜﾀﾘ ｶﾂﾔ 島根 チーム・ビバ・ラン 1時間07分40秒



14 ・ Ⅱ部 10km男子（60歳以上の部）

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 8714 安田　匡 ﾔｽﾀﾞ ｷｮｳ 鳥取 41分08秒
2 8704 林　武男 ﾊﾔｼ ﾀｹｵ 島根 41分16秒
3 8710 山﨑芳行 ﾔﾏｻｷﾖｼﾕｷ 島根 チームタスキ 42分32秒
4 8721 木内 昭栄 ｷｳﾁ ｼｮｳｴｲ 島根 日立野武士 44分03秒
5 8715 糸賀義行 ｲﾄｶﾞﾖｼﾕｷ 島根 46分16秒
6 8724 井上 裕吉 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷﾁ 鳥取 47分53秒

7 8711 安達健市 ｱﾀﾞﾁｹﾝｲﾁ 島根 47分55秒

8 8725 松浦 洋治 ﾏﾂｳﾗ ﾖｳｼﾞ 島根 49分10秒

9 8726 松本 謙二 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 島根 49分11秒

10 8712 福間　薫 ﾌｸﾏ ｶｵﾙ 島根 松江ジョギングクラブ 49分59秒

11 8719 高原 修治 ﾀｶﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ 広島 まだまだいける 51分11秒

12 8722 石倉 隆 ｲｼｸﾗ ﾀｶｼ 島根 51分51秒

13 8709 伊藤和夫 ｲﾄｳｶｽﾞｵ 島根 52分49秒

14 8716 添田　健 ｿｴﾀﾞ ﾀｹｼ 島根 53分02秒

15 8717 安達　武敏 ｱﾀﾞﾁ ﾀｹﾄｼ 島根 チーム颯人 54分03秒

16 8723 野村 寛 ﾉﾑﾗ ﾋﾛｼ 島根 豊連走ひろ 55分30秒

17 8702 大菅四志夫 ｵｵｽｹﾞﾖｼｵ 島根 55分42秒

18 8729 山成 考一 ﾔﾏﾅﾘ ｺｳｲﾁ 島根 56分15秒

19 8707 伊藤義廣 ｲﾄｳﾖｼﾋﾛ 島根 玉湯RCクラブ 56分33秒

20 8708 竹下健二 ﾀｹｼﾀｹﾝｼﾞ 島根 59分32秒

21 8705 安田勝文 ﾔｽﾀﾞｶﾂﾌﾐ 島根 丸永建設 1時間00分04秒

22 8718 青砥千也 ｱｵﾄｶｽﾞﾔ 島根 大東走友会 1時間00分07秒

23 8720 石川 芳秀 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾋﾃﾞ 広島 1時間00分45秒

24 8713 福島浩之 ﾌｸｼﾏﾋﾛﾕｷ 島根 1時間03分43秒
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