
3 ・ Ⅱ部 10km女子（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 7010 小玉芽依 ｺﾀﾞﾏﾒｲ 島根 平田高等学校 36分01秒
2 7013 加藤真帆 ｶﾄｳﾏﾎ 島根 平田高等学校 38分24秒
3 7018 吉川 春菜 ﾖｼｶﾜ ﾊﾙﾅ 大阪 星翔高等学校 38分39秒
4 7012 吾郷真帆 ｱｺﾞｳﾏﾎ 島根 平田高等学校 38分52秒
5 7009 浅野茉凜 ｱｻﾉﾏﾘﾝ 広島 広島商業高等学校 38分57秒
6 7021 上野 夢歩 ｳｴﾉ ﾕﾒﾎ 山口 中村女子高等学校 39分27秒

7 7007 谷本真梨奈 ﾀﾆﾓﾄﾏﾘﾅ 広島 広島商業高等学校 39分29秒

8 7016 松尾　のの花 ﾏﾂｵ ﾉﾉｶ 島根 出雲商業高校 40分05秒

9 7003 加藤　琴乃 ｶﾄｳ ｺﾄﾉ 広島 高陽東高等学校 40分32秒

10 7015 清水　妃菜 ｼﾐｽﾞ ﾋﾅ 島根 松江商業高等学校 41分29秒

11 7014 若槻ゆな ﾜｶﾂｷﾕﾅ 島根 平田高等学校 41分52秒

12 7002 藤原　茉緒 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｵ 広島 高陽東高等学校 42分30秒

13 7004 上河　結実 ｶﾐｶﾜ ﾕｳﾐ 広島 高陽東高等学校 42分42秒

14 7008 槇本春香 ﾏｷﾓﾄﾊﾙｶ 広島 広島商業高等学校 43分22秒

15 7020 羽室櫻子 ﾊﾑﾛｻｸﾗｺ 島根 松江商業高等学校 43分29秒

16 7001 榎本若菜 ｴﾉﾓﾄﾜｶﾅ 広島 高揚東高等学校 45分05秒

17 7022 下松ひなり ﾀﾏﾂ ﾋﾅﾘ 広島 高陽東高等学校 47分12秒

18 7006 築岡　ひなの ﾂｷｵｶ ﾋﾅﾉ 広島 高陽東高等学校 50分17秒
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4 ・ Ⅱ部 10km女子（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 7208 オバレドリカケルボ ｵﾊﾞﾚﾄﾞﾘｶｹﾙﾎﾞ 茨城 日立 32分33秒 大会新

2 7206 菊地優子 ｷｸﾁﾕｳｺ 北海道 ホクレン 33分16秒
3 7209 黒澤莉楠 ｸﾛｻﾜﾘﾅ 茨城 日立 34分44秒
4 7203 手嶋乃莉子 ﾃｼﾏﾉﾘｺ 兵庫 神戸学院大学 36分05秒
5 7204 浅井加菜子 ｱｻｲｶﾅｺ 兵庫 神戸学院大学 37分12秒
6 7202 田口真琴 ﾀｸﾞﾁﾏｺﾄ 兵庫 神戸学院大学 37分51秒

7 7230 児玉 苑子 ｺﾀﾞﾏ ｿﾉｺ 島根 ミノアカＪＣ 45分53秒

8 7211 山﨑祥子 ﾔﾏｻｷｼｮｳｺ 島根 46分57秒

9 7248 菅原 杏奈 ｽｶﾞﾊﾗ ｱﾝﾅ 島根 49分01秒

10 7232 峯松 ゆかり ﾐﾈﾏﾂ ﾕｶﾘ 島根 49分53秒

11 7243 佐藤 愛子 ｻﾄｳ ｱｲｺ 島根 51分12秒

12 7229 石原 朋恵 ｲｼﾊﾗ ﾄﾓｴ 鳥取 51分24秒

13 7233 雫 文子 ｼｽﾞｸ ｱﾔｺ 島根 53分07秒

14 7220 佐川　美緒 ｻｶﾞﾜ ﾐｵ 広島 53分22秒

15 7249 田崎 恵美 ﾀｻﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 鳥取 54分38秒

16 7234 山崎 弘湖 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｺ 島根 55分52秒

17 7214 林　瑞穂 ﾊﾔｼ ﾐｽﾞﾎ 島根 56分03秒

18 7213 大上祥子 ｵｵｳｴｼｮｳｺ 島根 56分32秒

19 7247 足立 理紗 ｱﾀﾞﾁ ﾘｻ 島根 東女子ＲＣ 56分37秒

20 7245 田辺 あゆみ ﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾐ 島根 島根大学医学部 56分40秒

21 7244 石田 晃子 ｲｼﾀﾞ ｱｷｺ 島根 56分41秒

22 7231 井上 加奈 ｲﾉｳｴ ｶﾅ 京都 56分44秒

23 7224 新宅　みゆき ｼﾝﾀｸ ﾐﾕｷ 島根 57分48秒

24 7218 松村　まみ ﾏﾂﾑﾗ ﾏﾐ 島根 びじょがーくらぶ 58分50秒

25 7238 ガルシア イリナ ｶﾞﾙｼｱ ｲﾘﾅ 島根 59分15秒

26 7215 藤江実穂 ﾌｼﾞｴﾐﾎ 島根 59分16秒

27 7226 渡部　紫苑 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾝ 島根 島根大学 59分45秒

28 7212 岩田沙貴 ｲﾜﾀｻｷ 島根 1時間00分23秒

29 7239 大塚 聖子 ｵｵﾂｶ ｾｲｺ 島根 1時間00分23秒

30 7246 渡部 雅子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｺ 島根 1時間00分25秒

31 7251 加藤 由依 ｶﾄｳ ﾕｲ 島根 1時間00分26秒

32 7225 佐藤　襟 ｻﾄｳ ｴﾘ 島根 島根大学 1時間00分42秒

33 7240 井上 絵莉子 ｲﾉｳｴ ｴﾘｺ 島根 1時間00分42秒

34 7223 近藤　沙也果 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾔｶ 島根 島根大学 1時間01分35秒

35 7235 永井 佑季 ﾅｶﾞｲ ﾕｷ 愛媛 1時間03分23秒

36 7250 大上 綾子 ｵｵｳｴ ｱﾔｺ 島根 1時間03分48秒

37 7227 福島 貴代美 ﾌｸｼﾏ ｷﾖﾐ 島根 ｔｅａｍ柳川鍋 1時間03分54秒

38 7217 中島　由加里 ﾅｶｼﾏ ﾕｶﾘ 島根 RUNDEPO 1時間05分58秒

39 7222 広沢　帆南 ﾋﾛｻﾜ ﾎﾅﾐ 島根 島根大学 1時間10分02秒

40 7242 引野 翔子 ﾋｷﾉ ｼｮｳｺ 島根 1時間13分26秒

41 7228 城 沙奈子 ｼﾛ ｻﾅｺ 島根 1時間13分28秒

42 7219 重谷　汐里 ｵﾓﾀﾆ ｼｵﾘ 島根 1時間13分52秒
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5 ・ Ⅱ部 10km女子（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 7301 角 美恵 ｽﾐ ﾐｴ 島根 松江陸上クラブ 39分23秒
2 7326 森 桐子 ﾓﾘ ｷﾘｺ 島根 もりねっこ 41分48秒
3 7342 柿田 有理 ｶｷﾀ ﾕﾘ 島根 44分53秒
4 7315 岩本　麻菜美 ｲﾜﾓﾄ ﾏﾅﾐ 島根 45分28秒
5 7318 佐藤　祥恵 ｻﾄｳ ｻﾁｴ 島根 47分38秒
6 7322 山村 三恵 ﾔﾏﾑﾗ ﾐｴ 島根 48分18秒

7 7334 清水 和恵 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｴ 山口 48分39秒

8 7347 井上 真由香 ｲﾉｳｴ ﾏﾕｶ 島根 48分41秒

9 7302 片石厚子 ｶﾀｲｼｱﾂｺ 島根 49分19秒

10 7310 向山恵子 ﾑｺﾔﾏｹｲｺ 島根 HANS・北陽警備保障㈱ 49分38秒

11 7321 永井　美帆 ﾅｶﾞｲ ﾐﾎ 島根 49分51秒

12 7343 野原 幸恵 ﾉﾊﾗ ｻﾁｴ 島根 50分00秒

13 7329 米田 智香 ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓｶ 鳥取 50分38秒

14 7317 宮永　絵美 ﾐﾔﾅｶﾞ ｴﾐ 鳥取 50分57秒

15 7309 河本圭子 ｶﾜﾓﾄｹｲｺ 島根 52分38秒

16 7349 山本 彩加 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ 島根 53分16秒

17 7306 德村麻弥 ﾄｸﾑﾗﾏﾔ 島根 53分39秒

18 7331 谷村 奈津子 ﾀﾆﾑﾗ ﾅﾂｺ 島根 54分08秒

19 7351 松林 奈央子 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾅｵｺ 兵庫 54分11秒

20 7308 小竹原千賀子 ｺﾀﾞｹﾊﾗﾁｶｺ 島根 55分06秒

21 7330 岩井 由香利 ｲﾜｲ ﾕｶﾘ 愛知 56分16秒

22 7319 中西　慶子 ﾅｶﾆｼ ｹｲｺ 島根 56分29秒

23 7348 足立 綾 ｱﾀﾞﾁ ｱﾔ 島根 56分39秒

24 7304 遠所文恵 ｴﾝｼﾞｮﾌﾐｴ 島根 56分59秒

25 7328 児玉 由紀恵 ｺﾀﾞﾏ ﾕｷｴ 島根 57分00秒

26 7352 永島 佳子 ﾅｶﾞｼﾏ ｹｲｺ 島根 57分10秒

27 7345 矢田 佳代 ﾔﾀﾞ ｶﾖ 島根 57分54秒

28 7346 松浦 綾子 ﾏﾂｳﾗ ｱﾔｺ 広島 58分28秒

29 7324 石井 美代子 ｲｼｲ ﾐﾖｺ 島根 58分28秒

30 7340 吉田 真理絵 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾘｴ 兵庫 58分52秒

31 7314 船木真由美 ﾌﾅｷﾏﾕﾐ 島根 59分31秒

32 7313 河本ちひろ ｶﾜﾓﾄﾁﾋﾛ 島根 1時間00分07秒

33 7350 島田 由貴 ｼﾏﾀﾞ ﾕｷ 神奈川 1時間00分55秒

34 7332 児玉 真紀 ｺﾀﾞﾏ ﾏｷ 島根 1時間00分55秒

35 7305 高松優美 ﾀｶﾏﾂﾕﾐ 島根 1時間02分18秒

36 7303 西村典恵 ﾆｼﾑﾗﾉﾘｴ 島根 1時間03分12秒

37 7333 曽根田 愛子 ｿﾈﾀﾞ ｱｲｺ 島根 1時間03分55秒

38 7336 幡垣 恵里香 ﾊﾀｶﾞｷ ｴﾘｶ 島根 1時間04分23秒

39 7337 實重 温子 ｻﾈｼｹﾞ ｱﾂｺ 島根 山陰ランクラブ 1時間06分37秒

40 7323 福冨 阿沙子 ﾌｸﾄﾐ ｱｻｺ 島根 1時間07分05秒

41 7312 齊田周子 ｻｲﾀﾞｼｭｳｺ 島根 JAくにびき走ろう会 1時間08分24秒

42 7311 白根奈緒子 ｼﾗﾈﾅｵｺ 島根 1時間08分30秒

43 7316 森田　清香 ﾓﾘﾀ ｻﾔｶ 島根 E-RUN 1時間13分17秒

44 7339 山本 由香里 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｶﾘ 鳥取 山陰ランクラブ 1時間13分17秒

45 7341 岡本 典子 ｵｶﾓﾄ ﾉﾘｺ 島根 1時間14分52秒
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6 ・ Ⅱ部 10km女子（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 7402 松本 華奈 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅ 島根 松江陸上クラブ 39分32秒 大会ﾀｲ

2 7401 佐藤 明子 ｻﾄｳ ｱｷｺ 宮城 42分04秒
3 7403 桑本陽子 ｸﾜﾓﾄﾖｳｺ 鳥取 43分05秒
4 7418 高木明美 ﾀｶｷｱｹﾐ 島根 平田東女子LAC 43分32秒
5 7453 多々納 和代 ﾀﾀﾉ ｶｽﾞﾖ 島根 45分34秒
6 7438 渡辺 奈穂子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾎｺ 鳥取 中ノ郷駅伝部 46分36秒

7 7417 足立和子 ｱﾀﾞﾁｶｽﾞｺ 島根 47分36秒

8 7450 松尾 暁子 ﾏﾂｵ ｱｷｺ 広島 48分25秒

9 7451 高橋 香 ﾀｶﾊｼ ｶｵﾘ 島根 48分48秒

10 7416 三原圭子 ﾐﾊﾗｹｲｺ 島根 51分19秒

11 7409 河野昭子 ｺｳﾉｱｷｺ 島根 51分36秒

12 7443 森脇 雅恵 ﾓﾘﾜｷ ﾏｻｴ 島根 51分52秒

13 7423 青砥　千佳子 ｱｵﾄ ﾁｶｺ 神奈川 51分53秒

14 7434 米田 洋美 ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾛﾐ 島根 51分56秒

15 7410 野津伊都子 ﾉﾂｲﾂｺ 島根 52分12秒

16 7449 恩田 佳世 ｵﾝﾀﾞ ｶﾖ 島根 52分17秒

17 7425 吉野　由里子 ﾖｼﾉ ﾕﾘｺ 島根 ペアラレーシング 52分23秒

18 7404 井上千佳子 ｲﾉｳｴﾁｶｺ 島根 52分32秒

19 7448 松田 佳恵 ﾏﾂﾀﾞ ｶｴ 島根 53分06秒

20 7412 福島素美 ﾌｸｼﾏｽﾐ 島根 54分08秒

21 7460 三嶋 里美 ﾐｼﾏ ｻﾄﾐ 鳥取 社会福祉法人祥 54分24秒

22 7442 三田 淳子 ﾐﾀ ｼﾞｭﾝｺ 島根 54分33秒

23 7461 鴨木 美紀子 ｶﾓｷﾞ ﾐｷｺ 島根 54分38秒

24 7419 西尾由佳 ﾆｼｵﾕｶ 鳥取 54分49秒

25 7414 末次淳子 ｽｴﾂｸﾞｼﾞｭﾝｺ 鳥取 プチ・ラビッツ 55分08秒

26 7429 杉田　千苗 ｽｷﾞﾀ ﾁﾅｴ 神奈川 55分52秒

27 7435 細田 淳子 ﾎｿﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 島根 ｔｅａｍ柳川鍋 56分04秒

28 7445 瓦間 貴子 ｶﾜﾗﾏ ﾀｶｺ 和歌山 57分26秒

29 7462 山根 みゆき ﾔﾏﾈ ﾐﾕｷ 島根 57分27秒

30 7420 川本直子 ｶﾜﾓﾄﾅｵｺ 島根 57分41秒

31 7437 吉井 夏代 ﾖｼｲ ﾅﾂﾖ 鳥取 58分37秒

32 7447 曽田 恭代 ｿﾀ ﾔｽﾖ 島根 頭走部 58分53秒

33 7430 金津　早苗 ｶﾅﾂ ｻﾅｴ 島根 59分12秒

34 7452 向村 俊恵 ﾑｺｳﾑﾗ ﾄｼｴ 島根 59分25秒

35 7426 堀川　章代 ﾎﾘｶﾜ ｱｷﾖ 広島 59分27秒

36 7427 杉村　美香 ｽｷﾞﾑﾗ ﾐｶ 島根 1時間00分16秒

37 7458 太田 賞子 ｵｵﾀ ｼｮｳｺ 島根 1時間00分19秒

38 7459 田中 美樹 ﾀﾅｶ ﾐｷ 島根 1時間00分34秒

39 7455 錦織 恵子 ﾆｼｷｵﾘ ｹｲｺ 島根 1時間01分02秒

40 7439 稲垣 直子 ｲﾅｶﾞｷ ﾅｵｺ 東京 1時間01分58秒

41 7408 池田克子 ｲｹﾀﾞｶﾂｺ 岡山 1時間02分05秒

42 7406 橘　志穂 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾎ 島根 松江東朝日郵便局 1時間02分25秒

43 7415 土江由美子 ﾂﾁｴﾕﾐｺ 島根 1時間03分00秒

44 7436 鷲森 聡美 ﾜｼﾓﾘ ｻﾄﾐ 島根 ｔｅａｍ柳川鍋 1時間03分29秒

45 7440 吉川 朋子 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓｺ 鳥取 チームＴＲＹ 1時間04分02秒

46 7422 島田　道恵 ｼﾏﾀﾞ ﾐﾁｴ 大阪 1時間04分18秒

47 7457 川上 久美子 ｶﾜｶﾐ ｸﾐｺ 島根 1時間04分22秒

48 7446 岩本 優子 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｺ 鳥取 1時間04分26秒

49 7407 花岡真由美 ﾊﾅｵｶﾏﾕﾐ 島根 1時間04分38秒

50 7411 内田睦子 ｳﾁﾀﾞﾑﾂｺ 島根 1時間06分35秒
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6 ・ Ⅱ部 10km女子（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
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51 7433 西井 静香 ﾆｼｲ ｼｽﾞｶ 鳥取 1時間06分46秒

52 7413 福地あゆ美 ﾌｸﾁｱﾕﾐ 島根 1時間07分02秒

53 7405 参成佐智子 ﾐﾅﾘｻﾁｺ 島根 1時間07分19秒

54 7424 高橋　千鶴 ﾀｶﾊｼ ﾁﾂﾞﾙ 島根 E－RUNクラブ 1時間13分16秒

55 7431 富田 恵 ﾄﾐﾀ ﾒｸﾞﾐ 島根 ＥーＲＵＮ 1時間13分17秒

56 7456 平田 幸子 ﾋﾗﾀ ｻﾁｺ 島根 1時間17分12秒



7 ・ Ⅱ部 10km女子（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 7511 近藤ひとみ ｺﾝﾄﾞｳﾋﾄﾐ 島根 45分09秒
2 7501 大和田 美代子 ｵｵﾜﾀﾞ ﾐﾖｺ 神奈川 東亜サービス 45分13秒
3 7504 錦織貴子 ﾆｼｺｵﾘﾀｶｺ 島根 45分52秒
4 7524 永岡 和子 ﾅｶﾞｵｶ ｶｽﾞｺ 島根 48分51秒
5 7503 矢田 瑞穂 ﾔﾀ ﾐｽﾞﾎ 島根 松江陸上クラブ 49分34秒
6 7512 山崎真理 ﾔﾏｻｷﾏﾘ 島根 松江北山陸友会 49分40秒

7 7507 村田美咲子 ﾑﾗﾀﾐｻｺ 島根 50分01秒

8 7506 吉田洋子 ﾖｼﾀﾞﾖｳｺ 島根 53分20秒

9 7516 荒金　弘子 ｱﾗｶﾈ ﾋﾛｺ 島根 53分35秒

10 7514 勝田知栄子 ｶﾂﾀﾁｴｺ 島根 55分38秒

11 7513 角　たか子 ｽﾐ ﾀｶｺ 島根 55分46秒

12 7528 舟木 智恵子 ﾌﾅｷ ﾁｴｺ 鳥取 魚谷眼科 55分56秒

13 7520 深野　順子 ﾌｶﾉ ｼﾞｭﾝｺ 島根 57分54秒

14 7523 武田 悦美 ﾀｹﾀﾞ ｴﾂﾐ 島根 58分25秒

15 7527 上杉 千賀子 ｳｴｽｷﾞ ﾁｶｺ 島根 58分35秒

16 7517 柿本　三智枝 ｶｷﾓﾄ ﾐﾁｴ 鳥取 58分48秒

17 7518 梶谷　久美子 ｶｼﾞﾀﾆ ｸﾐｺ 鳥取 59分49秒

18 7508 松尾登代子 ﾏﾂｵﾄﾖｺ 広島 1時間00分45秒

19 7505 松本郁子 ﾏﾂﾓﾄｲｸｺ 岡山 1時間01分09秒

20 7522 岩崎 やよい ｲﾜｻｷ ﾔﾖｲ 島根 ｔｅａｍ柳川鍋 1時間03分37秒

21 7509 山崎睦江 ﾔﾏｻｷﾑﾂｴ 島根 1時間06分04秒

22 7526 浪花 由紀子 ﾅﾆﾜ ﾕｷｺ 島根 鳥取大学 1時間07分00秒

23 7521 浜田 裕子 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｺ 島根 1時間08分51秒

24 7510 渡　博子 ﾜﾀﾘ ﾋﾛｺ 島根 チーム ビバ ラン 1時間11分49秒

第37回 まつえレディースハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2016/3/20



8 ・ Ⅱ部 10km女子（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 7601 岡田真起子 ｵｶﾀﾞﾏｷｺ 岡山 岡山AC 48分53秒
2 7602 山本眞由美 ﾔﾏﾓﾄﾏﾕﾐ 島根 かわとRC 54分41秒
3 7605 高尾和子 ﾀｶｵｶｽﾞｺ 島根 56分53秒
4 7604 平井静代 ﾋﾗｲｼｽﾞﾖ 島根 57分35秒
5 7603 間庭公子 ﾏﾆﾜｷﾐｺ 島根 58分41秒
6 7607 田頭 閑香 ﾀｶﾞｼﾗ ｼｽﾞｶ 広島 1時間01分40秒

7 7606 谷口 孝子 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶｺ 岐阜 ウイングラン飛 1時間03分56秒

第37回 まつえレディースハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2016/3/20



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 8010 多久和能広 ﾀｸﾜﾖｼﾋﾛ 島根 平田高等学校 30分23秒 大会新

2 8001 伊藤太一 ｲﾄｳﾀｲﾁ 島根 松江南高等学校 32分12秒
3 8011 芦田隼人 ｱｼﾀﾞﾊﾔﾄ 島根 平田高等学校 32分25秒
4 8021 村上　州 ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳ 兵庫 神港学園神港高等学校 32分39秒
5 8022 北川　一樹 ｷﾀｶﾞﾜ ｲﾂｷ 兵庫 神港学園神港高等学校 32分47秒
6 8002 池尻悠人 ｲｹｼﾞﾘﾕｳﾄ 島根 松江南高等学校 33分05秒

7 8016 高橋椿太郎 ﾀｶﾊｼｼｭﾝﾀﾛｳ 島根 平田高等学校 33分08秒

8 8028 舩津涼太 ﾌﾅﾂﾘｮｳﾀ 島根 松江商業高等学校 33分24秒

9 8019 黒田敦斗 ｸﾛﾀﾞｱﾂﾄ 島根 平田高等学校 33分46秒

10 8015 福間悠太 ﾌｸﾏﾕｳﾀ 島根 平田高等学校 34分07秒

11 8014 梶谷　寛 ｶｼﾞﾀﾆ ﾀﾕﾄ 島根 平田高等学校 34分10秒

12 8012 高橋聡利 ﾀｶﾊｼｻﾄｼ 島根 平田高等学校 34分11秒

13 8013 清水椋太 ｼﾐｽﾞﾘｮｳﾀ 島根 平田高等学校 34分12秒

14 8018 志食歩輝 ｼｼﾞｷｱﾕｷ 島根 平田高等学校 34分20秒

15 8003 永瀬　諒 ﾅｶﾞｾ ﾘｮｳ 島根 松江南高等学校 34分27秒

16 8024 菅野　渉 ｶﾝﾉ ﾜﾀﾙ 広島 高陽東高等学校 34分41秒

17 8020 糸瀬　翼 ｲﾄｾ ﾂﾊﾞｻ 兵庫 神港学園神港高等学校 34分49秒

18 8009 山根大輝 ﾔﾏﾈﾋﾛｷ 島根 平田高等学校 34分50秒

19 8005 永田　稜 ﾅｶﾞﾀ ﾘｮｳ 島根 松江商業高等学校 35分03秒

20 8026 金坂 裕貴 ｶﾈｻｶ ﾋﾛｷ 島根 矢上高等学校 35分27秒

21 8023 前田　篤 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ 広島 高陽東高等学校 35分34秒

22 8004 原　尚樹 ﾊﾗ ﾅｵｷ 島根 松江南高等学校 35分42秒

23 8030 倉光　壮郎 ｸﾗﾐﾂ ﾀｹﾛｳ 兵庫 神港学園神港高等学校 36分29秒

24 8027 飯山翔太 ｲｲﾔﾏｼｮｳﾀ 島根 松江南高等学校 36分29秒

25 8025 三輪　航平 ﾐﾜ ｺｳﾍｲ 広島 高陽東高等学校 36分35秒

26 8008 高橋友也 ﾀｶﾊｼﾄﾓﾔ 島根 平田高等学校 38分07秒

27 8017 落合宏大 ｵﾁｱｲｺｳﾀﾞｲ 島根 平田高等学校 38分31秒

28 8007 前嶋裕佑 ﾏｴｼﾞﾏﾕｳｽｹ 島根 安来高等学校 38分38秒

29 8029 藤原柊弥 ﾌｼﾞﾊﾗｼｭｳﾔ 島根 開星高等学校 41分21秒

30 8031 田部 憲司 ﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 島根 大東高校 45分38秒

第37回 まつえレディースハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2016/3/20



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 8124 福濱　駿 ﾌｸﾊﾏ ｼｭﾝ 島根 30分09秒 大会新

2 8106 三賀森 智哉 ﾐｶﾓﾘ ﾄﾓﾔ 島根 松江市陸協 32分06秒
3 8103 永井　雄 ﾅｶﾞｲ ﾕｳ 島根 島根大学 32分55秒
4 8104 清水　昂志 ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ 島根 島根大学 33分36秒
5 8112 中本 岳 ﾅｶﾓﾄ ﾀｹﾙ 広島 広島修道大学 34分34秒
6 8113 森脇 裕史 ﾓﾘﾜｷ ﾋﾛｼ 島根 島根大学 34分35秒

7 8161 遠藤 航 ｴﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 鳥取 35分15秒

8 8147 入江 洋希 ｲﾘｴ ﾋﾛｷ 鳥取 35分28秒

9 8107 坂根 智也 ｻｶﾈ ﾄﾓﾔ 島根 安来市陸協 35分33秒

10 8105 山本　雄大 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 広島 広島修道大学 35分37秒

11 8163 勝部 優太 ｶﾂﾍﾞ ﾕｳﾀ 島根 ＴＥＡＭｕ 37分10秒

12 8102 藤井隆仁 ﾌｼﾞｲﾘｭｳﾄ 広島 広島修道大学 37分14秒

13 8108 難波 雄介 ﾅﾝﾊﾞ ﾕｳｽｹ 島根 雲南市陸協 40分11秒

14 8114 青山 哲也 ｱｵﾔﾏ ﾃﾂﾔ 島根 東出雲町体協 40分12秒

15 8143 山根　一眞 ﾔﾏﾈ ｶｽﾞﾏ 島根 関西学院大学 40分24秒

16 8116 新宅和貴 ｼﾝﾀｸｶｽﾞｷ 島根 40分29秒

17 8101 奥田政弘 ｵｸﾀﾞﾏｻﾋﾛ 鳥取 40分40秒

18 8154 江藤 雄紀 ｴﾄｳ ﾕｳｷ 島根 40分49秒

19 8146 土江 健太 ﾂﾁｴ ｹﾝﾀ 島根 ペロンチョ 41分27秒

20 8145 塚崎 大貴 ﾂｶｻｷ ﾋﾛｷ 福井 42分17秒

21 8123 原田和政 ﾊﾗﾀﾞｶｽﾞﾏｻ 島根 42分23秒

22 8139 木畑　晶 ｷﾊﾞﾀ ｼｮｳ 島根 42分26秒

23 8109 薮木 勇 ﾔﾌﾞｷ ｲｻﾑ 島根 旭ジョガーズ 42分35秒

24 8118 角田　光 ﾂﾉﾀﾞ ﾋｶﾙ 島根 42分49秒

25 8135 生田　修一 ｲｸﾀ ｼｭｳｲﾁ 鳥取 43分04秒

26 8142 高木　恵仁 ﾀｶｷ ｹｲﾄ 島根 島根大学 43分11秒

27 8153 丹波 聡 ﾀﾝﾊﾞ ｻﾄｼ 鳥取 歌丸ＲＣ 43分39秒

28 8171 真野 大地 ﾏﾉ ﾀﾞｲﾁ 広島 44分09秒

29 8117 石橋伸明 ｲｼﾊﾞｼﾉﾌﾞｱｷ 島根 44分49秒

30 8141 関　優一 ｾｷ ﾕｳｲﾁ 島根 島根大学 44分52秒

31 8137 青山　文哉 ｱｵﾔﾏ ﾌﾐﾔ 島根 44分53秒

32 8150 春日 友輔 ｶｽｶﾞ ﾕｳｽｹ 鳥取 45分33秒

33 8158 長崎 博明 ﾅｶﾞｻｷ ﾋﾛｱｷ 島根 島根県 45分38秒

34 8122 石飛康之 ｲｼﾄﾋﾞﾔｽﾕｷ 島根 45分49秒

35 8159 橋野 秀 ﾊｼﾉ ｼｭｳ 島根 46分06秒

36 8120 林　緩哉 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾔ 島根 46分35秒

37 8138 中村　一平 ﾅｶﾑﾗ ｲｯﾍﾟｲ 島根 47分05秒

38 8157 内田 貴之 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 兵庫 47分08秒

39 8144 河原　修平 ｶﾜﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ 鳥取 48分03秒

40 8128 野津大地 ﾉﾂﾀﾞｲﾁ 島根 SPORTIVOひがしいずも 48分17秒

41 8115 西川達哉 ﾆｼｶﾜﾀﾂﾔ 香川 49分30秒

42 8131 小野　広樹 ｵﾉ ﾋﾛｷ 島根 らいおんの会 51分26秒

43 8140 井上　文人 ｲﾉｳｴ ﾌﾐﾄ 島根 51分42秒

44 8155 杉橋 竜一 ｽｷﾞﾊｼ ﾘｭｳｲﾁ 島根 52分10秒

45 8133 畑　祐介 ﾊﾀ ﾕｳｽｹ 島根 揖屋小学校 52分11秒

46 8167 難波 頌治 ﾅﾝﾊﾞ ｼｮｳｼﾞ 岡山 中国銀行 52分43秒

47 8170 マルチネス ウィルマル ﾏﾙﾁﾈｽ ｳｨﾙﾏﾙ 島根 53分25秒

48 8149 堀西 祐多 ﾎﾘﾆｼ ﾕｳﾀ 島根 日星薬局 54分27秒

49 8162 石倉 陽 ｲｼｸﾗ ｱｷﾗ 島根 頭走部 55分30秒

50 8129 荒木　省吾 ｱﾗｷ ｼｮｳｺﾞ 島根 56分07秒

第37回 まつえレディースハーフマラソン
Results/ 競技結果
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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

第37回 まつえレディースハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2016/3/20

51 8127 佐藤祐貴 ｻﾄｳﾕｳｷ 島根 56分34秒

52 8148 池田 隼人 ｲｹﾀﾞ ﾊﾔﾄ 島根 ＪＡしまね 57分08秒

53 8164 長 祥平 ｵｻ ｼｮｳﾍｲ 島根 57分38秒

54 8130 早戸　達哉 ﾊﾔﾄ ﾀﾂﾔ 島根 山陰中央新報社 57分38秒

55 8134 飯塚　健 ｲｲﾂｶ ｹﾝ 島根 58分59秒

56 8152 石飛 彰太 ｲｼﾄﾋﾞ ｼｮｳﾀ 島根 チ－ムえとも 59分01秒

57 8169 山﨑 浩司 ﾔﾏｻｷ ｺｳｼﾞ 島根 株式会社イード 1時間02分45秒

58 8125 田中元基 ﾀﾅｶﾓﾄｷ 島根 1時間02分55秒

59 8126 安部公洋 ｱﾍﾞｷﾐﾋﾛ 島根 1時間07分35秒

60 8119 山本憲治 ﾔﾏﾓﾄｹﾝｼﾞ 島根 イワタニ山陰（株） 1時間09分46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 8221 岩見 高尚 ｲﾜﾐ ﾀｶﾋｻ 山口 ＣＲ２九州 32分04秒 大会新

2 8209 西村 章史 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾌﾐ 鳥取 ｅＢａｓｅ 32分45秒
3 8216 三島 巧丞 ﾐｼﾏ ｺｳｽｹ 島根 33分04秒
4 8219 村上 貴亮 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｱｷ 島根 チームタスキ 33分21秒
5 8208 井上 礼二 ｲﾉｳｴ ﾚｲｼﾞ 島根 松江北山陸友会 33分24秒
6 8212 川本 乃輔 ｶﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 島根 斐川ＡＣ 33分45秒

7 8201 下宮雅行 ｼﾓﾐﾔﾏｻﾕｷ 島根 雲南市陸協 33分58秒

8 8204 吉田 隆太 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 岡山 岡山県庁 34分21秒

9 8223 中村 勇太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 島根 益田市陸協 34分28秒

10 8207 布野 雅士 ﾌﾉ ﾏｻｼ 島根 出雲消防陸上部 34分33秒

11 8277 柴田 一平 ｼﾊﾞﾀ ｲｯﾍﾟｲ 広島 チーム応天道 34分57秒

12 8203 月輪浩之 ﾂｷﾜﾋﾛﾕｷ 島根 島根AC 35分10秒

13 8228 舟木裕一 ﾌﾅｷﾕｳｲﾁ 島根 チームタスキ 35分14秒

14 8214 加田 春樹 ｶﾀﾞ ﾊﾙｷ 島根 出雲直走 35分23秒

15 8224 齋藤正和 ｻｲﾄｳﾏｻｶｽﾞ 島根 （有）隠岐第一商事 35分33秒

16 8213 森脇 博之 ﾓﾘﾜｷ ﾋﾛﾕｷ 島根 玉湯体協 36分21秒

17 8298 岡空 聡 ｵｶｿﾗ ｿｳ 大阪 ごうぎん 36分31秒

18 8235 斉木淳史 ｻｲｷｱﾂｼ 鳥取 36分32秒

19 8303 吉岡 和哉 ﾖｼｵｶ ｶｽﾞﾔ 島根 吉岡ＲＣ 36分40秒

20 8331 上野 敬介 ｳｴﾉ ｹｲｽｹ 島根 36分55秒

21 8347 荒銀 雄志 ｱﾗｶﾞﾈ ﾕｳｼﾞ 島根 36分58秒

22 8205 伊藤 秀幸 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 島根 松江市陸協 37分21秒

23 8307 嘉藤 信一 ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁ 島根 37分29秒

24 8257 津川　広志 ﾂｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 島根 37分36秒

25 8314 岩見 大輔 ｲﾜﾐ ﾀﾞｲｽｹ 島根 ＪＦしまね 37分54秒

26 8215 百瀬 彰宏 ﾓﾓｾ ｱｷﾋﾛ 島根 38分02秒

27 8202 山口一之 ﾔﾏｸﾞﾁｶｽﾞﾕｷ 鳥取 竜ヶ山クラブ 38分07秒

28 8285 田淵 聡 ﾀﾌﾞﾁ ｻﾄｼ 広島 転倒虫 38分08秒

29 8210 福間 康二 ﾌｸﾏ ｺｳｼﾞ 島根 38分43秒

30 8217 岸 孝史 ｷｼ ﾀｶｼ 島根 西ノ島ＲＣ 38分51秒

31 8276 尾原 康信 ｵﾊﾞﾗ ﾔｽﾉﾌﾞ 島根 神名斐ランナー 39分16秒

32 8258 熊野　正起 ｸﾏﾉ ﾏｻｵｷ 島根 39分21秒

33 8278 梶谷 祐司 ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳｼﾞ 大阪 39分28秒

34 8315 伊藤 正幸 ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 島根 久多美走い会 39分34秒

35 8349 村松 輝卓 ﾑﾗﾏﾂ ﾃﾙﾀｶ 島根 39分36秒

36 8322 加藤 浩 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 島根 39分50秒

37 8342 森實 諭史 ﾓﾘｻﾞﾈ ｻﾄｼ 島根 松江北山陸友会 39分54秒

38 8317 園部 伸之 ｿﾉﾍﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 島根 40分57秒

39 8287 鈴木 輝一 ｽｽﾞｷ ﾃﾙｶｽﾞ 岡山 アスラン部 41分03秒

40 8289 上原 正吾 ｳｴﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 鳥取 ＳＡＴ 41分38秒

41 8241 山根真二 ﾔﾏﾈｼﾝｼﾞ 島根 41分48秒

42 8304 広江 享祐 ﾋﾛｴ ｷｮｳｽｹ 島根 42分02秒

43 8328 内田 元気 ｳﾁﾀﾞ ﾓﾄｷ 島根 42分46秒

44 8225 狩野　慎 ｶﾘﾉ ｼﾝ 島根 42分49秒

45 8313 千代 知明 ﾁｼﾛ ﾄﾓｱｷ 島根 42分52秒

46 8352 多久和 真彦 ﾀｸﾜ ﾏｻﾋｺ 島根 43分13秒

47 8233 土谷三徳 ﾂﾁﾀﾆﾐﾉﾘ 島根 43分27秒

48 8297 藤村 智則 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ 広島 ＳＡＴ 43分28秒

49 8325 吉岡 真治 ﾖｼｵｶ ｼﾝｼﾞ 島根 43分36秒

50 8247 橋本　幸夫 ﾊｼﾓﾄ ｻﾁｵ 島根 43分40秒

第37回 まつえレディースハーフマラソン
Results/ 競技結果
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51 8299 狩野 和幸 ｶﾘﾉ ｶｽﾞﾕｷ 島根 43分44秒

52 8337 布村 裕介 ﾇﾉﾑﾗ ﾕｳｽｹ 島根 43分57秒

53 8250 金村　広和 ｶﾈﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 鳥取 43分58秒

54 8301 門脇 輝昌 ｶﾄﾞﾜｷ ﾃﾙﾏｻ 島根 44分17秒

55 8305 足井 雄介 ｱｼｲ ﾕｳｽｹ 鳥取 ＲＦＲＣ 44分18秒

56 8255 國頭　浩毅 ｸﾆﾄｳ ﾋﾛｷ 島根 44分26秒

57 8296 松村 昭吾 ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 島根 道葉会 44分32秒

58 8312 角田 浩介 ｽﾐﾀ ｺｳｽｹ 島根 44分41秒

59 8229 山﨑武志 ﾔﾏｻｷﾀｹｼ 島根 44分50秒

60 8243 松崎文明 ﾏﾂｻﾞｷﾌﾐｱｷ 島根 45分12秒

61 8350 安達 基樹 ｱﾀﾞﾁ ﾓﾄｷ 島根 45分19秒

62 8308 門脇 浩治 ｶﾄﾞﾜｷ ｺｳｼﾞ 鳥取 エスペランザ 45分23秒

63 8294 ハンター ジャック ﾊﾝﾀｰ ｼﾞｬｯｸ 島根 45分24秒

64 8316 高力 徹 ｺｳﾘｷ ﾄｵﾙ 鳥取 45分25秒

65 8231 岸　陽光 ｷｼ ｱｷﾐﾂ 鳥取 45分44秒

66 8333 井上 誠治 ｲﾉｳｴ ｾｲｼﾞ 島根 46分00秒

67 8292 安達 廷和 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶｶｽﾞ 島根 46分28秒

68 8330 秋間 智行 ｱｷﾏ ﾄﾓﾕｷ 島根 46分54秒

69 8345 佐野 敬史 ｻﾉ ﾀｶｼ 島根 ＴＥＡＭ　Ｕ 46分56秒

70 8295 植田 知徳 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 島根 47分04秒

71 8274 武波 幸彦 ﾀｹﾅﾐ ﾕｷﾋｺ 島根 47分15秒

72 8246 西村　将明 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻｱｷ 島根 47分16秒

73 8284 大場 哲也 ｵｵﾊﾞ ﾃﾂﾔ 島根 松江日赤ＲＣ 47分17秒

74 8341 三島 博史 ﾐｼﾏ ﾋﾛｼ 島根 山陰ランクラブ 47分20秒

75 8227 小出　学 ｺｲﾃﾞ ﾏﾅﾌﾞ 島根 チーム颯人 47分22秒

76 8262 伊野　靖史 ｲﾉ ﾔｽﾌﾐ 島根 47分33秒

77 8319 上坂 健 ｺｳｻｶ ﾀｹｼ 広島 47分40秒

78 8327 上代 瞬 ｼﾞｮｳﾀﾞｲ ｼｭﾝ 島根 48分20秒

79 8329 小林 和人 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾄ 島根 48分31秒

80 8261 藤原　裕也 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ 島根 48分57秒

81 8326 森山 恵介 ﾓﾘﾔﾏ ｹｲｽｹ 島根 49分06秒

82 8311 高橋 潤 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 島根 49分07秒

83 8254 山角　修司 ﾔﾏｽﾐ ｼｭｳｼﾞ 島根 49分13秒

84 8242 小野徹郎 ｵﾉﾃﾂﾛｳ 島根 49分21秒

85 8264 瀬戸口　貴裕 ｾﾄｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 島根 49分36秒

86 8249 原　修司 ﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ 島根 50分08秒

87 8310 前嶋 一臣 ﾏｴｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｵ 島根 50分18秒

88 8320 佐藤 健一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 島根 50分40秒

89 8336 福西 政隆 ﾌｸﾆｼ ﾏｻﾀｶ 愛媛 50分55秒

90 8238 長澤直樹 ﾅｶﾞｻﾜﾅｵｷ 島根 51分20秒

91 8269 細木 正司 ﾎｿｷﾞ ｼｮｳｼﾞ 島根 51分21秒

92 8251 石橋　敏生 ｲｼﾊﾞｼ ﾄｼｵ 島根 らいおんの会 51分30秒

93 8334 津森 大悟 ﾂﾓﾘ ﾀﾞｲｺﾞ 島根 本庄消防陸上部 52分04秒

94 8266 岡本　光平 ｵｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ 島根 52分15秒

95 8271 小森 知彦 ｺﾓﾘ ﾄﾓﾋｺ 埼玉 プレオンこじか 52分18秒

96 8259 田邊　泰章 ﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｱｷ 島根 ベッチインパクト 52分29秒

97 8324 山本 悦孝 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾀｶ 島根 52分41秒

98 8321 矢内 均 ﾔﾅｲ ﾋﾄｼ 島根 53分13秒

99 8272 石川 貴之 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾕｷ 島根 日星薬局 53分19秒

100 8323 井上 宗親 ｲﾉｳｴ ﾑﾈﾁｶ 島根 日星 53分21秒
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101 8290 平塚 洋介 ﾋﾗﾂｶ ﾖｳｽｹ 島根 サンインボルト 53分36秒

102 8351 山根 恭介 ﾔﾏﾈ ｷｮｳｽｹ 島根 53分42秒

103 8340 石原 久行 ｲｼﾊﾗ ﾋｻﾕｷ 島根 53分47秒

104 8332 本城 裕一 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾕｳｲﾁ 鳥取 53分50秒

105 8338 勝部 徹 ｶﾂﾍﾞ ﾄｵﾙ 島根 53分54秒

106 8309 中村 浩志 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ 島根 54分06秒

107 8237 桒谷正樹 ｸﾜﾀﾆﾏｻｷ 島根 54分11秒

108 8252 池田　俊貴 ｲｹﾀﾞ ﾄｼﾀｶ 島根 主任主事 54分31秒

109 8283 野口 大輔 ﾉｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 島根 54分36秒

110 8230 本常寿浩 ﾓﾄﾂﾈﾄｼﾋﾛ 島根 54分45秒

111 8286 原 康徳 ﾊﾗ ﾔｽﾉﾘ 鳥取 境港市役所 54分52秒

112 8288 藤丘 政明 ﾌｼﾞｵｶ ﾏｻｱｷ 島根 さわらび会 55分02秒

113 8273 坂根 聡 ｻｶﾈ ｻﾄｼ 島根 55分27秒

114 8245 井上　克利 ｲﾉｳｴ ｶﾂﾄｼ 島根 55分51秒

115 8306 松本 啓介 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ 島根 56分47秒

116 8226 余村健一 ﾖﾑﾗｹﾝｲﾁ 島根 57分28秒

117 8234 福地徹男 ﾌｸﾁﾃﾂｵ 島根 58分18秒

118 8302 山下 和也 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾔ 山口 浜ポン 58分27秒

119 8239 井上裕文 ｲﾉｳｴﾋﾛﾌﾐ 島根 JAくにびき走ろう会 58分45秒

120 8244 安部優一 ｱﾍﾞﾕｳｲﾁ 島根 59分59秒

121 8265 河津　康一 ｶﾜﾂ ｺｳｲﾁ 島根 1時間01分52秒

122 8260 河内　大輔 ｶﾜｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 島根 1時間01分52秒

123 8263 奥田　周平 ｵｸﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 島根 1時間02分39秒

124 8248 加納　康臣 ｶﾉｳ ﾔｽｵﾐ 島根 1時間04分24秒

125 8280 井上 敬文 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾌﾐ 島根 1時間07分26秒

126 8282 安藤 大将 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾏｻ 島根 ランナー 1時間09分18秒

127 8346 稲葉 直行 ｲﾅﾊﾞ ﾅｵﾕｷ 島根 1時間13分27秒

128 8279 城 惣吉 ｼﾛ ｿｳｷﾁ 島根 1時間13分28秒

129 8256 井上　耕作 ｲﾉｳｴ ｺｳｻｸ 島根 1時間15分34秒
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1 8452 安成 健司 ﾔｽﾅﾘ ｹﾝｼﾞ 山口 長岡塾 33分46秒
2 8405 永井 誠 ﾅｶﾞｲ ﾏｺﾄ 埼玉 埼玉陸協 34分05秒
3 8465 井原 志樹 ｲﾊﾞﾗ ﾓﾄｷ 島根 35分35秒
4 8413 仲西 宏 ﾅｶﾅｼ ﾋﾛｼ 島根 安来市陸協 35分55秒
5 8528 内坂 学 ｳﾁｻｶ ﾏﾅﾌﾞ 島根 36分04秒
6 8525 梶谷 真広 ｶｼﾞﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ 島根 36分26秒

7 8483 田中 宏幸 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ 島根 ごうぎんクラブ 36分36秒

8 8419 井原周治 ｲﾊﾞﾗｼｭｳｼﾞ 島根 HMC 36分52秒

9 8410 三島 克仁 ﾐｼﾏ ｶﾂﾋﾄ 島根 西ノ島ＲＣ 37分08秒

10 8416 狩野悦朗 ｶﾘﾉｴﾂﾛｳ 島根 37分32秒

11 8415 青戸　学 ｱｵﾄ ﾏﾅﾌﾞ 島根 37分44秒

12 8539 山下 賢治 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｼﾞ 広島 AC５３８ 37分53秒

13 8444 細田　浩之 ﾎｿﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 島根 38分09秒

14 8533 多久和 雅人 ﾀｸﾜ ﾏｻﾄ 島根 38分30秒

15 8420 井原　真 ｲﾊﾞﾗ ﾏｺﾄ 島根 チームタスキ 38分44秒

16 8467 矢田 透 ﾔﾀ ﾄｵﾙ 島根 38分46秒

17 8512 長野 高明 ﾅｶﾞﾉ ﾀｶｱｷ 島根 古江魂 38分52秒

18 8463 大竹 敏一 ｵｵﾀｹ ﾄｼｶｽﾞ 島根 出雲村田製作所 38分52秒

19 8401 山根武広 ﾔﾏﾈﾀｹﾋﾛ 島根 チームタスキ 38分54秒

20 8426 安食剛志 ｱｼﾞｷﾂﾖｼ 島根 平田走 38分57秒

21 8425 尾原智彦 ｵﾊﾞﾗﾄﾓﾋｺ 島根 島根県庁 39分26秒

22 8408 高橋 一成 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾅﾘ 島根 39分40秒

23 8417 三代高弘 ﾐｼﾛﾀｶﾋﾛ 島根 39分42秒

24 8529 三上 栄次 ﾐｶﾐ ｴｲｼﾞ 島根 39分51秒

25 8407 長府 潤 ﾁｮｳﾌ ｼﾞｭﾝ 島根 西ノ島ＲＣ 39分52秒

26 8414 坂本 幹男 ｻｶﾓﾄ ﾐｷｵ 島根 40分20秒

27 8409 岩崎 満 ｲﾜｻｷ ﾐﾂﾙ 島根 斐川ＡＣ 40分27秒

28 8476 岡本 喜文 ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ 神奈川 40分28秒

29 8503 亀山 泰彦 ｶﾒﾔﾏ ﾔｽﾋｺ 島根 出雲村田製作所 40分29秒

30 8472 渡辺 隆宏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 鳥取 中ノ郷駅伝部 40分31秒

31 8451 錦織　誠治 ﾆｼｺｵﾘ ｾｲｼﾞ 島根 斐川AC 40分40秒

32 8421 山根繁美 ﾔﾏﾈｼｹﾞﾖｼ 鳥取 ごうぎん 40分53秒

33 8442 都田　哲司 ﾐﾔｺﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ 島根 ちぃーむくちょっく 41分00秒

34 8532 森山 浩二 ﾓﾘﾔﾏ ｺｳｼﾞ 島根 41分26秒

35 8453 西山 宏 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛｼ 香川 41分31秒

36 8499 日野 誠 ﾋﾉ ﾏｺﾄ 島根 チーム四中 41分40秒

37 8418 門脇克憲 ｶﾄﾞﾜｷｶﾂﾉﾘ 島根 42分11秒

38 8436 伊藤広志 ｲﾄｳﾋﾛｼ 島根 42分18秒

39 8429 足立浩二 ｱﾀﾞﾁｺｳｼﾞ 島根 チーム膳 42分40秒

40 8527 川岡 浩之 ｶﾜｵｶ ﾋﾛﾕｷ 島根 43分02秒

41 8484 山根 一史 ﾔﾏﾈ ｶｽﾞｼ 島根 43分06秒

42 8412 久保山 一成 ｸﾎﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 大阪 へなちょこＲＣ 43分08秒

43 8500 小西 伊智郎 ｺﾆｼ ｲﾁﾛｳ 島根 山陰ランクラブ 43分08秒

44 8411 梶谷 智 ｶｼﾞﾀﾆ ｻﾄｼ 島根 43分09秒

45 8520 又葉 大毅 ﾏﾀﾊﾞ ﾀｲｷ 島根 ｍｉ×ｓｔ 43分26秒

46 8435 中山大介 ﾅｶﾔﾏﾀﾞｲｽｹ 島根 43分39秒

47 8502 糸賀 公一 ｲﾄｶﾞ ｺｳｲﾁ 島根 出雲大同青果 43分40秒

48 8494 川中 努 ｶﾜﾅｶ ﾂﾄﾑ 島根 山陰ランクラブ 43分46秒

49 8510 青木 宏明 ｱｵｷ ﾋﾛｱｷ 島根 43分52秒

50 8403 小林 賢治 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 東京 つかれたぬき 43分54秒
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51 8431 蔭山和英 ｶｹﾞﾔﾏｶｽﾞﾋﾃﾞ 島根 43分57秒

52 8475 永瀬 輝樹 ﾅｶﾞｾ ﾃﾙｷ 島根 大田市 44分01秒

53 8526 青山 智 ｱｵﾔﾏ ｻﾄｼ 島根 ランナウェイ 44分03秒

54 8495 梅村 幸雄 ｳﾒﾑﾗ ﾕｷｵ 鳥取 チーム０ベース 44分05秒

55 8433 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 44分10秒

56 8474 山根 良平 ﾔﾏﾈ ﾘｮｳﾍｲ 島根 国保連合会 44分11秒

57 8461 福田 直文 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ 広島 アヲハタＪＣ 44分27秒

58 8454 勝部 昌訓 ｶﾂﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ 島根 ＴＳＫ情報シス 44分32秒

59 8459 曽田 耕介 ｿﾀﾞ ｺｳｽｹ 島根 44分38秒

60 8469 杉原 康治 ｽｷﾞﾊﾗ ｺｳｼﾞ 島根 マツヤ神戸屋 44分39秒

61 8443 石井　裕繁 ｲｼｲ ﾋﾛｼｹﾞ 島根 44分46秒

62 8518 勝部 高彰 ｶﾂﾍﾞ ﾀｶｱｷ 島根 しまぎんＲＣ 44分54秒

63 8507 木村 賢治 ｷﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 島根 45分04秒

64 8537 安部 公一 ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ 島根 45分36秒

65 8471 中林 政博 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 島根 46分01秒

66 8402 後藤　裕志 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ 島根 北山陸友会 46分07秒

67 8404 曽田 健一 ｿﾀ ｹﾝｲﾁ 東京 日本分光 46分42秒

68 8524 鈴木 通俊 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾄｼ 島根 46分51秒

69 8460 山本 武 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 大阪 46分57秒

70 8487 小島 大司 ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｼﾞ 京都 川岡ばくそく 47分00秒

71 8488 堀内 一之 ﾎﾘｳﾁ ｶｽﾞﾕｷ 島根 Ｇスカウト松江 47分30秒

72 8440 石川一郎 ｲｼｶﾜｲﾁﾛｳ 島根 サンラポーむらくもJFS 47分41秒

73 8513 大野 高裕 ｵｵﾉ ﾀｶﾋﾛ 島根 47分50秒

74 8462 中村 英介 ﾅｶﾑﾗ ｴｲｽｹ 島根 47分50秒

75 8517 飯國 昌美 ｲｲｸﾞﾆ ﾏｻﾐ 島根 ぷれーげ 47分55秒

76 8427 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37秒

77 8490 藤江 浩貴 ﾌｼﾞｴ ﾋﾛｷ 島根 らんぴーず 48分41秒

78 8477 吉川 誉彦 ﾖｼｶﾜ ﾀｶﾋｺ 鳥取 チームＴＲＹ 49分05秒

79 8486 岩田 雅彦 ｲﾜﾀ ﾏｻﾋｺ 島根 （株）佐藤組 49分18秒

80 8531 佐々木 裕司 ｻｻｷ ﾕｳｼﾞ 島根 49分39秒

81 8445 小村　亮 ｵﾑﾗ ﾘｮｳ 島根 49分39秒

82 8458 賀井 尚志 ｶｲ ﾅｵｼ 島根 ＦＳＲＣ７８ 49分42秒

83 8505 春木 裕史 ﾊﾙｷ ﾋﾛｼ 島根 山陰ランクラブ 49分51秒

84 8447 西迫　貴章 ﾆｼｻｺ ﾀｶｱｷ 島根 49分52秒

85 8508 光川 泰三 ﾐﾂｶﾜ ﾀｲｿﾞｳ 島根 49分59秒

86 8497 佐野 陽三 ｻﾉ ﾖｳｿﾞｳ 広島 50分27秒

87 8504 井本 英 ｲﾓﾄ ｽｸﾞﾙ 鳥取 へなちょこ 50分50秒

88 8406 奥本 正之 ｵｸﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 島根 西ノ島ＲＣ 51分20秒

89 8523 錦織 邦安 ﾆｼｷｵﾘ ｸﾆﾔｽ 島根 51分49秒

90 8432 田中隆一 ﾀﾅｶﾘｭｳｲﾁ 島根 52分03秒

91 8482 藤本 康志 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽｼ 島根 52分17秒

92 8468 佐野 史幸 ｻﾉ ﾌﾐﾕｷ 島根 52分24秒

93 8457 藤田 孝 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 愛知 53分09秒

94 8456 三谷 英弘 ﾐﾀﾆ ﾋﾃﾞﾋﾛ 島根 53分12秒

95 8489 中島 研 ﾅｶｼﾏ ｹﾝ 島根 53分19秒

96 8535 岡田 健二 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 島根 54分01秒

97 8437 大塚　徹 ｵｵﾂｶ ﾄｵﾙ 島根 Carpファン 54分18秒

98 8519 長谷川 弘 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 島根 54分42秒

99 8496 木村 耕治 ｷﾑﾗ ｺｳｼﾞ 島根 エネコム 55分41秒

100 8538 藤井 利州 ﾌｼﾞｲ ﾄｼｸﾆ 島根 55分46秒
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101 8485 高尾 淳 ﾀｶｵ ｼﾞｭﾝ 島根 56分02秒

102 8424 石倉研司 ｲｼｸﾗｹﾝｼﾞ 島根 304エンジニア 56分20秒

103 8536 井上 博文 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾌﾐ 兵庫 57分29秒

104 8506 田中 正弘 ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ 東京 筑波大学 57分29秒

105 8480 藤原 一浩 ﾌｼﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 島根 58分03秒

106 8446 新井　誠 ｱﾗｲ ﾏｺﾄ 島根 58分32秒

107 8492 藤井 健望 ﾌｼﾞｲ ｹﾝﾓﾂ 島根 Ｔ・Ｃ・Ｃ 59分37秒

108 8501 井上 則肇 ｲﾉｳｴ ﾉﾘﾄｼ 島根 山陰ランクラブ 1時間00分21秒

109 8511 狩野 祐次 ｶﾘﾉ ﾕｳｼﾞ 島根 山陰ランクラブ 1時間00分21秒

110 8422 野津敏明 ﾉﾂﾄｼｱｷ 島根 1時間00分30秒

111 8455 加納 健司 ｶﾉｳ ｹﾝｼﾞ 兵庫 冥王星 1時間00分35秒

112 8521 周藤 貴裕 ｽﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 島根 （株）山光食品 1時間00分40秒

113 8514 安田 登 ﾔｽﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 島根 山陰ランクラブ 1時間00分53秒

114 8450 来海　隆義 ｷﾏﾁ ﾀｶﾖｼ 島根 1時間02分27秒

115 8438 山根敏行 ﾔﾏﾈﾄｼﾕｷ 島根 JAくにびき走ろう会 1時間04分18秒

116 8448 稲垣　雄一 ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳｲﾁ 島根 1時間04分47秒

117 8428 周藤智徳 ｽﾄｳﾄﾓﾉﾘ 島根 1時間05分05秒
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1 8620 門脇真次郎 ｶﾄﾞﾜｷｼﾝｼﾞﾛｳ 島根 松江陸上クラブ 37分51秒
2 8651 松本 宏行 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 島根 ブルーマリーン 38分21秒
3 8602 古居　誠 ﾌﾙｲ ﾏｺﾄ 島根 38分29秒
4 8606 橋本 聡 ﾊｼﾓﾄ ｻﾄｼ 島根 平田東ＲＣ 40分38秒
5 8608 金織 豊 ｶﾅｵﾘ ﾕﾀｶ 広島 東京陸協 41分24秒
6 8692 岩本 一志 ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞｼ 鳥取 41分25秒

7 8664 廣中 敏 ﾋﾛﾅｶ ｻﾄｼ 島根 42分00秒

8 8623 松本　修 ﾏﾂﾓﾄ ｵｻﾑ 島根 42分02秒

9 8649 福田 道彦 ﾌｸﾀ ﾐﾁﾋｺ 広島 42分16秒

10 8601 藤原智弘 ﾌｼﾞﾊﾗﾄﾓﾋﾛ 島根 松江北山陸友会 42分17秒

11 8629 千原由巳 ﾁﾊﾗﾖｼﾐ 島根 チームチャレンジャー 42分23秒

12 8631 勝田慎司 ｶﾂﾀｼﾝｼﾞ 島根 母衣小学校教員AC 42分30秒

13 8605 藤原 一明 ﾌｼﾞﾊﾗ ｶｽﾞｱｷ 島根 うんなん走友会 43分22秒

14 8700 渡辺 清 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖｼ 島根 43分28秒

15 8695 村田 功一 ﾑﾗﾀ ｺｳｲﾁ 島根 44分14秒

16 8699 黒見 幸喜 ｸﾛﾐ ｺｳｷ 鳥取 44分23秒

17 8622 柳田雅彦 ﾔﾅｷﾞﾀﾏｻﾋｺ 島根 ザ・ドリン禁ず 44分30秒

18 8658 北野 毅 ｷﾀﾉ ﾀｹｼ 島根 44分59秒

19 8654 石倉 勝志 ｲｼｸﾗ ｶﾂｼ 島根 45分15秒

20 8636 須賀一忠 ｽｶﾞｶｽﾞﾀﾀﾞ 鳥取 RUNDEPO 45分17秒

21 8619 川本康範 ｶﾜﾓﾄﾔｽﾉﾘ 島根 45分26秒

22 8693 小松 正樹 ｺﾏﾂ ﾏｻｷ 島根 45分27秒

23 8673 長野 博 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛｼ 島根 松江南高校 45分57秒

24 8687 家塚 勇治 ｲｴﾂｶ ﾕｳｼﾞ 島根 本庄消防陸上部 46分29秒

25 8617 足立弘健 ｱﾀﾞﾁﾋﾛﾔｽ 島根 46分59秒

26 8630 田中孝行 ﾀﾅｶﾀｶﾕｷ 島根 47分07秒

27 8656 鷲尾 裕 ﾜｼｵ ﾋﾛｼ 岡山 チームイーグル 47分26秒

28 8641 佐藤　秀紀 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 島根 47分56秒

29 8682 山地 昇 ﾔﾏｼﾞ ﾉﾎﾞﾙ 島根 あんしん生命 47分58秒

30 8612 吉田正和 ﾖｼﾀﾞﾏｻｶｽﾞ 島根 48分08秒

31 8618 多久和重義 ﾀｸﾜｼｹﾞﾖｼ 島根 チームタスキ 48分28秒

32 8670 津森 敬次 ﾂﾓﾘ ｹｲｼﾞ 島根 48分43秒

33 8661 多田 薫 ﾀﾀﾞ ｶｵﾙ 鳥取 ＪＲごとう 49分16秒

34 8603 吾郷　隆 ｱｺﾞｳ ﾀｶｼ 島根 松江北山陸友会 49分36秒

35 8668 冨永 栄治 ﾄﾐﾅｶﾞ ｴｲｼﾞ 茨城 49分49秒

36 8681 有馬 素光 ｱﾘﾏ ﾓﾄﾐﾂ 広島 50分03秒

37 8676 津田 俊男 ﾂﾀﾞ ﾄｼｵ 島根 50分20秒

38 8665 杉本 義秋 ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｼｱｷ 鳥取 50分22秒

39 8625 河原荘一郎 ｶﾜﾊﾗｿｳｲﾁﾛｳ 島根 松江HC 50分37秒

40 8632 神庭好之 ｶﾝﾊﾞﾖｼﾕｷ 島根 50分40秒

41 8675 若杉 敏也 ﾜｶｽｷﾞ ﾄｼﾔ 島根 しまラン会 51分08秒

42 8683 渡 勝也 ﾜﾀﾘ ｶﾂﾔ 島根 チームビバラン 51分15秒

43 8633 林　真樹 ﾊﾔｼ ﾏｻｷ 島根 51分21秒

44 8689 平岡 寿幸 ﾋﾗｵｶ ｶｽﾞﾕｷ 鳥取 キッセイ薬品 51分35秒

45 8672 梶谷 和則 ｶｼﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾉﾘ 島根 51分49秒

46 8637 野津孝之 ﾉﾂﾀｶﾕｷ 島根 52分02秒

47 8614 青山修治 ｱｵﾔﾏｼｭｳｼﾞ 島根 クラブS&M 52分03秒

48 8657 八幡 司 ﾔﾜﾀ ﾂｶｻ 島根 ろうきん雲南 52分15秒

49 8663 堤 昌敏 ﾂﾂﾐ ﾏｻﾄｼ 島根 イワタニ山陰 53分09秒

50 8660 鷲尾 忠彦 ﾜｼｵ ﾀﾀﾞﾋｺ 島根 53分22秒
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51 8621 松本清文 ﾏﾂﾓﾄｷﾖﾌﾐ 島根 53分38秒

52 8667 山本 和義 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾖｼ 島根 東京海上日動 53分40秒

53 8696 川上 均 ｶﾜｶﾐ ﾋﾄｼ 島根 53分42秒

54 8691 糸賀 知徳 ｲﾄｶﾞ ﾄﾓﾉﾘ 島根 53分42秒

55 8613 日笠和雄 ﾋｶｻｶｽﾞｵ 島根 54分30秒

56 8639 正木　邦明 ﾏｻｷ ｸﾆｱｷ 広島 54分32秒

57 8671 江崎 順一 ｴｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 島根 山陰ランクラブ 54分46秒

58 8679 中島 隆 ﾅｶｼﾏ ﾀｶｼ 島根 54分53秒

59 8701 太田 善久 ｵｵﾀ ﾖｼﾋｻ 島根 55分06秒

60 8634 高畑憲夫 ﾀｶﾊﾀﾉﾘｵ 島根 55分06秒

61 8685 須田 一博 ｽﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 島根 55分27秒

62 8624 森本敬史 ﾓﾘﾓﾄﾀｶｼ 島根 55分43秒

63 8690 倉光 重富 ｸﾗﾐﾂ ｼｹﾞﾄﾐ 鳥取 55分46秒

64 8604 大下 誠 ｵｵｼﾀ ﾏｺﾄ 島根 出雲市陸協 55分54秒

65 8609 仲佐 稔 ﾅｶｻ ﾐﾉﾙ 島根 株　エンドー 55分56秒

66 8655 川崎 宏幸 ｶﾜｻｷ ﾋﾛﾕｷ 鳥取 56分01秒

67 8652 久野 壮 ｸﾉ ﾂﾖｼ 鳥取 逢鷲太鼓 56分24秒

68 8674 田村 孝太 ﾀﾑﾗ ｺｳﾀ 島根 56分30秒

69 8638 椿　俊司 ﾂﾊﾞｷ ｼｭﾝｼﾞ 島根 日進自動車 58分29秒

70 8669 武田 隆司 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶｼ 島根 58分35秒

71 8616 坂手邦治 ｻｶﾃｸﾆﾊﾙ 鳥取 チーム大ちゃん 1時間00分03秒

72 8684 小林 健治 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 鳥取 1時間00分14秒

73 8626 川村宏之 ｶﾜﾑﾗﾋﾛﾕｷ 島根 1時間00分44秒

74 8659 岩佐 浩 ｲﾜｻ ﾋﾛｼ 島根 1時間01分01秒

75 8627 小川正幸 ｵｶﾞﾜﾏｻﾕｷ 島根 1時間01分29秒

76 8686 永井 邦和 ﾅｶﾞｲ ｸﾆｶｽﾞ 愛媛 1時間03分24秒

77 8645 小谷　穣 ｺﾀﾞﾆ ﾐﾉﾙ 島根 1時間03分28秒

78 8680 米原 正昭 ﾖﾈﾊﾗ ﾏｻｱｷ 鳥取 1時間04分24秒

79 8688 渡辺 勝巳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾐ 島根 1時間04分49秒

80 8678 園部 修治 ｿﾉﾍﾞ ｼｭｳｼﾞ 島根 1時間06分10秒

81 8697 船木 文夫 ﾌﾅｷ ﾌﾐｵ 島根 1時間07分25秒

82 8615 大山行教 　 鳥取 チーム大ちゃん 1時間09分52秒

83 8694 佐藤 達明 ｻﾄｳ ﾀﾂｱｷ 島根 山陰ランクラブ 1時間10分05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 8835 内田 信也 ｳﾁﾀﾞ ｼﾝﾔ 広島 ＮＴＴ広島 41分12秒
2 8818 林　武男 ﾊﾔｼ ﾀｹｵ 島根 41分19秒
3 8827 安田　匡 ﾔｽﾀﾞ ｷｮｳ 鳥取 41分45秒
4 8834 木内 昭栄 ｷｳﾁ ｼｮｳｴｲ 島根 さむらい 44分49秒
5 8847 田中 和人 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾄ 鳥取 倉吉市駅伝 45分58秒
6 8821 福間　薫 ﾌｸﾏ ｶｵﾙ 島根 松江ジョギングクラブ 46分13秒

7 8822 糸賀義行 ｲﾄｶﾞﾖｼﾕｷ 島根 46分15秒

8 8805 荒川 恭行 ｱﾗｶﾜ ﾔｽﾕｷ 島根 松江スキークラ 46分15秒

9 8819 中村好孝 ﾅｶﾑﾗﾖｼﾀｶ 島根 チームタスキ 46分21秒

10 8801 原　泰久 ﾊﾗ ﾔｽﾋｻ 島根 平田走ろう会 46分55秒

11 8815 井上裕吉 ｲﾉｳｴﾕｳｷﾁ 鳥取 48分05秒

12 8826 安達健市 ｱﾀﾞﾁｹﾝｲﾁ 島根 48分34秒

13 8803 小島 俊明 ｺｼﾞﾏ ﾄｼｱｷ 神奈川 クラブＲ２東日 49分09秒

14 8840 松本 謙二 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 島根 松江ＪＣ 49分33秒

15 8838 松浦 洋治 ﾏﾂｳﾗ ﾖｳｼﾞ 島根 49分40秒

16 8823 高橋　要 ﾀｶﾊｼ ｶﾅﾒ 島根 51分18秒

17 8807 和久利 誓一 ﾜｸﾘ ｾｲｲﾁ 島根 51分23秒

18 8828 青木　透 ｱｵｷ ﾄｵﾙ 島根 ユニチカOB会 53分01秒

19 8830 安達 武敏 ｱﾀﾞﾁ ﾀｹﾄｼ 島根 チーム颯人 53分03秒

20 8824 伊藤和夫 ｲﾄｳｶｽﾞｵ 島根 53分16秒

21 8820 別所史男 ﾍﾞｯｼｮﾌﾐｵ 島根 53分56秒

22 8813 山本悦正 ﾔﾏﾓﾄﾖｼﾏｻ 島根 54分22秒

23 8816 山成考一 ﾔﾏﾅﾘｺｳｲﾁ 島根 55分15秒

24 8849 岩本 謙司 ｲﾜﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 島根 55分39秒

25 8806 丸山 正雄 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻｵ 千葉 55分58秒

26 8844 添田 健 ｿｴﾀﾞ ﾀｹｼ 島根 松江日赤 56分13秒

27 8845 宮本 薫 ﾐﾔﾓﾄ ｶｵﾙ 島根 56分20秒

28 8836 樋野 年英 ﾋﾉ ﾄｼﾋﾃﾞ 島根 56分38秒

29 8817 高橋和久 ﾀｶﾊｼｶｽﾞﾋｻ 島根 56分53秒

30 8812 大菅四志夫 ｵｵｽｹﾞﾖｼｵ 島根 久多美小学校 57分29秒

31 8848 市原 和幸 ｲﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ 岐阜 Ｔｅａｍカズ 57分32秒

32 8810 安田勝又 ﾔｽﾀﾞｶﾂﾌﾐ 島根 丸永建設 57分32秒

33 8808 須山　昌 ｽﾔﾏ ｼｮｳ 島根 出雲塩冶全力疾走クラブ 57分53秒

34 8832 石川 芳秀 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾋﾃﾞ 広島 58分08秒

35 8842 小田 満思 ｵﾀﾞ ﾐﾂｼ 岡山 チームはる 59分09秒

36 8841 西依 三郎 ﾆｼﾖﾘ ｻﾌﾞﾛｳ 福岡 59分54秒

37 8833 浅野 幹夫 ｱｻﾉ ﾐｷｵ 島根 1時間00分06秒

38 8825 石原久夫 ｲｼﾊﾗﾋｻｵ 島根 1時間00分09秒

39 8829 青砥　千也 ｱｵﾄ ｶｽﾞﾔ 島根 大東走友会 1時間01分26秒

40 8837 岡本 知巳 ｵｶﾓﾄ ﾄﾓﾐ 鳥取 1時間02分34秒

41 8811 濱田博之 ﾊﾏﾀﾞﾋﾛﾕｷ 島根 1時間02分41秒

42 8831 樋高 嘉治 ﾋﾀﾞｶ ﾖｼﾊﾙ 兵庫 1時間03分11秒

43 8814 福島浩之 ﾌｸｼﾏﾋﾛﾕｷ 島根 タスク 1時間08分12秒

44 8809 高瀬義明 ﾀｶｾﾖｼｱｷ 島根 1時間13分49秒
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順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 9091 増野健太郎 ﾏｼﾉｹﾝﾀﾛｳ 島根 東出雲中学校 10分46秒
2 9170 門脇勇人 ｶﾄﾞﾜｷﾊﾔﾄ 島根 松江第二中学校陸上部 10分52秒
3 9588 木村 虎太郎 ｷﾑﾗ ｺﾀﾛｳ 島根 10分57秒
4 9042 伊藤千紀 ｲﾄｳｶｽﾞｷ 島根 11分04秒
5 9555 小島 萌々夏 ｺｼﾞﾏ ﾓﾓｶ 京都 桂川中学 11分14秒
6 9120 佐佐木奏音 ｻｻｷｶﾅﾄ 島根 城東ふなつきフットボールクラブ 11分21秒

7 9154 柘植裕季葉 ﾂｹﾞﾕｷﾊ 島根 松江第一中学校 11分22秒

8 9013 野津きなり ﾉﾂｷﾅﾘ 島根 松江第二中学校 11分25秒

9 9146 伊藤綾真 ｲﾄｳﾘｮｳﾏ 島根 松江第二中学校陸上部 11分27秒

10 9209 星野直輝 ﾎｼﾉﾅｵｷ 島根 松江第二中学校 11分30秒

11 9432 細田　一樹 ﾎｿﾀﾞ ｶｽﾞｷ 島根 松江第一中学校 11分32秒

12 9083 嘉本容己 ｶﾓﾄﾋﾛｷ 島根 松江第四中学校 11分36秒

13 9280 野津貴信 ﾉﾂﾀｶﾉﾌﾞ 島根 松江第二中学校 11分38秒

14 9604 杠 駿造 ﾕｽﾞﾘﾊ ｼｭﾝｿﾞｳ 島根 松江四中 11分41秒

15 9559 吉田 圭吾 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 島根 11分45秒

16 9549 廣中 聖 ﾋﾛﾅｶ ﾋｼﾞﾘ 島根 11分49秒

17 9583 長岡 実来 ﾅｶﾞｵｶ ﾐﾗｲ 島根 松江第一中学校 11分57秒

18 9438 岡　想良 ｵｶ ｿﾗ 島根 東出雲中学校 12分01秒

19 9439 小谷　聡馬 ｺﾀﾞﾆ ｿｳﾏ 島根 東出雲中学校 12分01秒

20 9536 門脇 陽也 ｶﾄﾞﾜｷ ﾊﾙﾔ 島根 松江一中 12分07秒

21 9139 経種優人 ｴﾀﾞﾈﾕｳﾄ 島根 湖北中学校 12分07秒

22 9440 久保田　海斗 ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 島根 12分08秒

23 9004 星野孝寿 ﾎｼﾉﾀｶﾄｼ 島根 松江第二中学校 12分16秒

24 9450 後藤　嶺斗 ｺﾞﾄｳ ﾚｲﾄ 島根 内中原小学校 12分18秒

25 9587 木村 剛 ｷﾑﾗ ﾀｹｼ 島根 12分20秒

26 9377 青戸　浩一 ｱｵﾄ ｺｳｲﾁ 島根 松北７R40 12分21秒

27 9444 三成　優 ﾐﾅﾘ ﾕﾀｶ 島根 12分22秒

28 9106 原　陸斗 ﾊﾗ ﾘｸﾄ 島根 デルソーレFC 12分22秒

29 9024 景山実樹 ｶｹﾞﾔﾏﾐｷ 島根 湖南中学校 12分23秒

30 9445 大久保　飛悠 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾕｳ 島根 松江第二中学校 12分27秒

31 9276 山﨑友大 ﾔﾏｻｷﾄﾓﾋﾛ 島根 松江第二中学校 12分29秒

32 9443 新宮　鷹一 ｼﾝｸﾞｳ ﾖｳｲﾁ 島根 島大附属中学校 12分30秒

33 9449 飯塚　拓哉 ｲｲﾂｶ ﾀｸﾔ 島根 12分30秒

34 9125 鹿子生和紘 ｶｺｵｶｽﾞﾋﾛ 島根 城西レッドスターズ 12分30秒

35 9338 古川温士 ﾌﾙｶﾜｱﾂｼ 島根 松江第二中学校 12分33秒

36 9152 伊藤　楓 ｲﾄｳ ｶｴﾃﾞ 島根 内中原小学校 12分35秒

37 9180 三島　空 ﾐｼﾏ ｿﾗ 島根 津田FC 12分35秒

38 9457 永島　果歩 ﾅｶﾞｼﾏ ｶﾎ 島根 内中原スマイルズ 12分36秒

39 9159 舟越卓也 ﾌﾅｺｼﾀｸﾔ 島根 城東ふなつきFC 12分41秒

40 9111 山﨑空良 ﾔﾏｻｷｿﾗ 島根 デルソーレFC 12分41秒

41 9212 持田奏太 ﾓﾁﾀﾞｶﾅﾀ 島根 松江第四中学校 12分45秒

42 9463 松崎　桜介 ﾏﾂｻﾞｷ ｵｳｽｹ 島根 湖北ファルコンズ 12分46秒

43 9481 門脇　駿 ｶﾄﾞﾜｷ ﾊﾔﾄ 島根 湖北ファルコンズ 12分46秒

44 9321 足立虎丸 ｱﾀﾞﾁﾄﾗﾏﾙ 島根 松江第三中学校 12分49秒

45 9262 仁宮拓帆 ﾆﾐﾔﾀｸﾎ 島根 松江第一中学校 12分50秒

46 9059 石倉北斗 ｲｼｸﾗﾎｸﾄ 島根 内中原小学校 12分50秒

47 9015 尾原周太 ｵﾊﾞﾗｼｭｳﾀ 島根 内中原小学校 12分50秒

48 9448 岡本　尚輝 ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ 島根 湖北ファルコンズ 12分51秒

49 9434 森脇　圭輔 ﾓﾘﾜｷ ｹｲｽｹ 島根 湖東中学校 12分59秒

50 9238 田中隆太 ﾀﾅｶﾘｭｳﾀ 島根 内中原小学校 13分02秒
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51 9304 永田征大 ﾅｶﾀﾏｻﾋﾛ 島根 松江第四中学校 13分03秒

52 9497 森山　遥翔 ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙﾄ 島根 城北小学校 13分03秒

53 9446 加川　友理 ｶｶﾞﾜ ﾕｳﾘ 島根 島大附属中学校 13分04秒

54 9070 土江涼太 ﾂﾁｴﾘｮｳﾀ 島根 城北小学校 13分07秒

55 9350 石川優也 ｲｼｶﾜﾕｳﾔ 島根 13分07秒

56 9009 佐古　蛍 ｻｺ ﾎﾀﾙ 島根 城東ふなつきFC 13分10秒

57 9633 法正 宏太 ﾎｳｼｮｳ ｺｳﾀ 島根 島大部附属中学校 13分11秒

58 9632 田村 誠 ﾀﾑﾗ ﾏｺﾄ 島根 13分16秒

59 9257 加藤奈緒美 ｶﾄｳﾅｵﾐ 島根 13分18秒

60 9474 永原　愛奈 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾏﾅ 島根 内中原スマイルズ 13分21秒

61 9179 友塚大雅 ﾄﾓﾂｶﾀｲｶﾞ 島根 津田FC 13分24秒

62 9266 安達琉矢 ｱﾀﾞﾁﾘｭｳﾔ 島根 津田FC 13分24秒

63 9279 永島寛太 ﾅｶﾞｼﾏｶﾝﾀ 島根 デルソーレ松江 13分24秒

64 9181 持田克樹 ﾓﾁﾀﾞｶﾂｷ 島根 津田FC 13分28秒

65 9097 福田健人 ﾌｸﾀﾞｹﾝﾄ 島根 13分28秒

66 9277 内藤悠喜 ﾅｲﾄｳﾕｳｷ 島根 川津小学校 13分30秒

67 9593 川岡 琢磨 ｶﾜｵｶ ﾀｸﾏ 島根 13分33秒

68 9113 長野翔馬 ﾅｶﾞﾉｼｮｳﾏ 島根 古志原小学校 13分34秒

69 9492 川谷　浩人 ｶﾜﾀﾆ ﾋﾛﾄ 島根 湖北ファルコンズ 13分38秒

70 9105 原　颯斗 ﾊﾗ ﾌｳﾄ 島根 デルソーレFC 13分39秒

71 9288 太田伊織 ｵｵﾀｲｵﾘ 島根 竹矢小学校 13分39秒

72 9287 太田幸司 ｵｵﾀｺｳｼﾞ 島根 13分39秒

73 9458 阪部　虹架 ｻｶﾍﾞ ﾆｼﾞｶ 島根 内中原スマイルズ 13分41秒

74 9270 野津志優実 ﾉﾂｼｭｳﾐ 島根 松江第二中学校 13分41秒

75 9459 木村　俊大 ｷﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 島根 城東ふなつきFC 13分42秒

76 9127 星野陽彦 ﾎｼﾉﾊﾙﾋｺ 島根 城西レッドスターズ 13分42秒

77 9472 木下　稜也 ｷﾉｼﾀ ﾘｮｳﾔ 島根 湖北ファルコンズ 13分42秒

78 9534 石橋 舞 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｲ 島根 出雲３中 13分43秒

79 9195 福田成徳 ﾌｸﾀﾞｾｲﾄｸ 島根 秋鹿小学校 13分44秒

80 9419 仲田　晴彦 ﾅｶﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ 島根 13分46秒

81 9174 田中晃平 ﾀﾅｶｺｳﾍｲ 島根 津田FC 13分51秒

82 9254 武田寛斗 ﾀｹﾀﾞﾋﾛﾄ 島根 松江養護学校中学部 13分51秒

83 9067 足立美月 ｱﾀﾞﾁﾐﾂﾞｷ 島根 松江第二中学校 13分51秒

84 9165 日下優希 ｸｻｶﾕｳｷ 島根 松江養護学校中学部 13分52秒

85 9550 山根 友作 ﾔﾏﾈ ﾕｳｻｸ 島根 城東ふなつき 13分52秒

86 9166 日下敏幸 ｸｻｶﾄｼﾕｷ 島根 13分53秒

87 9018 花岡大輝 ﾊﾅｵｶﾋﾛｷ 島根 城東ふなつきFC 13分53秒

88 9151 今岡真結世 ｲﾏｵｶﾏﾕｾ 島根 城北ビクトリーズ 13分54秒

89 9176 島根源太 ｼﾏﾈｹﾞﾝﾀ 島根 津田FC 13分56秒

90 9454 青戸　咲穂 ｱｵﾄ ｻｷﾎ 島根 内中原スマイルズ 13分57秒

91 9269 野津百恵李 ﾉﾂﾓﾈﾘ 島根 松江第二中学校 13分58秒

92 9224 小村拓生 ｵﾑﾗﾀｸﾐ 島根 中央小学校 13分59秒

93 9487 久保田　琉斗 ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳﾄ 島根 城東ふなつきFC 14分00秒

94 9500 金津　明志 ｶﾅﾂ ﾒｲｼ 島根 湖北ファルコンズ 14分00秒

95 9300 木佐洸一朗 ｷｻｺｳｲﾁﾛｳ 島根 城北剣道会 14分00秒

96 9546 渡辺 拓也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 鳥取 中ノ郷小学校 14分01秒

97 9502 田村　和奏 ﾀﾑﾗ ﾜｶﾅ 島根 竹矢小学校 14分02秒

98 9562 谷村 萌人 ﾀﾆﾑﾗ ﾓｴﾄ 島根 松江城北小 14分04秒

99 9447 佐川　花野 ｻｶﾞﾜ ｶﾉ 鳥取 美保中学校 14分06秒

100 9313 松本　翼 ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 島根 城北小学校 14分08秒
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101 9135 舛谷玲奈 ﾏｽﾀﾆﾚｲﾅ 島根 持田小学校 14分10秒

102 9442 小灘　朱南 ｺﾅﾀﾞ ｱｶﾅ 島根 宍道中学校 14分11秒

103 9552 藤本 実緒 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐｵ 島根 14分11秒

104 9533 石橋 賢一 ｲｼﾊﾞｼ ｹﾝｲﾁ 島根 ＣＨＳ 14分14秒

105 9631 平田 千聖 ﾋﾗﾀ ﾁｻﾄ 島根 城東ふなつきFC 14分15秒

106 9503 浅田　雅春 ｱｻﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ 島根 内中原小学校 14分16秒

107 9044 中倉海斗 ﾅｶｸﾗｶｲﾄ 島根 湖北中学校 14分17秒

108 9136 舛谷留奈 ﾏｽﾀﾆﾙﾅ 島根 持田小学校 14分17秒

109 9247 野﨑慶吾 ﾉｻﾞｷｹｲｺﾞ 島根 出雲郷小学校 14分20秒

110 9223 山内利洋 ﾔﾏｳﾁﾄｼﾋﾛ 島根 14分21秒

111 9267 青戸和奏 ｱｵﾄﾜｶﾅ 島根 島根小学校 14分21秒

112 9416 山田　優 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾙ 島根 14分21秒

113 9143 山城綾乃 ﾔﾏｼﾛｱﾔﾉ 島根 城北小学校 14分22秒

114 9230 引野隆明 ﾋｷﾉﾀｶｱｷ 島根 14分24秒

115 9184 母里一真 ﾓﾘｶｽﾞﾏ 島根 城東ふなつきFC 14分26秒

116 9558 堀内 謙心 ﾎﾘｳﾁ ｹﾝｼﾝ 島根 Ｇスカウト松江 14分28秒

117 9235 加本涼佑 ｶﾓﾄﾘｮｳｽｹ 島根 内中原小学校 14分31秒

118 9126 松本　直 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵ 島根 城西レッドスターズ 14分31秒

119 9452 経種　駿介 ｴﾀﾞﾈ ｼｭﾝｽｹ 島根 湖北ファルコンズ 14分34秒

120 9150 今岡由葵恵 ｲﾏｵｶﾕｷｴ 島根 城北ビクトリーズ 14分34秒

121 9417 長瀬　雅史 ﾅｶﾞｾ ﾏｻﾌﾐ 島根 14分35秒

122 9347 小池　瑛 ｺｲｹ ｱｷﾗ 島根 八束中学校 14分35秒

123 9468 古瀬　海 ﾌﾙｾ ｶｲ 島根 鹿島東小学校 14分35秒

124 9565 臼井 利光 ｳｽｲ ﾄｼﾐﾂ 島根 14分36秒

125 9012 元上一葉 ﾓﾄｶﾐｶｽﾞﾊ 島根 湖南中学校 14分37秒

126 9628 川合 優樹 ｶﾜｲ ﾕｳｷ 島根 内中原小学校 14分39秒

127 9471 山田　なつめ ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂﾒ 島根 内中原スマイルズ 14分39秒

128 9133 島田彩乃 ｼﾏﾀﾞｱﾔﾉ 島根 市立女子高等学校 14分41秒

129 9591 糸川 凌音 ｲﾄｶﾞﾜ ﾘｸﾄ 島根 ビバランＪｒ 14分43秒

130 9049 錦織景将 ﾆｼｺｵﾘｹｲｼｮｳ 島根 忌部小学校 14分44秒

131 9560 平塚 陸斗 ﾋﾗﾂｶ ﾘｸﾄ 島根 城北小学校 14分44秒

132 9482 山野　大地 ﾔﾏﾉ ﾀﾞｲﾁ 島根 湖北ファルコンズ 14分45秒

133 9089 日野銀刀 ﾋﾉｷﾞﾝﾄ 島根 デルソーレ松江FC 14分45秒

134 9208 長岡優汰 ﾅｶﾞｵｶﾕｳﾀ 島根 城北剣道会 14分45秒

135 9210 小竹原千愛 ｺﾀﾞｹﾊﾗﾁｻﾄ 島根 古志原小学校 14分47秒

136 9491 木村　日向 ｷﾑﾗ ﾋﾅﾀ 島根 内中原スマイルズ 14分47秒

137 9129 戸谷大輝 ﾄﾔﾀﾞｲｷ 島根 内中原小学校 14分48秒

138 9303 野津勇矢 ﾉﾂﾕｳﾔ 島根 14分49秒

139 9289 松本ひなた ﾏﾂﾓﾄﾋﾅﾀ 島根 持田小学校 14分50秒

140 9196 丹波陽菜 ﾀﾝﾊﾞﾋﾅ 島根 乃木小学校 14分51秒

141 9248 青砥李香 ｱｵﾄﾓﾓｶ 島根 竹矢小学校 14分51秒

142 9623 濱野 多久志 ﾊﾏﾉ ﾀｸｼﾞ 島根 14分52秒

143 9495 福間　海杜 ﾌｸﾏ ｶｲﾄ 島根 湖北ファルコンズ 14分53秒

144 9226 松尾俊来 ﾏﾂｵｼｭﾝｷ 島根 城北小学校 14分54秒

145 9187 渡部志乃 ﾜﾀﾅﾍﾞﾕｷﾉ 島根 竹矢小学校 14分54秒

146 9017 布廣真悠 ﾇﾉﾋﾛﾏﾕ 島根 城北ビクトリーズ 14分55秒

147 9308 土江柚綺 ﾂﾁｴﾕｷ 島根 乃木小学校 14分56秒

148 9476 藤間　慶士 ﾄｳﾏ ｹｲｼﾞ 島根 津田小学校 14分57秒

149 9485 今岡　桃香 ｲﾏｵｶ ﾓﾓｶ 島根 内中原スマイルズ 14分58秒

150 9110 伊藤羽琉 ｲﾄｳﾊﾙ 島根 デルソーレ松江 15分00秒
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151 9045 中倉悠斗 ﾅｶｸﾗﾕｳﾄ 島根 古江小学校 15分05秒

152 9149 今岡重之 ｲﾏｵｶｼｹﾞﾕｷ 島根 城北ビクトリーズ 15分06秒

153 9494 辻　愁也 ﾂｼﾞ ｼｭｳﾔ 島根 15分08秒

154 9213 吉田文子 ﾖｼﾀﾞﾌﾐｺ 島根 15分12秒

155 9456 権代　虎太朗 ｺﾞﾝﾀﾞｲ ｺﾀﾛｳ 島根 津田小学校 15分12秒

156 9323 柿木　篤 ｶｷﾉｷ ｱﾂｼ 島根 松江養護学校 15分14秒

157 9137 鴨山拓史 ｶﾓﾔﾏﾋﾛﾄ 島根 城北小学校 15分17秒

158 9222 三浦歩和 ﾐｳﾗｱﾕﾜ 島根 持田小学校 15分19秒

159 9539 立石 実 ﾀﾃｲｼ ﾐﾉﾙ 島根 15分20秒

160 9600 松崎 晴華 ﾏﾂｻﾞｷ ﾊﾙｶ 島根 湖北中 15分22秒

161 9211 松原結子 ﾏﾂﾊﾞﾗﾕｳｺ 島根 内中原小学校 15分22秒

162 9104 實重光成 ｻﾈｼｹﾞﾐﾂﾅﾘ 島根 松江第三中学校 15分23秒

163 9080 加藤優奈 ｶﾄｳﾕｳﾅ 島根 SPORTIVOひがしいずも 15分23秒

164 9461 持田　兼志 ﾓﾁﾀﾞ ｹﾝｼ 島根 湖北ファルコンズ 15分23秒

165 9340 松本　晃 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ 島根 15分29秒

166 9636 坪内 友平 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾕｳﾍｲ 島根 城北小学校 15分29秒

167 9510 木村　仁斗 ｷﾑﾗ ｼﾞﾝﾄ 島根 城東ふなつきFC 15分31秒

168 9034 上山奨天 ｳｴﾔﾏｼｮｳﾏ 島根 乃木小学校 15分32秒

169 9393 古田　裕子 ﾌﾙﾀ ﾋﾛｺ 島根 15分34秒

170 9386 福島　延子 ﾌｸｼﾏ ﾉﾌﾞｺ 島根 びじょがーくらぶ 15分36秒

171 9029 古川直輝 ﾌﾙｶﾜﾅｵｷ 島根 城東ふなつきFC 15分37秒

172 9148 関　黎音 ｾｷ ﾚｵﾄ 島根 城東ふなつきFC 15分38秒

173 9163 嘉本慎吾 ｶﾓﾄｼﾝｺﾞ 島根 松江第四中学校 15分39秒

174 9490 坂根　海琉子 ｻｶﾈ ﾐﾙｺ 島根 島大附属小学校 15分39秒

175 9305 田村　仁 ﾀﾑﾗ ｼﾞﾝ 島根 島大附属中学校 15分41秒

176 9365 景山　昌史 ｶｹﾞﾔﾏ ﾏｻｼ 島根 15分41秒

177 9328 松原未来 ﾏﾂﾊﾞﾗﾐｸ 島根 出雲第二中学校 15分42秒

178 9138 井原木悠人 ｲﾊﾗｷﾞﾕｳﾄ 島根 城東ふなつきFC 15分43秒

179 9488 澁谷　美幸 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾐﾕｷ 島根 城北ビクトリーズ 15分45秒

180 9260 友定陽斗 ﾄﾓｻﾀﾞﾊﾙﾄ 島根 乃木小学校 15分45秒

181 9216 村上未来 ﾑﾗｶﾐﾐｸ 島根 津田小学校 15分45秒

182 9217 村上大樹 ﾑﾗｶﾐﾀﾞｲｷ 島根 15分46秒

183 9025 三代隼矢 ﾐｼﾛｼﾞｭﾝﾔ 島根 城東ふなつきFC 15分46秒

184 9237 加本里子 ｶﾓﾄｻﾄｺ 島根 15分48秒

185 9460 藤井　郁弥 ﾌｼﾞｲ ﾌﾐﾔ 島根 大東小学校 15分48秒

186 9074 高橋隼人 ﾀｶﾊｼﾊﾔﾄ 島根 城東ふなつきFC 15分48秒

187 9274 安達朋秀 ｱﾀﾞﾁﾄﾓﾋﾃﾞ 島根 JAくにびき走ろう会 15分51秒

188 9475 眞田　尚樹 ｻﾅﾀﾞ ﾅｵｷ 島根 湖北ファルコンズ 15分51秒

189 9599 松崎 絵里 ﾏﾂｻﾞｷ ｴﾘ 島根 ランランら～ん 15分51秒

190 9585 鈴木 絵美 ｽｽﾞｷ ｴﾐ 鳥取 15分53秒

191 9346 小池　光 ｺｲｹ ﾋｶﾙ 島根 松江東高等学校 15分54秒

192 9333 成相　匠 ﾅﾘｱｲ ｼｮｳ 島根 ふなつきFC 15分55秒

193 9317 野津諒人 ﾉﾂﾘｮｳﾄ 島根 朝酌小学校 15分55秒

194 9076 坂本美和 ｻｶﾓﾄﾐﾜ 島根 15分56秒

195 9529 田村　りの ﾀﾑﾗ ﾘﾉ 島根 川津小学校 15分56秒

196 9627 川合 智子 ｶﾜｲ ﾄﾓｺ 島根 15分57秒

197 9078 水津寛樹 ｽｲﾂﾞﾋﾛｷ 島根 15分57秒

198 9484 飯島　千陽 ｲｲｼﾞﾏ ﾁﾊﾙ 島根 城北小学校 15分58秒

199 9473 和田　彩華 ﾜﾀﾞ ｱﾔｶ 島根 津田小学校 15分59秒

200 9464 福田　茉央 ﾌｸﾀﾞ ﾏｵ 島根 津田小学校 16分00秒
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201 9092 鹿島綾夏 ｶｼﾏｱﾔｶ 島根 津田小学校 16分00秒

202 9021 足立夢翔 ｱﾀﾞﾁﾕﾒﾄ 島根 城北小学校 16分00秒

203 9255 堂ノ上新菜 ﾄﾞｳﾉｳｴﾆｲﾅ 島根 松江第一中学校 16分03秒

204 9455 山縣　克海 ﾔﾏｶﾞﾀ ｶﾂﾐ 島根 湖北ファルコンズ 16分03秒

205 9016 川本美駒 ｶﾜﾓﾄﾐｸ 島根 美保関中学校 16分04秒

206 9501 廣谷　直旺 ﾋﾛﾀﾆ ﾅｵ 島根 湖北ファルコンズ 16分04秒

207 9388 大石　実佳子 ｵｵｲｼ ﾐｶｺ 島根 びじょがーくらぶ 16分05秒

208 9130 吾郷和樹 ｱｺﾞｳｶｽﾞｷ 島根 乃木小学校 16分07秒

209 9514 川本　暖 ｶﾜﾓﾄ ﾊﾙ 島根 城北小学校 16分07秒

210 9182 角　悟 ｽﾐ ｻﾄﾙ 島根 16分07秒

211 9598 甲斐 梨加 ｶｲ ﾘｶ 島根 ランランら～ん 16分07秒

212 9157 田中年恵 ﾀﾅｶﾄｼｴ 大阪 16分08秒

213 9054 和田　静 ﾜﾀﾞ ｼｽﾞｶ 島根 16分08秒

214 9467 日高　由紗 ﾋﾀﾞｶ ﾕｻ 島根 内中原スマイルズ 16分08秒

215 9058 足立来夢 ｱﾀﾞﾁﾗｲﾑ 島根 16分09秒

216 9030 福田歩未 ﾌｸﾀﾞｱﾕﾐ 島根 城北ビクトリーズ 16分09秒

217 9478 吉野　麻理亜 ﾖｼﾉ ﾏﾘｱ 島根 大庭小学校 16分09秒

218 9121 金見桃伽 ｶﾅﾐﾓﾓｶ 島根 城北ビクトリーズ 16分10秒

219 9479 佐々木　いづみ ｻｻｷ ｲﾂﾞﾐ 島根 大庭小学校 16分10秒

220 9394 藤原　将 ﾌｼﾞﾜﾗ ｽｽﾑ 島根 16分11秒

221 9031 古川　結 ﾌﾙｶﾜ ﾕｲ 島根 城北ビクトリーズ 16分14秒

222 9597 渡野 亮 ﾜﾀﾉ ﾘｮｳ 島根 ランランら～ん 16分15秒

223 9036 高見美加 ﾀｶﾐﾐｶ 島根 16分15秒

224 9314 松本雅史 ﾏﾂﾓﾄﾏｻﾌﾐ 島根 16分17秒

225 9462 林　美菜里 ﾊﾔｼ ﾐﾅﾘ 島根 内中原スマイルズ 16分19秒

226 9433 山口　祥弥 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ 島根 松江養護学校 16分19秒

227 9379 山口　知慶 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾖｼ 島根 16分20秒

228 9635 青山 遥香 ｱｵﾔﾏ ﾊﾙｶ 島根 鹿島東小学校 16分27秒

229 9093 鹿島弓子 ｶｼﾏﾕﾐｺ 島根 16分28秒

230 9053 高嶋心愛 ﾀｶｼﾏｺｺｱ 島根 大庭小学校 16分28秒

231 9441 野津　歩美 ﾉﾂ ｱﾕﾐ 島根 湖南中学校 16分29秒

232 9225 野村陽世 ﾉﾑﾗﾋﾖ 島根 母衣小学校 16分30秒

233 9634 青山 佳弘 ｱｵﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 島根 16分30秒

234 9019 万代将太 ﾏﾝﾀﾞｲｼｮｳﾀ 島根 城東ふなつきFC 16分31秒

235 9014 野津明久 ﾉﾂｱｷﾋｻ 島根 16分32秒

236 9060 松浦香代子 ﾏﾂｳﾗｶﾖｺ 島根 16分35秒

237 9220 升谷帆花 ﾏｽﾀﾆﾎﾉｶ 島根 城北ビクトリーズ 16分36秒

238 9470 井原　愛加里 ｲﾊﾞﾗ ｱｶﾘ 島根 内中原スマイルズ 16分37秒

239 9297 中尾胡奈 ﾅｶｵｺﾅ 島根 母衣小学校 16分42秒

240 9215 的場一道 ﾏﾄﾊﾞｶｽﾞﾐﾁ 島根 16分42秒

241 9499 矢野　飛翔 ﾔﾉ ﾋｼｮｳ 島根 津田小学校 16分44秒

242 9010 東條美咲 ﾄｳｼﾞｮｳﾐｻｷ 島根 湖南中学校 16分45秒

243 9268 青戸淳也 ｱｵﾄｼﾞｭﾝﾔ 島根 16分46秒

244 9486 金山　遙斗 ｶﾅﾔﾏ ﾊﾙﾄ 島根 持田小学校 16分48秒

245 9398 松本　和洋 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 島根 16分49秒

246 9236 舟岡海里 ﾌﾅｵｶｶｲﾘ 島根 母衣小学校 16分49秒

247 9358 権田大和 ｺﾞﾝﾀﾞﾔﾏﾄ 島根 恵曇小学校 16分49秒

248 9453 坪内　一真 ﾂﾎﾞｳﾁ ｶｽﾞﾏ 島根 城東ふなつきフットボールクラブ 16分52秒

249 9352 北村かずと ｷﾀﾑﾗｶｽﾞﾄ 島根 ひまわりキッズ 16分54秒

250 9621 金坂 果依 ｶﾅｻｶ ｶｲ 島根 16分56秒



15 ・ Ⅲ部 ジョギング

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考

第37回 まつえレディースハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2016/3/20

251 9622 下垣 美琴 ｼﾓｶﾞｷ ﾐｺﾄ 島根 16分56秒

252 9551 岡本 遥介 ｵｶﾓﾄ ﾖｳｽｹ 神奈川 舞岡小学校 16分56秒

253 9050 松本彩乃 ﾏﾂﾓﾄｱﾔﾉ 島根 乃木小学校 16分57秒

254 9620 金坂 幸依 ｶﾅｻｶ ｻｲ 島根 16分57秒

255 9603 鳥井 亜希子 ﾄﾘｲ ｱｷｺ 島根 16分57秒

256 9489 木村　七海 ｷﾑﾗ ﾅﾅﾐ 島根 母衣小学校 16分59秒

257 9245 山本清美 ﾔﾏﾓﾄｷﾖﾐ 島根 16分59秒

258 9337 吉田優希 ﾖｼﾀﾞﾕｳｷ 島根 玉湯小学校 16分59秒

259 9607 上田 恵里 ｳｴﾀﾞ ｴﾘ 島根 17分00秒

260 9043 伊藤知恵 ｲﾄｳﾄﾓｴ 島根 17分00秒

261 9356 能美希美 ﾉｳﾐﾉｿﾞﾐ 島根 ひまわりキッズ 17分01秒

262 9296 中尾一揮 ﾅｶｵｶｽﾞｷ 島根 母衣小学校 17分04秒

263 9123 三島智也 ﾐｼﾏﾄﾓﾔ 島根 乃木 17分05秒

264 9345 扇元実範 ｵｳｷﾞﾓﾄﾐﾉﾘ 島根 松江総合医療専門学校 17分06秒

265 9038 高木光遥 ﾀｶｷﾞﾐﾂﾊﾙ 島根 城東ふなつきFC 17分07秒

266 9007 柳　まゆみ ﾔﾅｷﾞ ﾏﾕﾐ 島根 17分07秒

267 9079 吉井沙織 ﾖｼｲｻｵﾘ 兵庫 17分09秒

268 9343 扇元きらり ｵｳｷﾞﾓﾄｷﾗﾘ 島根 川津小学校 17分10秒

269 9001 渡部英一 ﾜﾀﾅﾍﾞｴｲｲﾁ 島根 17分10秒

270 9608 石橋 麗子 ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲｺ 島根 17分11秒

271 9505 御神本　心晴 ﾐｶﾓﾄ ｺﾊﾙ 島根 城北ビクトリーズ 17分12秒

272 9411 赤名　美樹 ｱｶﾅ ﾐｷ 島根 17分14秒

273 9519 上田　凱 ｳｴﾀﾞ ｶｲ 島根 川津小学校 17分14秒

274 9435 田村　雪乃 ﾀﾑﾗ ﾕｷﾉ 島根 湖東中学校 17分14秒

275 9109 伊藤碧威 ｲﾄｳｱｵｲ 島根 古江小学校 17分16秒

276 9041 竹下真未 ﾀｹｼﾀﾏﾐ 島根 城北ビクトリーズ 17分16秒

277 9570 長谷川 あゆみ ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾕﾐ 島根 17分17秒

278 9451 景山　愛莉 ｶｹﾞﾔﾏ ｱｲﾘ 島根 内中原スマイルズ 17分17秒

279 9387 青柳　由美 ｱｵﾔｷﾞ ﾕﾐ 島根 17分17秒

280 9033 上野祐弥 ｳｴﾉﾕｳﾔ 島根 湖東中学校 17分17秒

281 9112 長野芙香 ﾅｶﾞﾉﾌｳｶ 島根 松江第四中学校 17分17秒

282 9023 高嶋彰彦 ﾀｶｼﾏｱｷﾋｺ 島根 17分18秒

283 9169 佐藤範子 ｻﾄｳﾉﾘｺ 島根 8ROB 17分19秒

284 9466 青柳　美海 ｱｵﾔｷﾞ ﾐｳﾐ 島根 17分19秒

285 9155 山田優貴 ﾔﾏﾀﾞﾕｳｷ 島根 城北小学校 17分20秒

286 9087 田原修一 ﾀﾊﾞﾗｼｭｳｲﾁ 島根 17分20秒

287 9161 三原有美子 ﾐﾊﾗﾕﾐｺ 島根 おやこ劇場松江センター 17分22秒

288 9002 梶谷俊祐 ｶｼﾞﾀﾆｼｭﾝｽｹ 島根 17分27秒

289 9102 石倉もも華 ｲｼｸﾗﾓﾓｶ 島根 八雲小学校 17分28秒

290 9250 青砥菜奈香 ｱｵﾄﾅﾅｶ 島根 竹矢小学校 17分29秒

291 9275 栂　圭佑 ﾄｶﾞ ｹｲｽｹ 島根 JAくにびき走ろう会 17分30秒

292 9063 小山智子 ｺﾔﾏﾄﾓｺ 島根 17分31秒

293 9404 坂本　直美 ｻｶﾓﾄ ﾅｵﾐ 島根 17分31秒

294 9405 生間　可奈子 ｲｸﾏ ｶﾅｺ 島根 17分32秒

295 9071 土江朔人 ﾂﾁｴｻｸﾄ 島根 城北小学校 17分34秒

296 9261 友定武尊 ﾄﾓｻﾀﾞﾀｹﾙ 島根 乃木小学校 17分34秒

297 9571 長谷川 あまね ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾏﾈ 島根 玉湯小学校 17分34秒

298 9421 糸川　佳容子 ｲﾄｶﾜ ｶﾖｺ 島根 17分35秒

299 9246 丹波颯玖 ﾀﾝﾊﾞｻｸ 島根 乃木小学校 17分39秒

300 9336 吉田賢治 ﾖｼﾀﾞｹﾝｼﾞ 島根 17分39秒
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301 9052 高嶋朋子 ﾀｶｼﾏﾄﾓｺ 島根 17分40秒

302 9101 兼本美紅 ｶﾈﾓﾄﾐｸ 島根 城北ビクトリーズ 17分41秒

303 9380 小堀　さゆり ｺﾎﾘ ｻﾕﾘ 大阪 17分42秒

304 9122 垰　凪紗 ﾀｵ ﾅｷﾞｻ 島根 城北ビクトリーズ 17分44秒

305 9395 吉岡　雅裕 ﾖｼｵｶ ﾏｻﾋﾛ 島根 17分45秒

306 9528 吉岡　空叶 ﾖｼｵｶ ﾗｲﾄ 島根 佐太小学校 17分46秒

307 9378 多根　初美 ﾀﾈ ﾊﾂﾐ 島根 17分46秒

308 9073 小川和也 ｵｶﾞﾜｶｽﾞﾔ 島根 通所はばたき 17分48秒

309 9167 木村　恵 ｷﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ 島根 おやこ劇場松江センター 17分48秒

310 9538 藤原 佑楽 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕﾗ 島根 乃木小学校 17分49秒

311 9537 藤原 貴司 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｶｼ 島根 17分50秒

312 9524 安達　生吹 ｱﾀﾞﾁ ｲﾌﾞｷ 島根 城北小学校 17分50秒

313 9422 齊藤　迪子 ｻｲﾄｳ ﾐﾁｺ 島根 17分51秒

314 9243 伊藤知子 ｲﾄｳﾄﾓｺ 島根 17分52秒

315 9389 田村涼子 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳｺ 島根 17分53秒

316 9566 坂根 ゆかり ｻｶﾈ ﾕｶﾘ 島根 18分00秒

317 9231 橘　慶一朗 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｹｲｲﾁﾛｳ 島根 八束学園 18分02秒

318 9517 横山　知紀 ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓｷ 島根 川津小学校 18分02秒

319 9164 勝部万里子 ｶﾂﾍﾞﾏﾘｺ 島根 おやこ劇場松江センター 18分04秒

320 9153 猪子由紀子 ｲﾉｺﾕｷｺ 島根 18分08秒

321 9055 長岡弘子 ﾅｶﾞｵｶﾋﾛｺ 島根 18分09秒

322 9618 門脇 朋子 ｶﾄﾞﾜｷ ﾄﾓｺ 鳥取 18分10秒

323 9602 鳥井 潤 ﾄﾘｲ ｼﾞｭﾝ 島根 18分10秒

324 9295 和田こはる ﾜﾀﾞｺﾊﾙ 島根 城北剣道会 18分13秒

325 9114 長野裕子 ﾅｶﾞﾉﾕｳｺ 島根 18分14秒

326 9507 佐々木　玲之助 ｻｻｷ ﾚｲﾉｽｹ 島根 中央小学校 18分15秒

327 9051 松本香子 ﾏﾂﾓﾄｷｮｳｺ 島根 18分16秒

328 9326 長野裕二 ﾅｶﾞﾉﾕｳｼﾞ 島根 18分16秒

329 9205 松本隼士 ﾏﾂﾓﾄﾊﾔﾄ 島根 本庄小学校 18分18秒

330 9207 松本敬子 ﾏﾂﾓﾄｹｲｺ 島根 18分18秒

331 9032 大塚瑞穂 　 島根 18分19秒

332 9563 谷村 一葉 ﾀﾆﾑﾗ ｶｽﾞﾊ 島根 松江城北小 18分25秒

333 9578 能海 良治 ﾉｳﾐ ﾖｼﾊﾙ 島根 18分26秒

334 9616 杉野 ほなみ ｽｷﾞﾉ ﾎﾅﾐ 広島 18分28秒

335 9099 高橋卓史 ﾀｶﾊｼﾀｶｼ 島根 ジョイフルフィットネスクラブ 18分28秒

336 9140 星野泰章 ﾎｼﾉﾔｽｱｷ 島根 18分29秒

337 9374 西村　裕子 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｺ 島根 18分32秒

338 9376 岩谷　美佳 ｲﾜﾔ ﾐﾖｼ 島根 18分32秒

339 9601 山根 江理 ﾔﾏﾈ ｴﾘ 島根 18分32秒

340 9294 木佐ゆかり ｷｻﾕｶﾘ 島根 18分33秒

341 9039 三島由香 ﾐｼﾏﾕｶ 島根 18分34秒

342 9540 立石 治美 ﾀﾃｲｼ ﾊﾙﾐ 島根 18分36秒

343 9541 立石 華穂 ﾀﾃｲｼ ｶﾎ 島根 18分36秒

344 9397 飯島　友佳子 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｶｺ 島根 18分37秒

345 9249 原　海咲 　 島根 乃木小学校 18分39秒

346 9271 奥原展芳 ｵｸﾊﾗﾉﾌﾞﾖｼ 島根 JAくにびき走ろう会 18分40秒

347 9284 吉田春菜 ﾖｼﾀﾞﾊﾙﾅ 島根 乃木小学校 18分41秒

348 9286 吉田英司 ﾖｼﾀﾞﾋﾃﾞｼ 島根 18分41秒

349 9040 田坂裕美子 ﾀｻｶﾕﾐｺ 島根 18分43秒

350 9272 槇野あずさ ﾏｷﾉｱｽﾞｻ 島根 JAくにびき走ろう会 18分47秒
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351 9003 矢原孝二 ﾔﾊﾗｺｳｼﾞ 島根 18分48秒

352 9504 古田　咲希 ﾌﾙﾀ ｻｷ 島根 古志原小学校 18分50秒

353 9527 古田　涼加 ﾌﾙﾀ ﾘｮｳｶ 島根 古志原小学校 18分51秒

354 9046 西山真粧美 ﾆｼﾔﾏﾏｻﾐ 島根 18分51秒

355 9513 神谷　柚衣 ｶﾐﾔ ﾕｲ 島根 18分53秒

356 9171 嘉本由香里 ｶﾓﾄﾕｶﾘ 島根 18分56秒

357 9232 松木彩香 ﾏﾂｷｻｲｶ 島根 市立女子高等学校 18分56秒

358 9391 三成　亮 ﾐﾅﾘ ﾘｮｳ 島根 18分58秒

359 9564 中里 哲也 ﾅｶｻﾄ ﾃﾂﾔ 島根 18分58秒

360 9339 小玉　歩 ｺﾀﾞﾏ ｱﾕﾐ 島根 SPORTIVOひがしいずも 19分00秒

361 9178 猪子祐司 ｲﾉｺﾕｳｼﾞ 島根 19分01秒

362 9278 野田万由 ﾉﾀﾞﾏﾕ 島根 19分02秒

363 9465 金野　萌乃華 ｶﾈﾉ ﾎﾉｶ 島根 内中原スマイルズ 19分03秒

364 9011 西　真加子 ﾆｼ ﾏｶｺ 島根 クラブS&M 19分03秒

365 9256 松浦智子 ﾏﾂｳﾗﾄﾓｺ 島根 19分06秒

366 9477 三成　愛 ﾐﾅﾘ ｲﾂﾐ 島根 19分07秒

367 9371 松岡　由子 ﾏﾂｵｶ ﾖｼｺ 島根 ガールスカウト松江 19分08秒

368 9090 太田文子 ｵｵﾀｱﾔｺ 島根 19分09秒

369 9022 足立亜夢 ｱﾀﾞﾁｱﾑ 島根 城北小学校 19分09秒

370 9020 足立里佳 ｱﾀﾞﾁﾘｶ 島根 19分09秒

371 9301 来海花英 ｷﾏﾁｶｴ 島根 城北小学校 19分10秒

372 9229 松尾佳美 ﾏﾂｵﾖｼﾐ 島根 19分10秒

373 9008 浜野順次 ﾊﾏﾉｼﾞｭﾝｼﾞ 島根 松江ジョギングクラブ 19分10秒

374 9584 佐々木 和泉 ｻｻｷ ｲｽﾞﾐ 島根 19分12秒

375 9066 村上麗海 ﾑﾗｶﾐﾚﾐ 島根 島根小学校 19分12秒

376 9430 塚本　万紀子 ﾂｶﾓﾄ ﾏｷｺ 鳥取 19分13秒

377 9311 高橋奈々 ﾀｶﾊｼﾅﾅ 島根 松江第三中学校 19分14秒

378 9630 植田 結菜 ｳｴﾀﾞ ﾕﾅ 島根 内中原小学校 19分15秒

379 9498 矢野　萌香 ﾔﾉ ﾓｴｶ 島根 内中原小学校 19分15秒

380 9310 高橋利果 ﾀｶﾊｼﾘｶ 島根 19分16秒

381 9068 亀原博和 ｶﾒﾊﾗﾋﾛｶｽﾞ 島根 シロワンクラブ 19分18秒

382 9098 福田歩未 ﾌｸﾀﾞｱﾕﾐ 島根 19分19秒

383 9293 石川真由美 ｲｼｶﾜﾏﾕﾐ 島根 19分20秒

384 9119 福田和之 ﾌｸﾀﾞｶｽﾞﾕｷ 島根 19分21秒

385 9640 大坂　知之 ｵｵｻｶ ﾄﾓﾕｷ 19分23秒

386 9158 舟岡由美子 ﾌﾅｵｶﾕﾐｺ 島根 19分23秒

387 9493 川上　怜子 ｶﾜｶﾐ ﾚｲｺ 島根 内中原小学校 19分25秒

388 9062 川角沙也子 ｶﾜｽﾐｻﾔｺ 島根 19分26秒

389 9609 滑川 和也 ﾅﾒﾘｶﾜ ｶｽﾞﾔ 広島 19分26秒

390 9639 大坂　綾子 ｵｵｻｶ ｱﾔｺ 19分27秒

391 9096 遠所舞人 ｴﾝｼﾞｮﾑﾀ 島根 雑賀小学校 19分28秒

392 9576 大野 鈴太 ｵｵﾉ ﾘﾝﾀ 島根 19分31秒

393 9369 吉岡　幸子 ﾖｼｵｶ ﾕｷｺ 島根 19分31秒

394 9307 開内　学 ﾋﾗｷｳﾁ ﾏﾅﾌﾞ 島根 川津小学校 19分33秒

395 9306 開内純子 ﾋﾗｷｳﾁｼﾞｭﾝｺ 島根 19分38秒

396 9252 原　幸海 ﾊﾗ ﾕｷﾐ 島根 乃木小学校 19分41秒

397 9285 吉田優花 ﾖｼﾀﾞﾕｳｶ 島根 乃木小学校 19分41秒

398 9568 石倉 奏音 ｲｼｸﾗ ｶﾅﾈ 島根 八雲小学校 19分42秒

399 9512 野津　剛 ﾉﾂ ｺﾞｳ 島根 乃木小学校 19分42秒

400 9265 安達琉乃 ｱﾀﾞﾁﾙﾉ 島根 川津小学校 19分43秒
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401 9594 深田 瑞紀 ﾌｶﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 島根 19分44秒

402 9282 板持千紘 ｲﾀﾓﾁﾁﾋﾛ 島根 19分44秒

403 9480 竹内　祭 ﾀｹｳﾁ ﾏﾂﾘ 島根 津田小学校 19分51秒

404 9309 吉村紅葉 ﾖｼﾑﾗﾓﾐｼﾞ 島根 津田小学校 19分51秒

405 9084 加納真央 ｶﾉｳﾏｵ 島根 津田小学校 19分51秒

406 9575 大野 順子 ｵｵﾉ ｼﾞｭﾝｺ 島根 19分52秒

407 9355 落合　南 ｵﾁｱｲ ﾐﾅﾐ 島根 ひまわりキッズ 19分52秒

408 9595 竹内 隆 ﾀｹｳﾁ ﾀｶｼ 島根 19分52秒

409 9372 矢野　信行 ﾔﾉ ﾉﾌﾞﾕｷ 島根 19分53秒

410 9629 植田 和枝 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｴ 島根 19分53秒

411 9253 梅木真希子 ｳﾒｷﾏｷｺ 島根 19分53秒

412 9147 梅木尊久 ｳﾒｷﾀｶﾋｻ 島根 早稲田イーライフ田和山 19分53秒

413 9264 安達三保子 ｱﾀﾞﾁﾐﾎｺ 島根 19分54秒

414 9638 田部 結夢 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾑ 島根 乃木小学校 19分55秒

415 9615 杉野 佳名子 ｽｷﾞﾉ ｶﾅｺ 広島 19分56秒

416 9381 松岡　秀樹 ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞｷ 島根 ガールスカウト松江 19分56秒

417 9086 田中雅大 ﾀﾅｶﾏｻﾋﾛ 島根 意東小学校 19分56秒

418 9511 松本　陽 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾀﾙ 島根 津田小学校 19分57秒

419 9075 福新美喜 ﾌｸｼﾝﾐｷ 島根 19分59秒

420 9351 能美陽子 ﾉｳﾐﾖｳｺ 島根 ひまわりキッズ 20分00秒

421 9227 松尾美希 ﾏﾂｵﾐｷ 島根 城北小学校 20分01秒

422 9228 松尾浩司 ﾏﾂｵｺｳｼﾞ 島根 20分01秒

423 9037 山田友也 ﾔﾏﾀﾞﾄﾓﾅﾘ 島根 20分03秒

424 9292 清水麻友 ｼﾐｽﾞﾏﾕｳ 島根 20分05秒

425 9320 土江千晶 ﾂﾁｴﾁｱｷ 島根 20分05秒

426 9431 大門　茜 ﾀﾞｲﾓﾝ ｱｶﾈ 島根 20分05秒

427 9325 石橋大和 ｲｼﾊﾞｼﾔﾏﾄ 島根 島根小学校 20分07秒

428 9324 石橋康作 ｲｼﾊﾞｼｺｳｻｸ 島根 20分07秒

429 9118 内山　謡 ｳﾁﾔﾏ ﾖｳ 島根 雑賀小学校 20分07秒

430 9531 永見 那樹 ﾅｶﾞﾐ ﾅﾂｷ 島根 20分07秒

431 9117 内山　薫 ｳﾁﾔﾏ ｶｵﾙ 島根 20分08秒

432 9596 山元 広美 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾐ 鳥取 20分08秒

433 9412 大峠　彰子 ｵｵｺﾞｴ ｱｷｺ 島根 20分09秒

434 9047 神門千秋 ｺﾞｳﾄﾞﾁｱｷ 島根 20分09秒

435 9186 佐藤　綾 ｻﾄｳ ｱﾔ 島根 中学校 20分10秒

436 9065 森脇弥生 ﾓﾘﾜｷﾔﾖｲ 島根 20分11秒

437 9035 溝下好子 ﾐｿﾞｼﾀﾖｼｺ 島根 20分12秒

438 9530 永見 寛之 ﾅｶﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ 島根 20分12秒

439 9572 長谷川 あさひ ﾊｾｶﾞﾜ ｱｻﾋ 島根 附属小学校 20分13秒

440 9132 吾郷利宏 ｱｺﾞｳﾄｼﾋﾛ 島根 20分17秒

441 9131 吾郷秀太 ｱｺﾞｳｼｭｳﾀ 島根 乃木小学校 20分18秒

442 9522 辻　秀明 ﾂｼﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 島根 20分22秒

443 9061 岩崎昭二 ｲﾜｻｷｼｮｳｼﾞ 島根 20分22秒

444 9402 川西　玲子 ｶﾜﾆｼ ﾚｲｺ 島根 20分23秒

445 9403 和泉　彩 ｲｽﾞﾐ ｱﾔ 島根 20分23秒

446 9124 三島由香 ﾐｼﾏﾕｶ 島根 20分24秒

447 9168 藤井浩子 ﾌｼﾞｲﾋﾛｺ 島根 おやこ劇場松江センター 20分26秒

448 9526 中島　結 ﾅｶｼﾏ ﾕｳ 島根 20分27秒

449 9408 中島　真奈美 ﾅｶｼﾏ ﾏﾅﾐ 島根 20分27秒

450 9329 藤江来斗 ﾌｼﾞｴﾗｲﾄ 島根 長浜小学校 20分28秒



15 ・ Ⅲ部 ジョギング

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考

第37回 まつえレディースハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2016/3/20

451 9415 辻　竜也 ﾂｼﾞ ﾀﾂﾔ 島根 20分29秒

452 9072 土江葉子 ﾂﾁｴﾖｳｺ 島根 20分32秒

453 9077 水津由美 ｽｲﾂﾞﾕﾐ 島根 20分35秒

454 9617 森山 理恵子 ﾓﾘﾔﾏ ﾘｴｺ 鳥取 20分46秒

455 9116 中村　茜 ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾈ 島根 城北ビクトリーズ 20分49秒

456 9233 村松智加 ﾑﾗﾏﾂﾁｶ 島根 20分50秒

457 9234 村松紫帆 ﾑﾗﾏﾂｼﾎ 島根 母衣小学校 20分50秒

458 9085 田中歩美 ﾀﾅｶｱﾕﾐ 島根 20分52秒

459 9141 星野　充 ﾎｼﾉ ﾐﾂﾙ 島根 20分53秒

460 9302 来海洪貴 ｷﾏﾁｺｳｷ 島根 城北小学校 20分54秒

461 9258 石田文子 ｲｼﾀﾞﾌﾐｺ 島根 20分55秒

462 9553 藤井 未久璃 ﾌｼﾞｲ ﾐｸﾘ 島根 トリトン大社 20分58秒

463 9590 山田 一穂 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾎ 島根 21分03秒

464 9589 小田 舞子 ｵﾀﾞ ﾏｲｺ 島根 21分03秒

465 9548 佐野 絢音 ｻﾉ ｱﾔﾈ 兵庫 21分05秒

466 9569 牧野 真由美 ﾏｷﾉ ﾏﾕﾐ 島根 21分05秒

467 9547 佐野 純子 ｻﾉ ｼﾞｭﾝｺ 兵庫 21分06秒

468 9334 安部聖良斗 ｱﾍﾞｾﾗﾄ 島根 21分09秒

469 9298 高橋悠斗 ﾀｶﾊｼﾊﾙﾄ 島根 21分09秒

470 9554 藤井 香織 ﾌｼﾞｲ ｶｵﾘ 島根 トリトン大社 21分14秒

471 9382 木村　美帆 ｷﾑﾗ ﾐﾎ 島根 21分14秒

472 9424 太田　真貴 ｵｵﾀ ﾏｷ 鳥取 21分14秒

473 9218 谷原みちる ﾀﾆﾊﾗﾐﾁﾙ 島根 内中原小学校 21分15秒

474 9219 谷原茂郎 ﾀﾆﾊﾗｼｹﾞｵ 島根 21分15秒

475 9319 髙尾なつみ ﾀｶｵﾅﾂﾐ 島根 21分20秒

476 9318 髙尾美咲 ﾀｶｵﾐｻｷ 島根 乃木小学校 21分21秒

477 9134 永田美紀 ﾅｶﾞﾀﾐｷ 島根 21分25秒

478 9172 斎藤理佳 ｻｲﾄｳﾘｶ 島根 21分25秒

479 9206 荒川賢丈 ｱﾗｶﾜﾖｼﾀｹ 島根 21分28秒

480 9203 荒川美空 ｱﾗｶﾜﾐｸ 島根 内中原小学校 21分28秒

481 9342 山口由布子 ﾔﾏｸﾞﾁﾕｳｺ 島根 21分29秒

482 9349 曽田史織 ｿﾀｼｵﾘ 島根 通所はばたき 21分31秒

483 9348 川上祐美 ｶﾜｶﾐﾕﾐ 島根 まがたま荘 21分32秒

484 9586 高本 和枝 ﾀｶﾓﾄ ｶｽﾞｴ 島根 21分35秒

485 9335 安部史織 ｱﾍﾞｼｵﾘ 島根 21分35秒

486 9081 門脇志保 ｶﾄﾞﾜｷｼﾎ 島根 21分38秒

487 9375 友塚　美晴 ﾄﾓﾂｶ ﾐﾊﾙ 島根 21分44秒

488 9332 藤江あゆみ ﾌｼﾞｴｱﾕﾐ 島根 21分58秒

489 9327 松原真人 ﾏﾂﾊﾞﾗﾏｻﾄ 島根 塩冶小学校 21分58秒

490 9363 山中　千恵美 ﾔﾏﾅｶ ﾁｴﾐ 島根 びじょがーくらぶ 21分59秒

491 9156 山田みさき ﾔﾏﾀﾞﾐｻｷ 島根 城北ビクトリーズ 22分01秒

492 9221 升谷佳子 ﾏｽﾀﾆﾖｼｺ 島根 城北ビクトリーズ 22分02秒

493 9048 木村仁乃 ｷﾑﾗﾆﾉ 島根 八雲小学校 22分05秒

494 9185 佐藤晃子 ｻﾄｳｱｷｺ 島根 22分07秒

495 9103 井上美穂 ｲﾉｳｴﾐﾎ 島根 22分10秒

496 9364 須山　由美 ｽﾔﾏ ﾕﾐ 島根 びじょがーくらぶ 22分14秒

497 9420 藤岡　里恵 ﾌｼﾞｵｶ ｻﾄｴ 島根 22分15秒

498 9426 岩見　奈保子 ｲﾜﾐ ﾅｵｺ 島根 22分15秒

499 9005 大坪愛郁羅 ｵｵﾂﾎﾞｱｲﾗ 島根 松江第二中学校 22分17秒

500 9582 小田 聖子 ｵﾀﾞ ｻﾄｺ 島根 22分18秒
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501 9614 長田 聖子 ﾅｶﾞﾀ ｾｲｺ 島根 22分22秒

502 9613 瀬田 彩 ｾﾀ ｱﾔ 大阪 22分22秒

503 9610 萬波 柚香 ﾏﾝﾅﾐ ﾕｽﾞｶ 島根 ＦＩＴＨ 22分22秒

504 9612 庄司 真季子 ｼｮｳｼﾞ ﾏｷｺ 鳥取 22分22秒

505 9128 戸谷亜希子 ﾄﾔｱｷｺ 島根 22分23秒

506 9006 大坪美保 ｵｵﾂﾎﾞﾐﾎ 島根 22分23秒

507 9240 青山優子 ｱｵﾔﾏﾕｳｺ 島根 22分25秒

508 9390 戸谷　亜矢子 ﾄﾀﾞﾆ ｱﾔｺ 島根 ふぁんらん 22分26秒

509 9383 野津　勝 ﾉﾂ ﾏｻﾙ 島根 22分26秒

510 9273 田部泰典 ﾀﾅﾍﾞﾔｽﾉﾘ 島根 JAくにびき走ろう会 22分27秒

511 9392 藤井　純子 ﾌｼﾞｲ ｼﾞｭﾝｺ 島根 22分31秒

512 9543 戸山 沙紀 ﾄﾔﾏ ｻｷ 島根 鹿島東小学校 22分33秒

513 9532 野坂 房子 ﾉｻｶ ﾌｻｺ 島根 22分36秒

514 9290 西村夕子 ﾆｼﾑﾗﾕｳｺ 島根 22分37秒

515 9331 松原百合子 ﾏﾂﾊﾞﾗﾕﾘｺ 島根 22分38秒

516 9518 古瀬　春乃 ﾌﾙｾ ﾊﾙﾉ 島根 内中原小学校 22分44秒

517 9384 古瀬　雅章 ﾌﾙｾ ﾏｻｱｷ 島根 22分45秒

518 9354 藤田まさき ﾌｼﾞﾀﾏｻｷ 島根 ひまわりキッズ 22分48秒

519 9619 永島 恵美子 ﾅｶﾞｼﾏ ｴﾐｺ 島根 22分50秒

520 9056 川島智恵 ｶﾜｼﾏﾁｴ 島根 22分52秒

521 9197 山本玉江 ﾔﾏﾓﾄﾀﾏｴ 島根 22分53秒

522 9544 戸山 茉紀 ﾄﾔﾏ ﾏｷ 島根 鹿島東小学校 22分55秒

523 9542 戸山 卓也 ﾄﾔﾏ ﾀｸﾔ 島根 22分56秒

524 9026 細田春菜 ﾎｿﾀﾞﾊﾙﾅ 島根 22分58秒

525 9423 吉田　理香 ﾖｼﾀﾞ ﾘｶ 鳥取 23分06秒

526 9637 田部 継子 ﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺ 島根 23分07秒

527 9108 川端美夢 ｶﾜﾊﾞﾀﾐﾕ 島根 鹿島東小学校 23分08秒

528 9367 平野　由美子 ﾋﾗﾉ ﾕﾐｺ 島根 びじょがーくらぶ 23分08秒

529 9107 安達真由美 ｱﾀﾞﾁﾏﾕﾐ 島根 23分08秒

530 9201 伊原加恵 ｲﾊﾗｶｴ 島根 23分11秒

531 9199 古藤佳奈 ｺﾄｳｶﾅ 島根 23分11秒

532 9200 国谷東永 ｸﾔﾊﾙｴ 島根 23分11秒

533 9198 飯塚玲香 ｲｲﾂｶﾚｲｶ 島根 23分12秒

534 9192 引野卓爾 ﾋｷﾉﾀｸｼﾞ 島根 23分14秒

535 9064 大塚　誠 ｵｵﾂｶ ﾏｺﾄ 島根 23分16秒

536 9366 佐々木　優 ｻｻｷ ﾏｻﾙ 島根 23分16秒

537 9094 遠所孝好 ｴﾝｼﾞｮﾀｶﾖｼ 島根 23分18秒

538 9095 遠所杜都 ｴﾝｼﾞｮｺﾄ 島根 雑賀小学校 23分18秒

539 9545 石原 ゆり子 ｲｼﾊﾗ ﾕﾘｺ 島根 ｔｅａｍ柳川鍋 23分20秒

540 9160 木村富美子 ｷﾑﾗﾌﾐｺ 島根 おやこ劇場松江センター 23分23秒

541 9425 佐々木　陽奈 ｻｻｷ ﾋﾅ 島根 23分32秒

542 9413 桐原　佳子 ｷﾘﾊﾗ ﾖｼｺ 島根 23分33秒

543 9291 田中　充 ﾀﾅｶ ﾐﾁﾙ 島根 希望の園 23分51秒

544 9370 片山　俊介 ｶﾀﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 島根 23分58秒

545 9515 片山　洸大 ｶﾀﾔﾏ ﾀｹﾋﾛ 島根 乃木小学校 23分58秒

546 9191 東　真理子 ｱｽﾞﾏ ﾏﾘｺ 島根 ヒッポファミリークラブ 24分00秒

547 9330 松原紀子 ﾏﾂﾊﾞﾗﾉﾘｺ 島根 24分11秒

548 9385 安部　千春 ｱﾍﾞ ﾁﾊﾙ 島根 24分21秒

549 9523 安部　遼太 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 島根 24分21秒

550 9353 北村ゆうみ ｷﾀﾑﾗﾕｳﾐ 島根 ひまわりキッズ 24分22秒
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551 9357 余村広美 ﾖﾑﾗﾋﾛﾐ 島根 ひまわりキッズ 24分22秒

552 9581 小村 和子 ｵﾑﾗ ｶｽﾞｺ 島根 25分15秒

553 9251 原　幸男 ﾊﾗ ﾕｷｵ 島根 25分22秒

554 9574 小田川 莞大 ｵﾀﾞｶﾞﾜ ｶﾝﾀ 島根 25分22秒

555 9573 小田川 浩士 ｵﾀﾞｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 島根 山陰ランクラブ 25分23秒

556 9241 執行悠人 ｼｷﾞｮｳﾕｳﾄ 島根 古志原小学校 25分39秒

557 9242 執行三佳 ｼｷﾞｮｳﾐｶ 島根 25分40秒

558 9188 黒田瞳子 ｸﾛﾀﾞﾄｳｺ 島根 松江養護学校高等部 25分47秒

559 9407 津田　佐智子 ﾂﾀﾞ ｻﾁｺ 島根 26分30秒

560 9406 津田　昌志 ﾂﾀﾞ ﾏｻｼ 島根 26分30秒

561 9611 前田 多賀子 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶｺ 香川 26分58秒

562 9057 川島秀晟 ｶﾜｼﾏｼｭｳｾｲ 島根 古志原小学校 27分39秒

563 9189 東　慶太 ｱｽﾞﾏ ｹｲﾀ 島根 ヒッポファミリークラブ 27分40秒

564 9190 東　優子 ｱｽﾞﾏ ﾕｳｺ 島根 ヒッポファミリークラブ 27分41秒

565 9418 太田　珠代 ｵｵﾀ ﾀﾏﾖ 島根 28分03秒

566 9592 糸川 優 ｲﾄｶﾞﾜ ﾕｳ 島根 28分53秒

567 9429 青砥　愛 ｱｵﾄ ｱｲ 神奈川 32分29秒

568 9360 青砥　民栄 ｱｵﾄ ﾀﾐｴ 島根 32分30秒

569 9115 中村尚志 ﾅｶﾑﾗﾀｶｼ 島根 37分03秒
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1 1002 佐々木由愛 ｻｻｷﾕｱ 鳥取 米子陸上クラブ 4分30秒
2 1066 日野 愛 ﾋﾉ ｱｲ 島根 チーム四中 4分33秒
3 1004 仲田　愛 ﾅｶﾀﾞ ｱｲ 鳥取 米子陸上クラブ 4分41秒
4 1044 上田七海 ｳｴﾀﾞﾅﾅﾐ 島根 佐太小学校 4分51秒
5 1058 桑谷　仁実 ｸﾜﾀﾆ ﾋﾄﾐ 島根 鹿島東小学校 4分55秒
6 1038 伊藤陽菜 ｲﾄｳﾋﾅ 島根 嵩の杜バレーボールクラブ 4分56秒

7 1035 長谷川寧々 ﾊｾｶﾞﾜﾈﾈ 島根 美保関小学校 4分56秒

8 1056 三上　瑠菜 ﾐｶﾐ ﾙﾅ 島根 出雲郷小学校 4分58秒

9 1003 曽根田晴子 ｿﾈﾀﾞﾊﾙｺ 島根 内中原小学校 5分01秒

10 1013 野津美咲 ﾉﾂﾐｻｷ 島根 川津小学校 5分02秒

11 1043 吉原希実 ﾖｼﾊﾗﾉｿﾞﾐ 島根 鹿島東小学校 5分03秒

12 1020 大倉麻愛 ｵｵｸﾗﾏﾅ 島根 古志原小学校 5分03秒

13 1036 長澤美寿 ﾅｶﾞｻﾜﾐｺﾄ 島根 津田小学校 5分04秒

14 1040 曳野瑠華 ﾋｷﾉﾙｶ 島根 古江小学校 5分06秒

15 1047 梶谷愛里 ｶｼﾞﾀﾆｱｲﾘ 島根 古江小学校 5分06秒

16 1078 勝田 あおば ｶｯﾀ ｱｵﾊﾞ 島根 生馬小学校 5分07秒

17 1024 山内史美子 ﾔﾏｳﾁﾌﾐｺ 島根 本庄ブルーウェーブ 5分07秒

18 1026 永見乙葉 ﾅｶﾞﾐｵﾄﾊ 島根 本庄ブルーウェーブ 5分07秒

19 1023 松本芽依 ﾏﾂﾓﾄﾒｲ 島根 本庄ブルーウェーブ 5分11秒

20 1014 川岸瑞葉 ｶﾜｷﾞｼﾐｽﾞﾊ 島根 持田小学校 5分12秒

21 1059 山本　楓花 ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳｶ 島根 5分12秒

22 1079 川合 唄 ｶﾜｲ ｳﾀ 島根 内中原小学校 5分13秒

23 1065 藤本 真緒 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｵ 島根 中央小学校 5分14秒

24 1008 板谷朋香 ｲﾀﾀﾞﾆﾄﾓｶ 島根 玉湯小学校 5分15秒

25 1016 庄司詩葉 ｼｮｳｼﾞｳﾀﾊ 島根 母衣小学校 5分15秒

26 1032 金山千紘 ｶﾅﾔﾏﾁﾋﾛ 島根 法吉小学校 5分16秒

27 1011 花田明日香 ﾊﾅﾀﾞｱｽｶ 島根 生馬小学校 5分18秒

28 1073 沖原 ゆな ｵｷﾊﾗ ﾕﾅ 島根 5分20秒

29 1042 石倉綾音 ｲｼｸﾗｱﾔﾈ 島根 出雲郷小学校 5分21秒

30 1031 伊藤朱璃 ｲﾄｳｼｭﾘ 島根 内中原小学校 5分23秒

31 1029 大草絢菜 ｵｵｸｻｱﾔﾅ 島根 内中原小学校 5分23秒

32 1005 下宮一華 ｼﾓﾐﾔｲﾁｶ 島根 忌部小学校 5分26秒

33 1057 松本　歩夏 ﾏﾂﾓﾄ ﾎﾉｶ 鳥取 中浜小学校 5分27秒

34 1077 青戸 稀星 ｱｵﾄ ｷﾗﾗ 島根 5分28秒

35 1034 村井杏理 ﾑﾗｲｱﾝﾘ 島根 古志原小学校 5分28秒

36 1055 錦織　乙伽 ﾆｼｺｵﾘ ｵﾄｷﾞ 島根 城北小学校 5分30秒

37 1010 井上ひなた ｲﾉｳｴﾋﾅﾀ 島根 津田小学校 5分33秒

38 1009 内田光留 ｳﾁﾀﾞﾋｶﾙ 島根 乃木小学校 5分34秒

39 1041 衣笠里佳子 ｷﾇｶﾞｻﾘｶｺ 島根 古志原小学校 5分38秒

40 1064 伊藤 結香 ｲﾄｳ ﾕｲｶ 島根 平田小学校 5分39秒

41 1076 吉持 悠莉 ﾖｼﾓﾁ ﾕｳﾘ 鳥取 誠道小学校 5分41秒

42 1033 土江陽和 ﾂﾁｴﾋﾖﾘ 島根 宍道小学校 5分43秒

43 1018 猪口　椿 ｲﾉｸﾁ ﾂﾊﾞｷ 島根 島大附属小学校 5分43秒

44 1030 佐野春衣 ｻﾉﾊﾙｲ 島根 島根小学校 5分44秒

45 1007 三代陽菜 ﾐｼﾛﾋﾅ 島根 母衣小学校 5分45秒

46 1012 藤田凛衣 ﾌｼﾞﾀﾘｲ 島根 古志原小学校 5分45秒

47 1021 宇畑美海 ｳﾊﾞﾀﾐﾐ 島根 5分45秒

48 1027 平野いろは ﾋﾗﾉｲﾛﾊ 島根 忌部小学校 5分45秒

49 1071 小笠原 杏梨 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾝﾘ 島根 いわみＡＣ 5分50秒

50 1049 松本優衣 ﾏﾂﾓﾄﾕｲ 島根 城北小学校 5分55秒

第37回 まつえレディースハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2016/3/20



16 ・ Ⅳ部 ちびっこﾏﾗｿﾝ1年女子

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 1037 小竹原ゆい ｺﾀﾞｹﾊﾗﾕｲ 島根 古志原小学校 5分58秒

52 1019 福間咲月 ﾌｸﾏｻﾂｷ 島根 宍道小学校 6分01秒

53 1025 永見紅葉 ﾅｶﾞﾐｸﾚﾊ 島根 本庄ブルーウェーブ 6分07秒

54 1062 縄田　和花 ﾅﾜﾀ ﾉﾄﾞｶ 島根 島大附属小学校 6分10秒

55 1080 坪内 美和 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾐﾜ 島根 城北小学校 6分10秒

56 1048 管野ゆう ｶﾝﾉﾕｳ 島根 島大附属小学校 6分12秒

57 1046 和田かえで ﾜﾀﾞｶｴﾃﾞ 島根 城北剣道会 6分13秒

58 1067 藤井 美七海 ﾌｼﾞｲ ﾐﾅﾐ 島根 中央小学校 6分13秒

59 1075 山口 瑠夏 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙｶ 島根 内中原小学校 6分15秒

60 1045 藤原美愛 ﾌｼﾞﾊﾗﾐｱ 島根 川津小学校 6分17秒

61 1053 足立　舞 ｱﾀﾞﾁ ﾏｲ 島根 6分17秒

62 1001 福島　朋 ﾌｸｼﾏ ﾄﾓ 島根 津田小学校 6分17秒

63 1074 薄田 栞奈 ｳｽﾀﾞ ｶﾝﾅ 鳥取 名和小学校 6分18秒

64 1028 都田葵生 ﾐﾔｺﾀﾞｱｵｲ 島根 古志原小学校 6分18秒

65 1068 坂根 歓南 ｻｶﾈ ｶﾝﾅ 島根 中央小学校 6分19秒

66 1052 鎌田　慈 ｶﾏﾀﾞ ｲﾂﾐ 島根 出雲郷小学校 6分21秒

67 1061 原　心杏 ﾊﾗ ｺｺｱ 島根 6分23秒

68 1022 万代　凛 ﾏﾝﾀﾞｲ ﾘﾝ 島根 本庄ブルーウェーブ 6分23秒

69 1072 三島 ゆいか ﾐｼﾏ ﾕｲｶ 島根 6分33秒

70 1006 福間華子 ﾌｸﾏﾊﾅｺ 島根 島大附属小学校 6分39秒

71 1060 飯塚　海羽 ｲｲﾂｶ ﾐｳ 島根 6分42秒

72 1015 新宮周祢 ｼﾝｸﾞｳｱﾏﾈ 島根 島大附属小学校 6分44秒

73 1063 黒川　芽依 ｸﾛｶﾜ ﾒｲ 島根 津田小学校 6分44秒

74 1070 鐘築 綾乃 ｶﾈﾁｸ ｱﾔﾉ 島根 6分45秒

75 1017 土屋歩海 ﾂﾁﾔｱﾕﾐ 島根 阿用小学校 11分32秒



17 ・ Ⅳ部 ちびっこﾏﾗｿﾝ1年男子

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 1544 森江将希 ﾓﾘｴﾏｻｷ 島根 法吉小学校 4分23秒
2 1535 竹邊　晴 ﾀｹﾍﾞ ﾊﾙﾄ 島根 母衣小学校 4分23秒
3 1521 近藤蒼大 ｺﾝﾄﾞｳｿｳﾀ 島根 赤江小学校 4分26秒
4 1539 内田優太 ｳﾁﾀﾞﾕｳﾀ 島根 八雲小学校 4分31秒
5 1512 金崎勇駕 ｶﾈｻｷﾕｳｶﾞ 島根 鹿島東小学校 4分35秒
6 1533 嶽野遼生 ﾀﾞｹﾉﾘｮｳｾｲ 島根 城北小学校 4分35秒

7 1566 内海 聖 ｳﾂﾐ ﾋｼﾞﾘ 島根 生馬小学校 4分38秒

8 1505 大庭拓也 ｵｵﾊﾞﾀｸﾔ 島根 雑賀小学校 4分39秒

9 1504 引野颯人 ﾋｷﾉﾊﾔﾄ 島根 法吉小学校 4分39秒

10 1558 小林　航大 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ 島根 城北小学校 4分42秒

11 1543 山口大輔 ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲｽｹ 島根 母衣小学校 4分42秒

12 1559 権代　賢太朗 ｺﾞﾝﾀﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ 島根 津田小学校 4分43秒

13 1530 持田結和 ﾓﾁﾀﾞﾕｳﾜ 島根 津田小学校 4分43秒

14 1571 太田 海晴 ｵｵﾀ ﾐﾊﾙ 島根 出雲郷小学校 4分44秒

15 1501 伊藤三葉 ｲﾄｳﾐﾂﾊ 島根 神戸川小学校 4分45秒

16 1563 實重 勇助 ｻﾈｼｹﾞ ﾕｳｽｹ 島根 津田小学校 4分46秒

17 1557 梅木　郁弥 ｳﾒｷ ﾌﾐﾔ 島根 生馬小学校 4分47秒

18 1568 森脇 旬太郎 ﾓﾘﾜｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 島根 川津小学校 4分49秒

19 1565 宮野 友暉 ﾐﾔﾉ ﾕｳｷ 鳥取 福生東小学校 4分55秒

20 1550 野津　孝介 ﾉﾂ ｺｳｽｹ 島根 湖北ファルコンズ 4分56秒

21 1538 武田快地 ﾀｹﾀﾞｶｲﾁ 島根 内中原小学校 4分57秒

22 1537 池本陽煌 ｲｹﾓﾄﾊﾙｷ 島根 4分58秒

23 1514 木下脩真 ｷﾉｼﾀｼｭｳﾏ 島根 雑賀小学校 4分59秒

24 1547 澁谷　昂大 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ 島根 城北小学校 5分02秒

25 1517 永田成瑠 ﾅｶﾞﾀﾅﾙ 島根 古志原小学校 5分02秒

26 1511 和田一芯 ﾜﾀﾞｲｯｼﾝ 島根 津田小学校 5分06秒

27 1542 中川拓也 ﾅｶｶﾞﾜﾀｸﾔ 島根 母衣小学校 5分06秒

28 1531 渡部剣眞 ﾜﾀﾅﾍﾞｹﾝｼﾝ 島根 古志原小学校 5分06秒

29 1570 川合 陸翔 ｶﾜｲ ﾘｸﾄ 島根 内中原小学校 5分07秒

30 1552 伊藤　瑠壱 ｲﾄｳ ﾙｲ 島根 来待小学校 5分09秒

31 1502 立花蒼一郎 ﾀﾁﾊﾞﾅｿｳｲﾁﾛｳ 島根 母衣小学校 5分10秒

32 1556 周藤　光輝 ｽﾄｳ ﾋｶﾙ 島根 東出雲FC 5分11秒

33 1567 藤井 良太 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ 島根 内中原小学校 5分12秒

34 1555 土江　直希 ﾂﾁｴ ﾅｵｷ 島根 5分12秒

35 1513 梅木大翔 ｳﾒｷﾋﾛﾄ 島根 美保関小学校 5分13秒

36 1551 松下　葵生 ﾏﾂｼﾀ ｱｵｲ 島根 竹矢小学校 5分15秒

37 1522 山根直志 ﾔﾏﾈﾅｵｼ 島根 城北小学校 5分15秒

38 1545 河原蒼生 ｺﾞｳﾊﾞﾗｿｳ 島根 平田小学校 5分15秒

39 1519 島本徠雅 ｼﾏﾓﾄﾗｲｶﾞ 島根 本庄ブルーウェーブ 5分16秒

40 1561 中里 太一 ﾅｶｻﾄ ﾀｲﾁ 島根 5分17秒

41 1525 藤原　翼 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 島根 島大附属小学校 5分18秒

42 1506 川本琢心 ｶﾜﾓﾄﾀｸﾐ 島根 法吉小学校 5分19秒

43 1553 久保田　大陸 ｸﾎﾞﾀ ﾘｸ 島根 島大附属小学校 5分20秒

44 1520 宮房弘治朗 ﾐﾔﾌｻｺｳｼﾞﾛｳ 島根 乃木小学校 5分23秒

45 1532 北窓来騎 ｷﾀﾏﾄﾞﾗｲｷ 鳥取 米子陸上クラブ 5分26秒

46 1528 上原綾真 ｳｴﾊﾗﾘｮｳﾏ 島根 津田小学校 5分27秒

47 1569 常松 春琉 ﾂﾈﾏﾂ ﾊﾙ 島根 古江小学校 5分27秒

48 1549 光森　爽玖 ﾐﾂﾓﾘ ｻｸ 島根 玉湯小学校 5分28秒

49 1510 前　智広 ﾏｴ ﾄﾓﾋﾛ 島根 古志原小学校 5分28秒

50 1562 嘉藤 理通 ｶﾄｳ ﾘﾂ 島根 古志原小学校 5分29秒

第37回 まつえレディースハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2016/3/20
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51 1529 松原修一 ﾏﾂﾊﾞﾗｼｭｳｲﾁ 島根 内中原小学校 5分30秒

52 1536 石田璃來 ｲｼﾀﾞﾘｸ 島根 中央小学校 5分33秒

53 1516 糸賀唯月 ｲﾄｶﾞﾕﾂﾞｷ 島根 法吉小学校 5分34秒

54 1507 三島叶汰 ﾐｼﾏｶﾅﾀ 島根 内中原小学校 5分34秒

55 1523 平野隼太郎 ﾋﾗﾉｼｭﾝﾀﾛｳ 島根 玉湯小学校 5分34秒

56 1515 小山鉄生 ｺﾔﾏﾃｯｼｮｳ 島根 乃木小学校 5分36秒

57 1554 髙木　蓮 ﾀｶｷ ﾚﾝ 島根 湖北ファルコンズ 5分39秒

58 1524 猪子晴矢 ｲﾉｺﾊﾙﾔ 島根 中央小学校 5分40秒

59 1541 今岡浩志 ｲﾏｵｶｺｳｼ 島根 内中原小学校 5分51秒

60 1503 西井優騎 ﾆｼｲﾕｳｷ 島根 島大附属小学校 5分52秒

61 1540 永井佑樹 ﾅｶﾞｲﾕｳｷ 島根 古志原小学校 5分53秒

62 1509 三谷　陽 ﾐﾀﾆ ﾖｳ 島根 城北小学校 5分56秒

63 1534 橘　光二朗 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺｳｼﾞﾛｳ 島根 6分23秒

64 1546 齊木　生玖 ｻｲｷ ｲｸ 島根 6分30秒

65 1527 井原悠貴 ｲﾊﾞﾗﾕｳｷ 島根 内中原小学校 6分38秒

66 1526 山下恵陽 ﾔﾏｼﾀﾖｼﾊﾙ 島根 雑賀小学校 6分42秒



18 ・ Ⅳ部 ちびっこﾏﾗｿﾝ2年女子

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 2072 臼井 利依 ｳｽｲ ﾘｴ 島根 4分20秒
2 2063 森山　佳乃 ﾓﾘﾔﾏ ﾖｼﾉ 島根 城北小学校 4分26秒
3 2076 尾崎 妃夏 ｵｻｷ ﾋﾒｶ 鳥取 米子陸上クラブ 4分27秒
4 2055 角田　瑞奈 ｽﾐﾀ ﾐｽﾞﾅ 島根 法吉小学校 4分27秒
5 2080 安藤 優名 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕﾅ 鳥取 加茂小学校 4分27秒
6 2033 行平咲葵 ﾕｷﾋﾗｻｷ 島根 秋鹿小学校 4分30秒

7 2074 小川 晄奈 ｵｶﾞﾜ ｺﾅ 山口 4分32秒

8 2071 日野 真愛 ﾋﾉ ﾏﾅ 島根 チーム四中 4分32秒

9 2075 伊藤 綺華 ｲﾄｳ ｱﾔｶ 島根 久多美小学校 4分33秒

10 2067 和泉 暖 ｲｽﾞﾐ ﾉﾝ 島根 内中原小学校 4分33秒

11 2004 門脇　葵 ｶﾄﾞﾜｷ ｱｵｲ 島根 伊野小学校 4分35秒

12 2064 園山　果林 ｿﾉﾔﾏ ｶﾘﾝ 島根 高浜小学校 4分36秒

13 2059 須山　一香 ｽﾔﾏ ｲﾂｶ 島根 美保関小学校 4分37秒

14 2053 村松　由菜 ﾑﾗﾏﾂ ﾕﾅ 島根 川津小学校 4分37秒

15 2081 石倉 美咲 ｲｼｸﾗ ﾐｻｷ 島根 法吉小学校 4分42秒

16 2002 小笹奈々帆 ｵｻﾞｻﾅﾅﾎ 島根 母衣小学校 4分44秒

17 2008 石倉実咲 ｲｼｸﾗﾐｻｷ 島根 大庭小学校 4分45秒

18 2044 小池さくら ｺｲｹｻｸﾗ 島根 八束小学校 4分47秒

19 2034 小谷美桜 ｺﾀﾆﾐｵ 島根 古志原小学校 4分48秒

20 2079 白石 星凪 ｼﾗｲｼ ｾﾅ 鳥取 福生東小学校 4分48秒

21 2078 林 真央 ﾊﾔｼ ﾏｵ 島根 4分49秒

22 2023 山村美羽 ﾔﾏﾑﾗﾐｳ 島根 法吉小学校 4分49秒

23 2073 門脇 仁香 ｶﾄﾞﾜｷ ﾆｺ 鳥取 4分49秒

24 2086 八壁咲空 ﾔｶﾍﾞｻﾗ 島根 大庭小学校 4分50秒

25 2085 近藤 美緒 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｵ 島根 4分51秒

26 2068 宮本 倫加 ﾐﾔﾓﾄ ﾘﾝｶ 島根 Ｇスカウト松江 4分52秒

27 2077 藤原 愛梨 ﾌｼﾞﾊﾗ ｱｲﾘ 島根 阿井小学校 4分54秒

28 2058 門脇　凪花 ｶﾄﾞﾜｷ ﾅﾅ 島根 八束学園 4分57秒

29 2065 佐々木　里紗 ｻｻｷ ﾘｻ 島根 5分00秒

30 2037 山本明依 ﾔﾏﾓﾄﾒｲ 島根 母衣小学校 5分02秒

31 2031 木原麻結 ｷﾊﾗﾏﾕ 島根 嵩の杜バレーボールクラブ 5分02秒

32 2009 鵜飼真衣 ｳｶｲﾏｲ 島根 古志原小学校 5分03秒

33 2019 万代　優 ﾏﾝﾀﾞｲ ﾕｳ 島根 本庄ブルーウェーブ 5分03秒

34 2029 石原優愛 ｲｼﾊﾗﾉｱ 島根 佐太小学校 5分04秒

35 2015 土屋七海 ﾂﾁﾔﾅﾅﾐ 島根 阿用小学校 5分04秒

36 2016 太田一花 ｵｵﾀﾋﾄｶ 島根 城北小学校 5分05秒

37 2021 小豆澤佳那 ｱｽﾞｷｻﾞﾜｶﾅ 島根 川津小学校 5分06秒

38 2069 深田 怜杏 ﾌｶﾀﾞ ﾚｱﾝ 島根 宍道小学校 5分06秒

39 2028 菅井　閑 ｽｶﾞｲ ﾉﾄﾞｶ 島根 5分10秒

40 2036 永島希星 ﾅｶﾞｼﾏｷﾗ 島根 古江小学校 5分11秒

41 2013 高井純子 ﾀｶｲｼﾞｭﾝｺ 島根 内中原小学校 5分11秒

42 2001 新井心音葉 ﾆｲｲｺﾄﾊ 島根 岐久小学校 5分12秒

43 2027 尾添真都 ｵｿﾞｴﾏｺﾄ 島根 八雲小学校 5分13秒

44 2018 松本莉奈 ﾏﾂﾓﾄﾘﾅ 島根 美保関小学校 5分14秒

45 2005 松下奈央 ﾏﾂｼﾀﾅｵ 島根 母衣小学校 5分14秒

46 2051 中村　心咲 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ 島根 内中原小学校 5分15秒

47 2083 松尾 澪里 ﾏﾂｵ ﾐｵﾘ 島根 城北小学校 5分15秒

48 2010 松本佳歩 ﾏﾂﾓﾄｶﾎ 島根 乃木小学校 5分17秒

49 2066 中島　朱加里 ﾅｶｼﾏ ｱｶﾘ 島根 乃木小学校 5分18秒

50 2035 野田みもり ﾉﾀﾞﾐﾓﾘ 島根 ガールスカウト松江 5分21秒

第37回 まつえレディースハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2016/3/20
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51 2025 金田有未 ｶﾈﾀﾞｱﾐ 島根 乃木小学校 5分22秒

52 2049 松林　瑠那 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ 島根 5分27秒

53 2020 山内一華 ﾔﾏｳﾁｲﾁｶ 島根 本庄ブルーウェーブ 5分30秒

54 2070 平塚 留奈 ﾋﾗﾂｶ ﾙﾅ 島根 城北小学校 5分33秒

55 2017 恩田愛理 ｵﾝﾀﾞｱｲﾘ 島根 忌部小学校 5分36秒

56 2046 落合　結愛 ｵﾁｱｲ ﾕｱ 島根 乃木小学校 5分36秒

57 2042 橋本侑奈 ﾊｼﾓﾄﾕｳﾅ 島根 古江小学校 5分36秒

58 2050 荒河　万優子 ｱﾗｶﾜ ﾏﾕｺ 島根 城北小学校 5分40秒

59 2022 兼本葵衣 ｶﾈﾓﾄｱｵｲ 島根 城北小学校 5分41秒

60 2052 今村　侑衣 ｲﾏﾑﾗ ﾕｲ 島根 母衣小学校 5分43秒

61 2057 瀧本　怜奈 ﾀｷﾓﾄ ﾚｲﾅ 島根 5分46秒

62 2041 長嶋音羽 ﾊｶﾞｼﾏﾈﾈ 島根 中央小学校 5分46秒

63 2040 成相沙良 ﾅﾘｱｲｻﾗ 島根 母衣小学校 5分47秒

64 2003 川上美夢 ｶﾜｶﾐﾐﾕ 島根 母衣小学校 5分47秒

65 2047 安達　一花 ｱﾀﾞﾁ ｲﾁｶ 島根 母衣小学校 5分47秒

66 2038 山田　唯 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ 島根 母衣小学校 5分48秒

67 2060 二岡　莉乃 ﾌﾀｵｶ ﾘﾉ 島根 母衣小学校 5分49秒

68 2061 矢野　杏奈 ﾔﾉ ｱﾝﾅ 島根 津田小学校 5分49秒

69 2014 外山　葵 ﾄﾔﾏ ｱｵｲ 島根 5分49秒

70 2048 森下　芽依 ﾓﾘｼﾀ ﾒｲ 島根 5分53秒

71 2043 内部芽依 ｳﾁﾍﾞﾒｲ 島根 内中原小学校 5分55秒

72 2007 高田真子 ﾀｶﾀﾏｺ 島根 内中原小学校 5分55秒

73 2062 汐見　侑華 ｼｵﾐ ﾕｳｶ 島根 母衣小学校 5分55秒

74 2045 藤原　温花 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙｶ 島根 5分56秒

75 2006 大田沙也加 ｵｵﾀｻﾔｶ 島根 八雲小学校 5分59秒

76 2056 木本　華恩 ｷﾓﾄ ｶｵﾝ 島根 本庄小学校 6分17秒

77 2024 三島香織 ﾐｼﾏｶｵﾘ 島根 乃木 6分22秒

78 2012 三島奈々花 ﾐｼﾏﾅﾅｶ 島根 八雲小学校 6分36秒

79 2082 宮本 姫菜 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾅ 島根 美保関小学校 6分47秒

80 2030 渡部志織 ﾜﾀﾅﾍﾞｼｵﾘ 島根 松江養護学校 10分20秒
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1 2557 森　瑠希歩 ﾓﾘ ﾙｷｱ 鳥取 加茂小学校 4分11秒
2 2512 田中智也 ﾀﾅｶﾄﾓﾔ 島根 秋鹿小学校 4分12秒
3 2521 金井秀太 ｶﾅｲｼｭｳﾀ 島根 母衣小学校 4分14秒
4 2568 堀江聖空 ﾎﾘｴｾｲｱ 鳥取 米子陸上 4分16秒
5 2501 金山　颯 ｶﾅﾔﾏ ﾊﾔﾃ 島根 島大附属小学校 4分17秒
6 2591 田淵 惇毅 ﾀﾌﾞﾁ ｼﾞｭﾝｷ 広島 転倒虫 4分18秒

7 2538 小藤竜朗 ｺﾄｳﾀﾂﾛｳ 島根 布部小学校 4分19秒

8 2542 田村太羅 ﾀﾑﾗﾀｲﾗ 鳥取 明道小学校 4分20秒

9 2508 髙橋幹太 ﾀｶﾊｼｶﾝﾀ 島根 古志原小学校 4分21秒

10 2594 田中 大斗 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾄ 鳥取 大山陸上 4分21秒

11 2526 小畑武流 ｵﾊﾞﾀﾀｹﾙ 島根 八束学園 4分23秒

12 2564 柏井夢希 ｶｼﾜｲﾕｳｷ 島根 意東小学校 4分23秒

13 2514 松井春樹 ﾏﾂｲﾊﾙｷ 鳥取 三朝AC 4分24秒

14 2584 村松　逞真 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｸﾏ 島根 大野小学校 4分25秒

15 2600 田村 篤宗 ﾀﾑﾗ ｱﾂﾄｷ 島根 佐太小学校 4分26秒

16 2543 梅木琢磨 ｳﾒｷﾀｸﾏ 島根 美保関小学校 4分27秒

17 2580 福間　臨太郎 ﾌｸﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 島根 法吉小学校 4分28秒

18 2579 門脇　佑磨 ｶﾄﾞﾜｷ ﾕｳﾏ 島根 八束学園 4分30秒

19 2530 佐佐木恵音 ｻｻｷｹｲﾄ 島根 母衣小学校 4分31秒

20 2527 仁井谷直輝 ﾆｲﾀﾆﾅｵｷ 島根 母衣小学校 4分31秒

21 2525 高本怜央 ﾀｶﾓﾄﾚｵ 島根 古志原小学校 4分33秒

22 2540 大西　諒 ｵｵﾆｼ ﾘｮｳ 島根 美保関小学校 4分34秒

23 2537 山脇大河 ﾔﾏﾜｷﾀｲｶﾞ 島根 布部小学校 4分34秒

24 2550 深田陽斗 ﾌｶﾀﾞﾊﾙﾄ 島根 母衣小学校 4分34秒

25 2566 吉田煌脩 ﾖｼﾀﾞｺｳｽｹ 島根 玉湯小学校 4分35秒

26 2590 藤井 璃士 ﾌｼﾞｲ ﾘﾋﾄ 島根 トリトン大社 4分35秒

27 2523 井上元翔 ｲﾉｳｴｹﾞﾝﾄ 島根 本庄小学校 4分37秒

28 2528 角橋侑斗 ｶﾄﾞﾊｼﾕｳﾄ 島根 城北小学校 4分37秒

29 2598 水沼 陽和太 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾋﾅﾀ 島根 出雲郷小学校 4分41秒

30 2562 渡部　修 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ 島根 古志原小学校 4分41秒

31 2532 中井亮慧 ﾅｶｲﾘｮｳｹｲ 島根 中央小学校 4分42秒

32 2533 尾添伊織 ｵｿﾞｴｲｵﾘ 島根 Rise.JVC 4分43秒

33 2518 石原孔明 ｲｼﾊﾗｺｳﾒｲ 島根 内中原小学校 4分44秒

34 2520 丸山遥太朗 ﾏﾙﾔﾏﾊﾙﾀﾛｳ 島根 内中原小学校 4分45秒

35 2507 山下紘生 ﾔﾏｼﾀｺｳｷ 島根 母衣小学校 4分46秒

36 2574 高橋　蓮 ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ 島根 法吉小学校 4分47秒

37 2593 幡垣 航大 ﾊﾀｶﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ 島根 佐太小学校 4分47秒

38 2554 藤原　快 ﾌｼﾞﾊﾗ ｶｲ 島根 八雲小学校 4分49秒

39 2592 福島 有紀 ﾌｸｼﾏ ﾕｳｷ 島根 乃木小学校 4分49秒

40 2509 佐野竣介 ｻﾉｼｭﾝｽｹ 島根 内中原小学校 4分50秒

41 2585 大谷　航太郎 ｵｵﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ 島根 4分51秒

42 2544 母里優真 ﾓﾘﾕｳﾏ 島根 母衣小学校 4分51秒

43 2599 平石 幸誠 ﾋﾗｲｼ ｺｳｾｲ 島根 島根小学校 4分52秒

44 2502 北野晃裕 ｷﾀﾉｱｷﾋﾛ 島根 島根小学校 4分52秒

45 2588 山縣　翔太 ﾔﾏｶﾞﾀ ｼｮｳﾀ 島根 湖北ファルコンズ 4分54秒

46 2551 井原　蓮 ｲﾊﾗ ﾚﾝ 島根 秋鹿小学校 4分55秒

47 2569 能海　遥都 ﾉｳﾐ ﾊﾙﾄ 島根 津田小学校 4分55秒

48 2573 広山　孝基 ﾋﾛﾔﾏ ｺｳｷ 島根 津田小学校 4分55秒

49 2524 井上悠翔 ｲﾉｳｴﾊﾙﾄ 島根 本庄小学校 4分56秒

50 2560 松本恵太 ﾏﾂﾓﾄｹｲﾀ 島根 持田小学校 4分56秒

第37回 まつえレディースハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2016/3/20
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51 2572 三島　大駕 ﾐｼﾏ ﾀｲｶﾞ 島根 意東小学校 4分57秒

52 2581 山田　理史 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾋﾄ 島根 忌部小学校 4分57秒

53 2534 藤原隼人 ﾌｼﾞﾊﾗﾊﾔﾄ 島根 津田小学校 4分57秒

54 2561 山本修也 ﾔﾏﾓﾄｼｭｳﾔ 島根 城北小学校 4分58秒

55 2596 足立 裕太 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾀ 島根 4分58秒

56 2587 堀田　海斗 ﾎｯﾀ ｶｲﾄ 島根 4分59秒

57 2558 青山大晟 ｱｵﾔﾏﾀｲｾｲ 島根 朝酌小学校 5分00秒

58 2578 岩田　蒼一朗 ｲﾜﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 島根 島大附属小学校 5分00秒

59 2567 角　尚大 ｽﾐ ｼｮｳﾀ 島根 法吉小学校 5分01秒

60 2552 梅山大和 ｳﾒﾔﾏﾔﾏﾄ 島根 川津小学校 5分01秒

61 2563 作田福朋 ｻｸﾀﾌｸﾄﾓ 島根 川津小学校 5分02秒

62 2595 曽田 大翔 ｿﾀ ﾋﾛﾄ 島根 津田小学校 5分02秒

63 2576 持田　拓輝 ﾓﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ 島根 母衣小学校 5分02秒

64 2565 堀江紘次郎 ﾎﾘｴｺｳｼﾞﾛｳ 島根 川津小学校 5分05秒

65 2510 赤名遼人 ｱｶﾅﾊﾙﾄ 島根 布勢小学校 5分05秒

66 2549 田中慎哉 ﾀﾅｶｼﾝﾔ 島根 法吉小学校 5分05秒

67 2577 山根　登悟 ﾔﾏﾈ ﾄｳｺﾞ 島根 竹矢小学校 5分05秒

68 2582 立原　綾真 ﾀﾁﾊﾗ ﾘｮｳﾏ 島根 津田小学校 5分07秒

69 2559 成瀬七夕斗 ﾅﾙｾﾅﾕﾄ 島根 城北小学校 5分08秒

70 2511 野津柾宏 ﾉﾂﾏｻﾋﾛ 島根 中央小学校 5分09秒

71 2529 佐伯彩悠 ｻｴｷｱﾔﾄ 島根 内中原小学校 5分09秒

72 2553 三浦透和 ﾐｳﾗﾄﾜ 島根 持田小学校 5分09秒

73 2586 金坂　帝我 ｶﾈｻｶ ﾀｲｶﾞ 島根 大野小学校 5分09秒

74 2583 江藤　蓮桜 ｴﾄｳ ﾚｵ 島根 宍道小学校 5分10秒

75 2505 坂本寛樹 ｻｶﾓﾄﾋﾛｷ 島根 内中原小学校 5分13秒

76 2597 小村 りゅう ｵﾑﾗ ﾘｭｳ 島根 5分15秒

77 2535 藤原温絆 ﾌｼﾞﾊﾗﾊﾙｷ 島根 津田小学校 5分15秒

78 2515 池田賢悟 ｲｹﾀﾞｹﾝｺﾞ 鳥取 三朝AC 5分15秒

79 2545 山本　凛 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝ 島根 竹矢小学校 5分19秒

80 2546 田中璃空 ﾀﾅｶﾘｸ 島根 竹矢小学校 5分20秒

81 2503 寺田昌平 ﾃﾗﾀﾞｼｮｳﾍｲ 島根 神戸川小学校 5分21秒

82 2547 上田雅也 ｳｴﾀﾞﾏｻﾔ 島根 内中原小学校 5分27秒

83 2517 蔵　聖梛 ｸﾗ ｾﾅ 島根 雑賀小学校 5分28秒

84 2531 古田圭佑 ﾌﾙﾀｹｲｽｹ 島根 中央小学校 5分28秒

85 2513 周藤太理 ｽﾄｳﾀｲﾘ 島根 玉湯小学校 5分31秒

86 2570 宮本　蒼空 ﾐﾔﾓﾄ ｿﾗ 島根 今市小学校 5分34秒

87 2555 津田一泉 ﾂﾀﾞｲｽﾞﾐ 島根 古志原小学校 5分35秒

88 2548 石飛　葵 ｲｼﾄﾋﾞ ｱｵｲ 島根 津田小学校 5分36秒

89 2571 足立　巧実 ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾐ 島根 津田小学校 5分37秒

90 2539 長尾祐希 ｵﾅｶﾞﾕｳｷ 島根 法吉小学校 5分40秒

91 2519 高木創央 ﾀｶｷｿｳ 島根 内中原小学校 5分40秒

92 2516 高田陽翔 ﾀｶﾀﾊﾙﾄ 島根 母衣小学校 6分22秒

93 2522 門脇凛平 ｶﾄﾞﾜｷﾘﾝﾍﾟｲ 島根 古江小学校 6分31秒



20 ・ Ⅳ部 ちびっこﾏﾗｿﾝ3年女子

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 3017 米田真央 ﾖﾈﾀﾞﾏｵ 鳥取 三朝西小学校 4分10秒
2 3035 麻田美翔 ｱｻﾀﾞﾐｶ 鳥取 三朝AC 4分19秒
3 3051 梶野　杏南 ｶｼﾞﾉ ｱﾝﾅ 島根 法吉小学校 4分19秒
4 3075 藤村 心優花 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐﾕｶ 広島 吉島東小学校 4分20秒
5 3005 林原心花 ﾊﾔｼﾊﾞﾗﾐﾊﾅ 鳥取 米子陸上クラブ 4分31秒
6 3011 岡村更紗 ｵｶﾑﾗｻﾗｻ 島根 雑賀小学校 4分31秒

7 3038 片平陽菜 ｶﾀﾋﾗﾋﾅ 島根 いわみAC 4分31秒

8 3015 藤田芽衣 ﾌｼﾞﾀﾒｲ 島根 古志原小学校 4分31秒

9 3031 森　心菜 ﾓﾘ ｺｺﾅ 島根 内中原小学校 4分33秒

10 3056 佐川　穏乃 ｻｶﾞﾜ ﾉﾝﾉ 鳥取 米子陸上クラブ 4分34秒

11 3034 長谷川心乃 ﾊｾｶﾞﾜｺｺﾉ 島根 美保関小学校 4分37秒

12 3018 水津　陽 ｽｲﾂﾞ ﾋﾅﾀ 島根 城北小学校 4分40秒

13 3078 周藤 夏菜 ｽﾄﾞｳ ｶﾅ 島根 乃木小学校 4分41秒

14 3064 山本　心和 ﾔﾏﾓﾄ ｺｺﾜ 島根 法吉小学校 4分41秒

15 3020 髙尾里実 ﾀｶｵｻﾄﾐ 島根 乃木小学校 4分41秒

16 3065 神田　蒼衣 ｶﾝﾀﾞ ｱｵｲ 島根 法吉小学校 4分42秒

17 3054 高梨　真衣 ﾀｶﾅｼ ﾏｲ 島根 古志原小学校 4分42秒

18 3026 石原芽依 ｲｼﾊﾗﾒｲ 島根 八雲小学校 4分42秒

19 3016 福新啓恵 ﾌｸｼﾝｹｴ 島根 竹矢小学校 4分42秒

20 3021 大倉美憂 ｵｵｸﾗﾐｳ 島根 古志原小学校 4分42秒

21 3023 江角結妃 ｴｽﾐﾕｳｷ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分47秒

22 3008 森田有紀 ﾓﾘﾀﾕｷ 島根 内中原小学校 4分50秒

23 3061 遠藤　真輝 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｷ 島根 母里小学校 4分51秒

24 3028 秦　瑛里花 ﾊﾀ ｴﾘｶ 島根 古志原小学校 4分51秒

25 3027 藤田愛歌 ﾌｼﾞﾀｳﾀ 島根 八雲小学校 4分51秒

26 3014 錦織七菜子 ﾆｼｺｵﾘﾅﾅｺ 島根 忌部小学校 4分52秒

27 3006 木建七海 ｷﾀﾞﾃﾅﾅﾐ 島根 中央小学校 4分53秒

28 3009 青山陽香 ｱｵﾔﾏﾊﾙｶ 島根 持田小学校 4分56秒

29 3004 永江ともか ﾅｶﾞｴﾄﾓｶ 島根 来待小学校 5分01秒

30 3003 吉田心春 ﾖｼﾀﾞｺﾊﾙ 島根 母衣小学校 5分01秒

31 3057 錦織　まひろ ﾆｼｷｵﾘ ﾏﾋﾛ 島根 荘原小学校 5分02秒

32 3052 秋国　心愛 ｱｷｸﾆ ﾁﾅ 島根 5分02秒

33 3013 石倉央華 ｲｼｸﾗｵｳｶ 島根 美保関小学校 5分02秒

34 3060 田中　麻琴 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ 島根 母衣小学校 5分08秒

35 3050 新開　美織 ｼﾝｶｲ ﾐｵﾘ 島根 母衣小学校 5分10秒

36 3044 森岡優衣 ﾓﾘｵｶﾕｲ 島根 乃木小学校 5分12秒

37 3059 鎌田　想 ｶﾏﾀﾞ ｿｳ 島根 出雲郷小学校 5分12秒

38 3068 内田　春 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙ 島根 城北小学校 5分13秒

39 3067 吉野　珠季 ﾖｼﾉ ﾀﾏｷ 島根 大庭小学校 5分14秒

40 3029 須藤美鈴 ｽﾄｳﾐｽｽﾞ 島根 中央小学校 5分16秒

41 3022 松本華歩 ﾏﾂﾓﾄｶﾎ 島根 美保関小学校 5分17秒

42 3073 錦織 由佳 ﾆｼｺｵﾘ ﾕｶ 島根 竹矢小学校 5分18秒

43 3047 渡部夏羽 ﾜﾀﾅﾍﾞﾅﾂﾊ 島根 意東小学校 5分18秒

44 3001 中谷里桜 ﾅｶﾀﾆﾘｵ 島根 古志原小学校 5分19秒

45 3080 新田 美音 ﾆｯﾀ ﾐｵﾝ 島根 津田小学校 5分19秒

46 3002 山本希美 ﾔﾏﾓﾄﾉｿﾞﾐ 島根 法吉小学校 5分20秒

47 3032 髙木千優 ﾀｶｷﾞﾁﾋﾛ 島根 中央小学校 5分22秒

48 3042 福田七彩 ﾌｸﾀﾞﾅﾅｻ 島根 中央小学校 5分22秒

49 3025 宮房優衣 ﾐﾔﾌｻﾕｳｲ 島根 乃木小学校 5分24秒

50 3012 前　萌乃 ﾏｴ ﾓｴﾉ 島根 古志原小学校 5分25秒
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51 3037 村上和花 ﾑﾗｶﾐﾜｶ 島根 津田小学校 5分27秒

52 3019 細田菜月 ﾎｿﾀﾞﾅﾂｷ 島根 古志原小学校 5分27秒

53 3081 矢野 咲幸 ﾔﾉ ｻﾕｷ 島根 玉湯小学校 5分32秒

54 3058 生間　美月 ｲｸﾏ ﾐﾂﾞｷ 島根 川津小学校 5分35秒

55 3055 加藤　夏未 ｶﾄｳ ﾅﾂﾐ 島根 古志原小学校 5分35秒

56 3036 上山　由 ｳｴﾔﾏ ﾕｳ 島根 島根小学校 5分36秒

57 3033 芹澤友里 ｾﾘｻﾞﾜﾕﾘ 島根 持田小学校 5分37秒

58 3039 野村由月 ﾉﾑﾗﾕﾂﾞｷ 島根 5分38秒

59 3048 足立結花 ｱﾀﾞﾁﾕｲｶ 島根 鹿島東小学校 5分47秒

60 3053 金森　ひなた ｶﾅﾓﾘ ﾋﾅﾀ 島根 乃木小学校 5分47秒

61 3066 野村　颯花 ﾉﾑﾗ ｿﾖｶ 島根 内中原小学校 5分55秒

62 3063 岸本　千花歩 ｷｼﾓﾄ ﾁｶﾎ 島根 中央小学校 5分55秒

63 3045 山本明依 ﾔﾏﾓﾄﾒｲ 島根 津田小学校 5分56秒

64 3043 杵築杏紗美 ｷﾂﾞｷｱｻﾐ 島根 乃木小学校 5分57秒

65 3007 山口莉央 ﾔﾏｸﾞﾁﾘｵ 島根 持田小学校 5分59秒

66 3030 門脇七海 ｶﾄﾞﾜｷﾅﾅﾐ 島根 6分00秒

67 3046 門脇彩花 ｶﾄﾞﾜｷｱﾔｶ 島根 持田小学校 6分01秒
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1 3602 小島 颯晟 ｺｼﾞﾏ ｿｳｾｲ 京都 川岡ばくそく 3分46秒
2 3503 仲田一公 ﾅｶﾀﾞｲｯｺｳ 鳥取 米子陸上クラブ 3分55秒
3 3601 小島 瑠晟 ｺｼﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ 京都 川岡ばくそく 3分55秒
4 3605 牛尾 壮太 ｳｼｵ ｿｳﾀ 島根 国府小学校 3分56秒
5 3544 安達盛志郎 ｱﾀﾞﾁｾｲｼﾛｳ 島根 八雲小学校 3分58秒
6 3530 富山陽喜 ﾄﾐﾔﾏﾊﾙｷ 島根 津田小学校 3分58秒

7 3512 松原虎太郎 ﾏﾂﾊﾞﾗｺﾀﾛｳ 島根 八雲小学校 3分59秒

8 3598 細木 駿一 ﾎｿｷﾞ ｼｭﾝｲﾁ 島根 中央小学校 4分02秒

9 3604 宮崎 開久 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾗｸ 兵庫 4分06秒

10 3513 井上太陽 ｲﾉｳｴﾀｲﾖｳ 島根 津田小学校 4分06秒

11 3539 永田優太 ﾅｶﾞﾀﾕｳﾀ 島根 津田小学校 4分10秒

12 3608 武本 琉汰 ﾀｹﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 島根 中央小学校 4分10秒

13 3501 大本脩都 ｵｵﾓﾄｼｭｳﾄ 鳥取 米子陸上クラブ 4分11秒

14 3568 梶谷良和 ｶｼﾞﾀﾆﾖｼｶｽﾞ 島根 古江小学校 4分12秒

15 3556 秦　悠真 ﾊﾀ ﾕｳﾏ 島根 出雲郷小学校 4分14秒

16 3594 柳浦　光汰 ﾔｷﾞｳﾗ ｺｳﾀ 島根 湖北ファルコンズ 4分15秒

17 3507 松近　渚 ﾏﾂﾁｶ ﾅｷﾞｻ 島根 八雲小学校 4分15秒

18 3599 森脇 大翔 ﾓﾘﾜｷ ﾋﾛﾄ 島根 平田小学校 4分16秒

19 3592 提嶋　ゆうしん ｻｹﾞｼﾏ ﾕｳｼﾝ 島根 持田小学校 4分20秒

20 3502 佐々木海斗 ｻｻｷｶｲﾄ 鳥取 米子陸上クラブ 4分21秒

21 3554 大島祐人 ｵｵｼﾏﾕｳﾄ 島根 平田小学校 4分22秒

22 3593 山野　奏大 ﾔﾏﾉ ｶﾅﾀ 島根 湖北ファルコンズ 4分23秒

23 3508 周山　敬 ｽﾔﾏ ﾀｶｼ 鳥取 米子陸上クラブ 4分25秒

24 3522 森山奏汰 ﾓﾘﾔﾏｶﾅﾀ 島根 揖屋小学校 4分26秒

25 3535 阿部源大 ｱﾍﾞｹﾞﾝﾀ 島根 中央小学校 4分27秒

26 3595 古瀬　陽 ﾌﾙｾ ﾊﾙ 島根 鹿島東小学校 4分27秒

27 3511 安藤大地 ｱﾝﾄﾞｳﾀﾞｲﾁ 島根 八束学園 4分28秒

28 3537 秦　悠太 ﾊﾀ ﾕｳﾀ 島根 古志原小学校 4分29秒

29 3542 松田洸希 ﾏﾂﾀﾞｺｳｷ 島根 布部小学校 4分29秒

30 3583 木村　琉海 ｷﾑﾗ ﾙｶ 島根 島根小学校 4分29秒

31 3504 三上大知 ﾐｶﾐﾀﾞｲﾁ 島根 出雲郷小学校 4分29秒

32 3584 鍜冶　怜音 ｶｼﾞ ﾚｵ 島根 鹿島東小学校 4分30秒

33 3573 奥原元気 ｵｸﾊﾗｹﾞﾝｷ 島根 中央小学校 4分30秒

34 3515 福間健太 ﾌｸﾏｹﾝﾀ 島根 神戸川小学校 4分30秒

35 3577 白木　仁 ｼﾗｷ ｼﾞﾝ 島根 津田小学校 4分30秒

36 3560 吉田淳之助 ﾖｼﾀﾞｼﾞｭﾝﾉｽｹ 島根 鹿島東小学校 4分31秒

37 3529 原　天真 ﾊﾗ ﾀｸﾏ 島根 平田小学校 4分31秒

38 3524 山根海斗 ﾔﾏﾈｶｲﾄ 鳥取 米子陸上クラブ 4分31秒

39 3526 嘉本晃己 ｶﾓﾄﾃﾙｷ 島根 津田小学校 4分33秒

40 3550 長澤晴智 ﾅｶﾞｻﾜﾊﾙﾄﾓ 島根 津田小学校 4分33秒

41 3519 竹部槙馬 ﾀｹﾍﾞﾃﾝﾏ 鳥取 三朝AC 4分34秒

42 3538 金見光敏 ｶﾅﾐﾋﾛﾄ 島根 城北小学校 4分34秒

43 3510 作野航基 ｻｸﾉｺｳｷ 島根 美保関小学校 4分34秒

44 3571 山代一生 ﾔﾏｼﾛｶｽﾞｷ 島根 八雲小学校 4分35秒

45 3551 細田道晴 ﾎｿﾀﾞﾐﾁﾊﾙ 島根 鹿島東小学校 4分35秒

46 3611 須田 隼士 ｽﾀﾞ ﾊﾔﾄ 島根 出雲郷小学校 4分36秒

47 3555 江角壱斗 ｴｽﾐｲﾁﾄ 島根 平田小学校 4分37秒

48 3586 吉岡　和真 ﾖｼｵｶ ｶｽﾞﾏ 島根 津田小学校 4分37秒

49 3606 實重 幸助 ｻﾈｼｹﾞ ｺｳｽｹ 島根 附属小学校 4分38秒

50 3585 森脇　輝 ﾓﾘﾜｷ ﾋｶﾙ 島根 竹矢小学校 4分38秒
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51 3531 川合康太 ｶﾜｲｺｳﾀ 島根 乃木小学校 4分38秒

52 3572 松本昂大 ﾏﾂﾓﾄﾀｶﾋﾛ 島根 母衣小学校 4分39秒

53 3569 高野遥登 ｺｳﾉﾊﾙﾄ 島根 塩冶小学校 4分39秒

54 3518 加藤大地 ｶﾄｳﾀﾞｲﾁ 島根 法吉小学校 4分41秒

55 3580 嘉藤　幸太 ｶﾄｳ ｺｳﾀ 島根 古志原小学校 4分41秒

56 3528 増田滉大 ﾏｽﾀﾞｺｳﾀﾞｲ 島根 Rise.JVC 4分43秒

57 3523 目次麟太郎 ﾒﾂｷﾞﾘﾝﾀﾛｳ 島根 内中原小学校 4分44秒

58 3558 倉橋英太 ｸﾗﾊｼｴｲﾀ 島根 津田小学校 4分44秒

59 3561 周藤成海 ｽﾄｳﾅﾙﾐ 島根 古志原小学校 4分45秒

60 3534 清水駿吾 ｼﾐｽﾞｼｭﾝｺﾞ 島根 秋鹿小学校 4分45秒

61 3590 村上　陽遥 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾅﾀ 島根 持田小学校 4分46秒

62 3581 大西　真生 ｵｵﾆｼ ﾏｵ 島根 美保関小学校 4分46秒

63 3574 片寄太生希 ｶﾀﾖｾﾀｲｷ 島根 持田小学校 4分47秒

64 3521 熊澤　玲 ｸﾏｻﾜ ﾚｲ 島根 玉湯小学校 4分47秒

65 3610 北澤 健也 ｷﾀｻﾞﾜ ｹﾝﾔ 島根 城北小学校 4分48秒

66 3575 徳永　惇哉 ﾄｸﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 島根 朝酌小学校 4分48秒

67 3589 進藤　耀成 ｼﾝﾄﾞｳ ﾖｳｾｲ 島根 生馬小学校 4分49秒

68 3600 藤本 心平 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ 島根 中央小学校 4分49秒

69 3536 松本大輝 ﾏﾂﾓﾄﾀｲｷ 島根 乃木小学校 4分50秒

70 3576 吉岡　大翔 ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾄ 島根 城北剣道会 4分52秒

71 3506 野口彰太 ﾉｸﾞﾁｼｮｳﾀ 鳥取 福生東小学校 4分57秒

72 3545 清水勇希 ｼﾐｽﾞﾕｳｷ 島根 内中原小学校 4分59秒

73 3546 斎藤青波 ｻｲﾄｳｾｲﾊ 島根 津田小学校 5分00秒

74 3547 飯野想汰 ｲｲﾉｿｳﾀ 島根 城東ふなつきFC 5分00秒

75 3609 川合 佑心 ｶﾜｲ ﾕｳｼﾝ 島根 内中原小学校 5分00秒

76 3514 佐藤一喜 ｻﾄｳｶｽﾞｷ 島根 母衣小学校 5分00秒

77 3563 吉原陽太 ﾖｼﾊﾗﾋﾅﾀ 島根 鹿島東小学校 5分00秒

78 3516 濱崎佑晟 ﾊﾏｻｷﾕｳｾｲ 島根 古江小学校 5分04秒

79 3527 末廣拓海 ｽｴﾋﾛﾀｸﾐ 島根 乃木小学校 5分08秒

80 3540 秋好瑛太 ｱｷﾖｼｴｲﾀ 島根 津田小学校 5分09秒

81 3567 鍛冶珀翔 ｶｼﾞﾊｸﾄ 島根 鹿島東小学校 5分09秒

82 3596 田辺　七三郎 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾁｻﾌﾞﾛｳ 島根 5分09秒

83 3591 森國　星渚 ﾓﾘｸﾆ ｾﾅ 島根 5分11秒

84 3548 郷原巧実 ｺﾞｳﾊﾞﾗﾀｸﾐ 島根 津田FC 5分11秒

85 3559 佐藤太一 ｻﾄｳﾀｲﾁ 島根 内中原小学校 5分12秒

86 3505 周藤孝明 ｽﾄｳﾀｶｱｷ 島根 乃木小学校 5分13秒

87 3564 山本紘大 ﾔﾏﾓﾄｺｳﾀﾞｲ 島根 乃木小学校 5分13秒

88 3557 上原珠侑 ｳｴﾊﾗｼｭｳ 島根 津田小学校 5分13秒

89 3541 江﨑智倫 ｴｻｷﾄﾓﾐﾁ 島根 Rise.JVC 5分18秒

90 3549 三島　昊 ﾐｼﾏ ｺｳ 島根 津田FC 5分21秒

91 3570 竹田健太郎 ﾀｹﾀﾞｹﾝﾀﾛｳ 島根 中央小学校 5分24秒

92 3597 松本　育真 ﾏﾂﾓﾄ ｲｸﾏ 島根 忌部小学校 5分27秒

93 3562 衣笠秀康 ｷﾇｶﾞｻﾋﾃﾞﾔｽ 島根 古志原小学校 5分28秒

94 3520 竹下修汰 ﾀｹｼﾀｼｭｳﾀ 島根 内中原小学校 5分28秒

95 3532 平野　巧 ﾋﾗﾉ ﾀｸﾐ 島根 忌部小学校 5分31秒

96 3565 福田翔大 ﾌｸﾀﾞｶｹﾙ 島根 持田小学校 5分34秒

97 3525 森脇眞宏 ﾓﾘﾜｷﾏｻﾋﾛ 島根 本庄小学校 5分34秒

98 3552 金津　春 ｶﾅﾂ ﾊﾙ 島根 島大附属小学校 5分36秒

99 3533 安達瑛太 ｱﾀﾞﾁｴｲﾀ 島根 津田小学校 5分38秒

100 3588 齊木　幸 ｻｲｷ ｺｳ 島根 5分38秒
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101 3509 椋木環有 ﾑｸﾉｷｶﾝﾕｳ 島根 法吉小学校 5分40秒

102 3566 小澤一天 ｵｻﾞﾜｲｯﾃﾝ 島根 中央小学校 5分41秒



22 ・ Ⅳ部 ちびっこﾏﾗｿﾝ4年女子

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 4069 小川 桃奈 ｵｶﾞﾜ ﾓﾅ 山口 3分59秒
2 4034 余村心愛 ﾖﾑﾗｺｺｱ 島根 島根小学校 3分59秒
3 4046 中島千波 ﾅｶｼﾏﾁﾅﾐ 島根 佐太小学校 4分00秒
4 4068 門脇 萌夏 ｶﾄﾞﾜｷ ﾓｶ 鳥取 4分03秒
5 4040 北窓沙羅 ｷﾀﾏﾄﾞｻﾗ 鳥取 米子陸上クラブ 4分04秒
6 4057 平井　舞 ﾋﾗｲ ﾏｲ 島根 出雲郷小学校 4分04秒

7 4031 高橋心愛 ﾀｶﾊｼｺｺｱ 島根 島根小学校 4分04秒

8 4016 石倉美月 ｲｼｸﾗﾐﾂｷ 島根 内中原小学校 4分10秒

9 4030 品川なのは ｼﾅｶﾞﾜﾅﾉﾊ 島根 島根小学校 4分12秒

10 4072 勝田 ひなぎ ｶｯﾀ ﾋﾅｷﾞ 島根 生馬バレーボールクラブ 4分12秒

11 4003 多久和陽菜 ﾀｸﾜﾋﾅ 島根 伊野小学校 4分14秒

12 4017 今井　凪 ｲﾏｲ ﾅｷﾞ 島根 4分17秒

13 4002 門脇花音 ｶﾄﾞﾜｷｶﾉﾝ 島根 伊野小学校 4分18秒

14 4048 石原海愛 ｲｼﾊﾗｳｳｱ 島根 佐太小学校 4分22秒

15 4056 井上　せせら ｲﾉｳｴ ｾｾﾗ 島根 鹿島東小学校 4分23秒

16 4011 鵜飼芽生 ｳｶｲﾒｲ 島根 古志原小学校 4分24秒

17 4058 角田　逢月 ｽﾐﾀ ｱﾂﾞｷ 島根 法吉小学校 4分25秒

18 4018 松本絢音 ﾏﾂﾓﾄｱﾔﾈ 島根 内中原小学校 4分29秒

19 4063 深田 実伶 ﾌｶﾀﾞ ﾐﾚｲ 島根 宍道小学校 4分30秒

20 4020 古藤桜華 ｺﾄｳﾓﾓｶ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分30秒

21 4041 武田栞奈 ﾀｹﾀﾞｶﾝﾅ 島根 4分31秒

22 4042 佐々木陽香 ｻｻｷﾊﾙｶ 島根 持田小学校 4分31秒

23 4009 大野和生 ｵｵﾉｶｽﾞｷ 島根 法吉小学校 4分31秒

24 4027 伊藤瑠那 ｲﾄｳﾙﾅ 島根 内中原小学校 4分33秒

25 4049 江藤　莉吏花 ｴﾄｳ ﾘﾘﾅ 島根 宍道小学校 4分34秒

26 4012 大森涼音 ｵｵﾓﾘｽｽﾞﾈ 島根 内中原小学校 4分35秒

27 4007 井川彩音 ｲｶﾞﾜｱﾔﾈ 島根 乃木小学校 4分35秒

28 4014 川岸千紘 ｶﾜｷﾞｼﾁﾋﾛ 島根 持田小学校 4分35秒

29 4066 牧野 希琴 ﾏｷﾉ ﾏｺﾄ 島根 古志原小学校 4分37秒

30 4029 村井彩音 ﾑﾗｲｱﾔﾈ 島根 古志原小学校 4分40秒

31 4023 佐藤綾佳 ｻﾄｳｱﾔｶ 島根 生馬バレーボールクラブ 4分41秒

32 4044 中士代愛梨 ﾁｭｳｼﾀﾞｲｴﾘ 島根 生馬バレーボールクラブ 4分42秒

33 4001 新井杏和華 ﾆｲｲｱｵｶ 島根 岐久小学校 4分43秒

34 4015 坂本梨緒 ｻｶﾓﾄﾘｵ 島根 津田小学校 4分44秒

35 4019 本常友楽 ﾓﾄﾂﾈﾕﾗ 島根 乃木小学校 4分46秒

36 4062 堀内 萌々子 ﾎﾘｳﾁ ﾓﾓｺ 島根 Ｇスカウト松江 4分47秒

37 4073 奥田 ほのか ｵｸﾀﾞ ﾎﾉｶ 島根 津田小学校 4分48秒

38 4032 朝倉莉乃 ｱｻｸﾗﾘﾉ 島根 島根小学校 4分49秒

39 4026 尾添知暁 ｵｿﾞｴﾁｱｷ 島根 八雲小学校 4分50秒

40 4021 岩田美槻 ｲﾜﾀﾐﾂｷ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分50秒

41 4036 木原麻緒 ｷﾊﾗﾏｵ 島根 嵩の杜バレーボールクラブ 4分50秒

42 4006 本江向日葵 ﾓﾄｴﾋﾅﾀ 島根 乃木小学校 4分51秒

43 4008 広山　舞 ﾋﾛﾔﾏ ﾏｲ 島根 法吉小学校 4分51秒

44 4022 小畑桜香 ｵﾊﾞﾀﾊﾙｶ 島根 八束学園 4分52秒

45 4053 須山　美海 ｽﾔﾏ ﾐﾐ 島根 美保関小学校 4分52秒

46 4010 松下望乃 ﾏﾂｼﾀﾉﾉ 島根 母衣小学校 4分59秒

47 4050 吉永　涼音 ﾖｼﾅｶﾞ ｽｽﾞﾈ 島根 生馬バレーボールクラブ 4分59秒

48 4039 森本希羅 ﾓﾘﾓﾄｷﾗ 島根 出雲郷小学校 4分59秒

49 4005 寺田理華 ﾃﾗﾀﾞﾘｶ 島根 神戸川小学校 5分02秒

50 4035 木原麻維 ｷﾊﾗﾏｲ 島根 嵩の杜バレーボールクラブ 5分02秒

第37回 まつえレディースハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2016/3/20
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51 4004 北野華子 ｷﾀﾉﾊﾅｺ 島根 島根小学校 5分07秒

52 4025 戸﨑優菜 ﾄｻﾞｷﾕｳﾅ 島根 鹿島東小学校 5分09秒

53 4024 佐野真麻 ｻﾉﾏｱｻ 島根 島根小学校 5分09秒

54 4047 新田佑菜 ﾆｯﾀﾕﾅ 島根 出雲郷小学校 5分10秒

55 4071 沖原 なな ｵｷﾊﾗ ﾅﾅ 島根 5分10秒

56 4038 上山愛加 ｳｴﾔﾏｱｲｶ 島根 島根小学校 5分11秒

57 4061 野口 菜々 ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅ 島根 能義小学校 5分14秒

58 4013 田中羽菜 ﾀﾅｶﾊﾅ 島根 内中原小学校 5分22秒

59 4065 松浦 すみれ ﾏﾂｳﾗ ｽﾐﾚ 島根 乃木小学校 5分22秒

60 4028 土江菜央 ﾂﾁｴﾅﾅｵ 島根 宍道小学校 5分26秒

61 4037 上山日菜 ｳｴﾔﾏﾋﾅ 島根 島根小学校 5分31秒

62 4043 野田あぐり ﾉﾀﾞｱｸﾞﾘ 島根 ガールスカウト松江 5分52秒

63 4054 松岡　汐音 ﾏﾂｵｶ ｼｵﾈ 島根 ガールスカウト松江 5分52秒

64 4067 松崎 陽依 ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾖﾘ 島根 内中原小学校 5分52秒

65 4070 三島 なほか ﾐｼﾏ ﾅﾎｶ 島根 6分12秒

66 4045 井下美恵 ｲﾉｼﾀﾐｴ 島根 美保関小学校 6分50秒



23 ・ Ⅳ部 ちびっこﾏﾗｿﾝ4年男子

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 4549 藤原 琉成 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 島根 阿井小学校 3分43秒
2 4513 曳野徳二 ﾋｷﾉﾄｸｼﾞ 島根 古江小学校 3分46秒
3 4544 田淵 悠希 ﾀﾌﾞﾁ ﾊﾙｷ 広島 転倒虫 3分46秒
4 4501 福島　昊 ﾌｸｼﾏ ｿﾗ 島根 津田小学校 3分50秒
5 4518 田村優成 ﾀﾑﾗﾕｳｾｲ 鳥取 明道小学校 3分51秒
6 4515 松田遥也 ﾏﾂﾀﾞﾊﾙﾔ 島根 布部小学校 3分58秒

7 4545 岸 誠瑛 ｷｼ ｾｲﾖｳ 島根 西野小学校 3分58秒

8 4502 伊藤凪沙 ｲﾄｳﾅｷﾞｻ 島根 神戸川小学校 3分59秒

9 4507 高見　陸 ﾀｶﾐ ﾘｸ 島根 阿用小学校 4分01秒

10 4550 青山 洋平 ｱｵﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 島根 竹矢小学校 4分09秒

11 4504 野川優輝 ﾉｶﾞﾜﾕｳｷ 鳥取 米子陸上クラブ 4分10秒

12 4508 板谷修吾 ｲﾀﾀﾞﾆｼｭｳｺﾞ 島根 玉湯小学校 4分10秒

13 4525 内田翔太 ｳﾁﾀﾞｼｮｳﾀ 島根 八雲小学校 4分10秒

14 4535 廣田　湧 ﾋﾛﾀ ﾕｳ 島根 西益田小学校 4分11秒

15 4519 三島大和 ﾐｼﾏﾔﾏﾄ 島根 出雲郷小学校 4分12秒

16 4522 高井悠杜 ﾀｶｲﾊﾙﾄ 島根 城北小学校 4分13秒

17 4532 立石　倖大 ﾀﾃｲｼ ｺｳﾀ 島根 内中原小学校 4分13秒

18 4505 大庭悠太郎 ｵｵﾊﾞﾕｳﾀﾛｳ 島根 雑賀小学校 4分15秒

19 4506 野々内　羚 ﾉﾉｳﾁ ﾘｮｳ 島根 出雲郷小学校 4分20秒

20 4509 内田優風 ｳﾁﾀﾞﾕｳｾ 島根 乃木小学校 4分25秒

21 4547 野津 龍之介 ﾉﾂ ﾘｭｳﾉｽｹ 島根 内中原小学校 4分27秒

22 4534 木佐　典慈 ｷｻ ﾃﾝｼﾞ 島根 美保関小学校 4分28秒

23 4538 村松　悠真 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾏ 島根 大野小学校 4分28秒

24 4520 渡部樂玖 ﾜﾀﾅﾍﾞｶﾞｸ 島根 古志原小学校 4分29秒

25 4512 久保田健汰 ｸﾎﾞﾀｹﾝﾀ 島根 美保関小学校 4分30秒

26 4540 細田　晃佑 ﾎｿﾀﾞ ｺｳｽｹ 島根 乃木小学校 4分32秒

27 4516 猪子裕斗 ｲﾉｺﾕｳﾄ 島根 中央小学校 4分35秒

28 4546 臼井 一能 ｳｽｲ ｶｽﾞﾀｶ 島根 4分35秒

29 4523 池本太陽 ｲｹﾓﾄﾀｲﾖｳ 島根 城北剣道会 4分36秒

30 4529 堀江悠太郎 ﾎﾘｴﾕｳﾀﾛｳ 島根 川津小学校 4分36秒

31 4521 藤原裕樹 ﾌｼﾞﾊﾗﾕｳｷ 島根 乃木小学校 4分39秒

32 4531 角　晴輝 ｽﾐ ﾊﾙｷ 島根 法吉小学校 4分42秒

33 4514 利弘　瑛 ﾄｼﾋﾛ ｴｲﾀ 島根 島大附属小学校 4分43秒

34 4542 布野 新太郎 ﾌﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 島根 神西小学校 4分47秒

35 4503 土江龍介 　 島根 内中原小学校 4分49秒

36 4551 森脇 麟太郎 ﾓﾘﾜｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 島根 川津小学校 4分49秒

37 4511 花田昂希 ﾊﾅﾀﾞｺｳｷ 島根 生馬小学校 4分50秒

38 4527 岡本侑真 ｵｶﾓﾄﾕｳﾏ 島根 内中原小学校 4分58秒

39 4541 石王　秀磨 ｲｼｵｳ ｼｭｳﾏ 島根 島大附属小学校 4分59秒

40 4536 金坂　凰我 ｶﾈｻｶ ｵｳｶﾞ 島根 大野小学校 5分01秒

41 4526 田村浩二 ﾀﾑﾗｺｳｼﾞ 島根 島大附属小学校 5分01秒

42 4528 柏井遥風 ｶｼﾜｲﾊﾙｶ 島根 意東小学校 5分03秒

43 4537 林　遼世 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｾ 島根 5分10秒

44 4548 嘉藤 未紘 ｶﾄｳ ﾐﾋﾛ 島根 古志原小学校 5分13秒

45 4510 細田風弦 ﾎｿﾀﾞｶｲﾄ 島根 持田小学校 5分23秒

46 4524 内藤侑希 ﾅｲﾄｳﾕｳｷ 島根 内中原小学校 5分55秒

47 4539 佐々木　崇之 ｻｻｷ ﾀｶﾕｷ 島根 6分15秒

第37回 まつえレディースハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2016/3/20



24 ・ Ⅳ部 ちびっこﾏﾗｿﾝ5年女子

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 5006 日野山咲希 ﾋﾉﾔﾏｻｷ 島根 いわみAC 3分43秒
2 5024 藤村 心瑛菜 ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｴﾅ 広島 吉島東小学校 3分51秒
3 5013 佐野　陽菜 ｻﾉ ﾋﾅ 島根 津田小学校 3分51秒
4 5029 薄田 幸奈 ｳｽﾀﾞ ﾕｷﾅ 鳥取 名和小学校 4分06秒
5 5002 永江ゆうか ﾅｶﾞｴﾕｳｶ 島根 来待小学校 4分08秒
6 5015 小村　天音 ｵﾑﾗ ｱﾏﾈ 島根 生馬バレーボールクラブ 4分10秒

7 5009 松本杏奈 ﾏﾂﾓﾄｱﾝﾅ 島根 島根小学校 4分11秒

8 5030 三嶋 小温 ﾐｼﾏ ｺﾊﾙ 鳥取 南部町立西伯小学校 4分15秒

9 5032 須田 沙雪 ｽﾀﾞ ｻﾕｷ 島根 出雲郷小学校 4分17秒

10 5005 池田愛佳 ｲｹﾀﾞﾏﾅｶ 鳥取 三朝AC 4分17秒

11 5020 福嶋　ひなた ﾌｸｼﾏ ﾋﾅﾀ 島根 米子陸上クラブ 4分17秒

12 5017 加川　蘭奈 ｶｶﾞﾜ ﾗﾅ 島根 島大附属小学校 4分18秒

13 5010 加賀咲良 ｶｶﾞｻﾗ 島根 嵩の杜バレーボールクラブ 4分19秒

14 5026 小川 華奈 ｵｶﾞﾜ ﾊﾅ 山口 4分21秒

15 5031 石橋 幸楽 ｲｼﾊﾞｼ ｻﾗ 島根 八雲小学校 4分21秒

16 5022 錦織 加奈 ﾆｼｺｵﾘ ｶﾅ 島根 竹矢小学校 4分21秒

17 5027 伊藤 華蓮 ｲﾄｳ ｶﾚﾝ 島根 久多美小学校 4分23秒

18 5007 三村麻結 ﾐﾑﾗﾏﾕ 島根 法吉小学校 4分23秒

19 5021 小堀　瑞季 ｺﾎﾘ ﾐｽﾞｷ 大阪 青山台小学校 4分24秒

20 5016 宮野　夏帆 ﾐﾔﾉ ﾅﾂﾎ 鳥取 福生小学校 4分33秒

21 5019 高田　歩実 ﾀｶﾀ ｱﾕﾐ 鳥取 車尾小学校 4分33秒

22 5003 引野ひな菜 ﾋｷﾉﾋﾅﾅ 島根 法吉小学校 4分35秒

23 5012 田中芭月 ﾀﾝｶﾊﾂﾞｷ 島根 竹矢小学校 4分37秒

24 5018 吉岡　花梨 ﾖｼｵｶ ｶﾘﾝ 島根 生馬バレーボールクラブ 4分38秒

25 5011 安野ほのか ｱﾝﾉﾎﾉｶ 島根 嵩の杜 4分38秒

26 5008 平石優直 ﾋﾗｲｼﾕｳﾅ 島根 島根小学校 4分42秒

27 5028 足立 帆乃香 ｱﾀﾞﾁ ﾎﾉｶ 島根 4分55秒

28 5004 福間未紗 ﾌｸﾏﾐｻ 島根 神戸川小学校 5分35秒
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25 ・ Ⅳ部 ちびっこﾏﾗｿﾝ5年男子

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 5556 斉尾 悠暉 ｻｲｵ ﾊﾙｷ 鳥取 大山陸上 3分34秒
2 5510 佐々木捷翔 ｻｻｷﾊﾔﾄ 島根 揖屋小学校 3分41秒
3 5525 小藤圭吾 ｺﾄｳｹｲｺﾞ 島根 布部小学校 3分42秒
4 5555 谷本 海 ﾀﾆﾓﾄ ｶｲ 鳥取 大山陸上 3分44秒
5 5534 高橋朋希 ﾀｶﾊｼﾄﾓｷ 島根 中央小学校 3分49秒
6 5527 庄原彰祥 ｼｮｳﾊﾞﾗｱｷﾖｼ 島根 城北小学校 3分51秒

7 5501 多久和直樹 ﾀｸﾜﾅｵｷ 島根 中央小学校 3分51秒

8 5544 梶野　南翔 ｶｼﾞﾉ ﾐﾅﾄ 島根 法吉小学校 3分53秒

9 5529 行平涼太 ﾕｷﾋﾗﾘｮｳﾀ 島根 デルソーレ松江FC 3分54秒

10 5519 福田一雲 ﾌｸﾀﾞｶｽﾞﾓ 島根 城東ふなつきFC 3分54秒

11 5518 上代智哉 ｼﾞｮｳﾀﾞｲﾄﾓﾔ 島根 Rise.JVC 3分54秒

12 5543 平　涼太 ﾀｲﾗ ﾘｮｳﾀ 島根 3分54秒

13 5538 加藤蒼梧 ｶﾄｳｿｳｺﾞ 島根 持田小学校 3分55秒

14 5523 山根蒔人 ﾔﾏﾈﾏｷﾄ 島根 城東ふなつきフットボールクラブ 3分57秒

15 5549 小灘　優真 ｺﾅﾀﾞ ﾕｳﾏ 島根 来待小学校 3分59秒

16 5557 森田 柊吾 ﾓﾘﾀ ｼｭｳｺﾞ 島根 城東ふなつきＦＣ 3分59秒

17 5512 川上怜朗 ｶﾜｶﾐﾚｵ 島根 斐伊小学校 3分59秒

18 5514 水津　創 ｽｲﾂﾞ ﾊｼﾞﾒ 島根 城北小学校 4分00秒

19 5537 有田良慧 　 島根 城北小学校 4分04秒

20 5515 金井悠馬 ｶﾅｲﾕｳﾏ 島根 城東ふなつきFC 4分05秒

21 5532 上田遥斗 ｳｴﾀﾞﾊﾙﾄ 島根 佐太小学校 4分05秒

22 5506 小野　峰 おのやまと 島根 内中原小学校 4分06秒

23 5511 矢野真士 ﾔﾉﾏﾅﾄ 島根 Rise.JVC 4分07秒

24 5521 尾添柊斗 ｵｿﾞｴｼｭｳﾄ 島根 Rise.JVC 4分08秒

25 5517 太田雄斗 ｵｵﾀﾕｳﾄ 島根 城北小学校 4分09秒

26 5502 倉光飛七斗 ｸﾗﾐﾂﾋﾅﾄ 島根 城東FC 4分09秒

27 5541 森脇　晃太 ﾓﾘﾜｷ ｺｳﾀ 島根 竹矢小学校 4分10秒

28 5546 飯塚　皓亮 ｲｲﾂｶ ｺｳｽｹ 島根 城東ふなつきFC 4分11秒

29 5516 石原誠也 ｲｼﾊﾗｾｲﾔ 島根 城北小学校 4分11秒

30 5524 山脇悠人 ﾔﾏﾜｷﾕｳﾄ 島根 布部小学校 4分13秒

31 5530 片平大翔 ｶﾀﾋﾗﾋﾛﾄ 島根 いわみAC 4分14秒

32 5504 永瀬怜士 　 島根 母衣小学校 4分15秒

33 5528 宮脇楽久 ﾐﾔﾜｷﾗｸ 島根 RISE.JVC 4分15秒

34 5509 前　晴人 ﾏｴ ﾊﾙﾋﾄ 島根 Rise.JVC 4分15秒

35 5542 組嶽　和樹 ｸﾐﾀｹ ｶｽﾞｷ 島根 城東ふなつきフットボールクラブ 4分16秒

36 5526 芹澤智敬 ｾﾘｻﾞﾜﾄﾓﾕｷ 島根 持田小学校 4分18秒

37 5505 田中省伍 ﾀﾅｶｼｮｳｺﾞ 島根 秋鹿小学校 4分18秒

38 5507 多久和虹稀 ﾀｸﾜﾆｼﾞｷ 島根 母衣小学校 4分18秒

39 5531 岡　将吾 ｵｶ ｼｮｳｺﾞ 島根 城東ふなつきFC 4分18秒

40 5508 三谷　峻 ﾐﾀﾆ ｼｭﾝ 島根 城北小学校 4分19秒

41 5540 提嶋　吏仁 ｻｹﾞｼﾏ ﾘﾋﾄ 島根 持田小学校 4分19秒

42 5522 曽田英作 ｿﾀｴｲｻｸ 島根 Rise.JVC 4分20秒

43 5547 小田川　志覇 ｵﾀﾞｶﾞﾜ ｼﾊﾞ 島根 城東ふなつきＦＣ 4分29秒

44 5552 細木 蒼一 ﾎｿｷﾞ ｿｳｲﾁ 島根 中央小学校 4分35秒

45 5550 石橋 諒 ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳ 島根 四絡小学校 4分44秒

46 5536 長嶋歩琉 ﾅｶﾞｼﾏｱｲﾙ 島根 中央小学校 4分48秒

47 5503 森下　楓 ﾓﾘｼﾀ ｶｴﾃﾞ 島根 城北小学校 4分55秒

48 5535 高梨耀吏 ﾀｶﾅｼｶｶﾞﾘ 島根 中央小学校 5分08秒

49 5520 景山　煌 ｶｹﾞﾔﾏ ｺｳ 島根 Rise.JVC 5分29秒
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26 ・ Ⅳ部 ちびっこﾏﾗｿﾝ6年女子

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 6012 日野山未羽 ﾋﾉﾔﾏﾐｳ 島根 いわみAC 3分32秒
2 6039 小笠原 彩乃 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾔﾉ 島根 いわみＡＣ 3分32秒
3 6033 園山　紗羽 ｿﾉﾔﾏ ｻﾜ 島根 高浜小学校 3分43秒
4 6038 宮崎 悠 ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙ 兵庫 3分49秒
5 6037 上野 鈴歩 ｳｴﾉ ｽｽﾞﾎ 山口 明倫小学校 3分55秒
6 6008 福新彩和 ﾌｸｼﾝｻﾜ 島根 竹矢小学校 3分59秒

7 6009 船本美那海 ﾌﾅﾓﾄﾐﾅﾐ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分00秒

8 6036 深田 茉鈴 ﾌｶﾀﾞ ﾏﾘﾝ 島根 宍道小学校 4分02秒

9 6030 山口紗果 ﾔﾏｸﾞﾁｻﾔｶ 島根 母衣小学校 4分02秒

10 6019 木村里穂 ｷﾑﾗﾘﾎ 島根 嵩の杜バレーボールクラブ 4分08秒

11 6026 川上小雪 ｶﾜｶﾐｺﾕｷ 島根 SPORTIVOひがしいずも 4分18秒

12 6018 伊藤花菜 ｲﾄｳﾊﾅ 島根 嵩の杜バレーボールクラブ 4分19秒

13 6032 藤間　彩 ﾄｳﾏ ｱﾔ 島根 津田小学校 4分22秒

14 6027 越野りほ ｺｼﾉﾘﾎ 島根 SPORTIVOひがしいずも 4分22秒

15 6005 河野ひかる ｺｳﾉﾋｶﾙ 島根 荘原小学校 4分24秒

16 6003 野川美咲 ﾉｶﾞﾜﾐｻｷ 鳥取 米子陸上クラブ 4分25秒

17 6002 中村育海 ﾅｶﾑﾗｲｸﾐ 鳥取 米子陸上クラブ 4分27秒

18 6010 福間菜々子 ﾌｸﾏﾅﾅｺ 島根 古志原小学校 4分28秒

19 6001 新井依央理 ﾆｲｲｲｵﾘ 島根 岐久小学校 4分28秒

20 6006 大田侑依 ｵｵﾀﾕｲ 島根 八雲小学校 4分29秒

21 6015 大島悠奈 ｵｵｼﾏﾊﾙﾅ 島根 平田小学校 4分30秒

22 6024 柿木あかね ｶｷﾉｷｱｶﾈ 島根 津田小学校 4分30秒

23 6016 持田かのん ﾓﾁﾀﾞｶﾉﾝ 島根 津田小学校 4分30秒

24 6021 石川遥香 ｲｼｶﾜﾊﾙｶ 島根 川津小学校 4分32秒

25 6023 山代知奈 ﾔﾏｼﾛﾁﾅ 島根 八雲小学校 4分33秒

26 6028 中澤日菜 ﾅｶｻﾜﾋﾅ 島根 SPORTIVOひがしいずも 4分33秒

27 6022 木佐千夏 ｷｻﾁﾅﾂ 島根 城北剣道会 4分36秒

28 6025 守本佳代 ﾓﾘﾓﾄｶﾖ 島根 持田小学校 4分38秒

29 6035 森脇 みつき ﾓﾘﾜｷ ﾐﾂｷ 島根 平田小学校 4分39秒

30 6017 佐々木りこ ｻｻｷﾘｺ 島根 宍道小学校 4分39秒

31 6020 加藤夏萌 ｶﾄｳﾅﾂﾒ 島根 平田小学校 4分40秒

32 6031 金村茉凜 ﾏﾈﾑﾗﾏﾘﾝ 島根 川津小学校 4分46秒

33 6011 角橋花南 ｶﾄﾞﾊｼﾊﾅ 島根 城北小学校 4分48秒

34 6013 菅井　楓 ｽｶﾞｲ ｶｴﾃﾞ 島根 4分54秒

35 6004 三浦彩華 ﾐｳﾗｻﾔｶ 島根 津田小学校 5分19秒

36 6029 山本理彩 ﾔﾏﾓﾄﾘｻ 島根 城北小学校 5分40秒
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27 ・ Ⅳ部 ちびっこﾏﾗｿﾝ6年男子

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 6501 澤田和哉 ｻﾜﾀﾞｶｽﾞﾔ 島根 布部小学校 3分30秒
2 6517 高野翔大 ｺｳﾉｼｮｳﾀﾞｲ 島根 塩冶小学校 3分30秒
3 6503 伊藤蒼唯 ｲﾄｳｱｵｲ 島根 神戸川小学校 3分31秒
4 6502 三嶋慧斗 ﾐｼﾏｹｲﾄ 島根 出東小学校 3分35秒
5 6525 中村 拳士郎 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾛｳ 鳥取 大山陸上 3分37秒
6 6520 金坂　直樹 ｶﾈｻｶ ﾅｵｷ 島根 城東ふなつきFC 3分38秒

7 6522 藤本 康生 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｾｲ 島根 中央小学校 3分44秒

8 6514 渡部太翔 ﾜﾀﾅﾍﾞﾋﾛﾄ 島根 意東小学校 3分45秒

9 6508 糸賀千晃 ｲﾄｶﾞﾁｱｷ 島根 法吉小学校 3分46秒

10 6516 嶌　恭介 ｼﾏ ｷｮｳｽｹ 鳥取 河崎小学校 3分51秒

11 6505 藤原隆星 ﾌｼﾞﾊﾗﾘｭｳｾｲ 島根 掛合小学校 3分52秒

12 6524 武部 祥希 ﾀｹﾍﾞ ﾝｮｳｷ 島根 玉湯小学校 3分53秒

13 6511 吉田圭吾 ﾖｼﾀﾞｹｲｺﾞ 島根 乃木小学校 3分54秒

14 6523 岸 大智 ｷｼ ﾀﾞｲﾁ 島根 西野小学校 4分04秒

15 6504 河野大地 ｺｳﾉﾀﾞｲﾁ 島根 母衣小学校 4分06秒

16 6506 井上夏樹 ｲﾉｳｴﾅﾂｷ 島根 意東小学校 4分12秒

17 6526 坪内 友和 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾄﾓｶｽﾞ 島根 城北小学校 4分15秒

18 6519 松本悠希 ﾏﾂﾓﾄﾕｳｷ 島根 母衣小学校 4分21秒

19 6521 狩森　裕 ｶﾘﾓﾘ ﾕﾀｶ 島根 津田小学校 4分25秒

20 6509 仁井谷壮彌 ﾆｲﾀﾆｿｳﾔ 島根 母衣小学校 4分25秒

21 6513 田村允人 ﾀﾑﾗﾏｻﾄ 鳥取 明道小学校 4分30秒

22 6518 岡本直也 ｵｶﾓﾄﾅｵﾔ 島根 内中原小学校 4分42秒

23 6512 髙木波音 ﾀｶｷﾞﾅｵﾄ 島根 中央小学校 4分42秒

24 6510 猪子陽太 ｲﾉｺﾖｳﾀ 島根 中央小学校 4分46秒
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