
11 ・ Ⅱ部10km女子（39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 7002 高島　由香 ﾀｶｼﾏ ﾕｶ 東京 資生堂 32分29秒 大会新

2 7003 菊地　優子 ｷｸﾁ ﾕｳｺ 北海道 ホクレン 32分49秒

3 7006 河辺　友依 ｶﾜﾍﾞ ﾕｲ 北海道 ホクレン 33分53秒

4 7007 寺島　優奈 ﾃﾗｼﾏ ﾕｳﾅ 北海道 ホクレン 34分18秒

5 7001 田山　満理 ﾀﾔﾏ ﾏﾘ 茨城 日立製作所 35分23秒

6 7008 田中 愛樹 ﾀﾅｶ ｱﾝｼﾞｭ 島根 平田高校 36分51秒

7 7010 野津　きなり ﾉﾂ ｷﾅﾘ 島根 平田高校 36分59秒

8 7017 塚本　美波 ﾂｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ 広島 広島県立高揚東高校 38分38秒

9 7022 小手川　紀名子 ｺﾃｶﾞﾜ ｷﾅｺ 長崎 活水女子大学 39分22秒

10 7009 渡部　沙千 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾁ 島根 平田高校 40分06秒

11 7011 山本　春 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙ 島根 平田高校 40分33秒

12 7019 片寄　結衣 ｶﾀﾖｾ ﾕｲ 島根 出雲商業 41分33秒

13 7014 松本 真実 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾐ 広島 高陽東高等学校 41分42秒

14 7021 前田　流歌 ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙｶ 徳島 島根大学 41分51秒

15 7012 角　夢子 ｽﾐ ﾕﾒｺ 島根 島根県立出雲高等学校 42分53秒

16 7020 高橋　ほたる ﾀｶﾊｼ ﾎﾀﾙ 島根 出雲商業高校 43分20秒

17 7016 加藤　琴乃 ｶﾄｳ ｺﾄﾉ 広島 広島県立高陽東高校 44分07秒

18 7013 山田 梨緒菜 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵﾅ 広島 高陽東高等学校 45分00秒

19 7056 森澤 知奈 ﾓﾘｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ 島根 45分21秒

20 7052 高田 佳代子 ﾀｶﾀ ｶﾖｺ 島根 46分30秒

21 7068 三村　マリ ﾐﾑﾗ ﾏﾘ 島根 46分52秒

22 7026 高井 名菜 ﾀｶｲ ﾅﾅ 島根 47分35秒

23 7061 宮木 ゆか ﾐﾔｷﾞ ﾕｶ 鳥取 48分33秒

24 7015 住金キャロル 亜弥 ｽﾐｶﾈｷｬﾛﾙ ｱﾔ 広島 高陽東高等学校 48分41秒

25 7042 山村 三恵 ﾔﾏﾑﾗ ﾐｴ 島根 50分07秒

26 7032 鳥谷 香子 ﾄﾔ ｷｮｳｺ 島根 50分25秒

27 7033 勝部　愛子 ｶﾂﾍﾞ ｱｲｺ 島根 team u 50分48秒

28 7073 片石　厚子 ｶﾀｲｼ ｱﾂｺ 島根 51分32秒

29 7055 川上 麻美 ｶﾜｶﾐ ｱｻﾐ 鳥取 51分39秒

30 7058 上田 愛 ｳｴﾀﾞ ｱｲ 島根 ＨＴＫ　ＲＣ 53分56秒

31 7075 錦織　彩 ﾆｼｺｵﾘ ｱﾔ 島根 54分08秒

32 7063 松本 陽子 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｺ 鳥取 56分14秒

33 7040 清水　妃菜 ｼﾐｽﾞ ﾋﾅ 島根 56分16秒

34 7039 羽室　櫻子 ﾊﾑﾛ ｻｸﾗｺ 島根 56分16秒

35 7038 上田　栞奈 ｳｴﾀﾞ ｶﾝﾅ 島根 56分17秒

36 7047 矢田 佳代 ﾔﾀﾞ ｶﾖ 島根 56分20秒

37 7074 小松原　久美子 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｸﾐｺ 島根 57分13秒

38 7065 矢野 涼子 ﾔﾉ ﾘｮｳｺ 島根 チームマンモ 57分34秒

39 7071 石倉　真由美 ｲｼｸﾗ ﾏﾕﾐ 島根 山ガール八雲 57分47秒

40 7057 柏井 梨江 ｶｼﾜｲ ﾘｴ 島根 57分47秒

41 7050 門脇 朋子 ｶﾄﾞﾜｷ ﾄﾓｺ 鳥取 58分03秒

42 7034 新宅　みゆき ｼﾝﾀｸ ﾐﾕｷ 島根 58分06秒

43 7036 寄高　千聖 ﾖﾘﾀｶ ﾁｻﾄ 広島 58分15秒

44 7035 竹ノ内　杏衣 ﾀｹﾉｳﾁ ｱｲ 広島 58分15秒

45 7031 池淵 菜穂 ｲｹﾌﾞﾁ ﾅﾎ 島根 59分27秒

46 7041 藤原 裕子 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳｺ 島根 59分36秒

47 7045 千原 優子 ﾁﾊﾗ ﾕｳｺ 島根 1時間00分28秒

48 7062 辻本 真由美 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏﾕﾐ 島根 1時間01分00秒

49 7046 又葉 徳子 ﾏﾀﾊﾞ ﾉﾘｺ 島根 アニバナ×チームマンモ 1時間01分22秒
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11 ・ Ⅱ部10km女子（39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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50 7028 山崎 眞美 ﾔﾏｻｷ ﾏﾐ 島根 まがたま荘 1時間01分48秒

51 7053 高橋 加奈 ﾀｶﾊｼ ｶﾅ 東京 1時間03分49秒

52 7029 野口 詩織 ﾉｸﾞﾁ ｼｵﾘ 島根 出雲造機走る会 1時間04分13秒

53 7054 齊田 周子 ｻｲﾀﾞ ｼｭｳｺ 島根 ＪＡしまね 1時間04分24秒

54 7067 西村 典恵 ﾆｼﾑﾗ ﾉﾘｴ 島根 1時間05分59秒

55 7025 福島 貴代美 ﾌｸｼﾏ ｷﾖﾐ 島根 ｔｅａｍ柳川鍋 1時間10分28秒

56 7064 ピオラ エルマニア ﾋﾟｵﾗ ｴﾙﾏﾆｱ 島根 1時間12分46秒



12 ・ 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 7401 松本 華奈 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅ 島根 松江陸上クラブ 42分15秒

2 7422 吉元 晶子 ﾖｼﾓﾄ ｱｷｺ 鳥取 46分54秒

3 7438 若槻　淳子 ﾜｶﾂｷ ｼﾞｭﾝｺ 島根 ジョイフルフィットネスクラブ 50分33秒

4 7413 関根 真紀子 ｾｷﾈ ﾏｷｺ 東京 51分42秒

5 7439 青山　奈津子 ｱｵﾔﾏ ﾅﾂｺ 島根 52分01秒

6 7411 中村 加枝 ﾅｶﾑﾗ ｶｴ 島根 53分41秒

7 7436 足立　聡子 ｱﾀﾞﾁ ｻﾄｺ 島根 54分18秒

8 7425 遠藤 貴子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶｺ 鳥取 54分31秒

9 7408 中祖 葉子 ﾅｶｿ ﾖｳｺ 兵庫 54分38秒

10 7424 島田 由貴 ｼﾏﾀﾞ ﾕｷ 神奈川 54分58秒

11 7414 谷村 奈津子 ﾀﾆﾑﾗ ﾅﾂｺ 島根 たにむら内科クリニック 55分47秒

12 7435 杉田　千苗 ｽｷﾞﾀ ﾁﾅｴ 神奈川 57分14秒

13 7409 細田 淳子 ﾎｿﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 島根 ｔｅａｍ柳川鍋 57分15秒

14 7432 勝部 敦子 ｶﾂﾍﾞ ｱﾂｺ 島根 奥出雲町職 57分19秒

15 7426 久保田 美穂 ｸﾎﾞﾀ ﾐﾎ 島根 57分24秒

16 7404 山根 みゆき ﾔﾏﾈ ﾐﾕｷ 島根 57分26秒

17 7437 坂本　美和 ｻｶﾓﾄ ﾐﾜ 島根 57分41秒

18 7441 木村　恵 ｷﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ 島根 おやこ劇場松江センター 58分09秒

19 7442 髙橋　朋子 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｺ 島根 58分45秒

20 7410 鷲森 聡美 ﾜｼﾓﾘ ｻﾄﾐ 島根 ｔｅａｍ柳川鍋 58分57秒

21 7431 田中 友紀 ﾀﾅｶ ﾕｷ 島根 59分33秒

22 7428 西山 由美子 ﾆｼﾔﾏ ﾕﾐｺ 神奈川 59分55秒

23 7416 林原 あすみ ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ｱｽﾐ 鳥取 1時間00分19秒

24 7430 松浦 香代子 ﾏﾂｳﾗ ｶﾖｺ 島根 山陰ランクラブ／島根県庁 1時間00分21秒

25 7427 河本 圭子 ｶﾜﾓﾄ ｹｲｺ 島根 1時間00分43秒

26 7415 嘉儀 奈美子 ｶｷﾞ ﾅﾐｺ 島根 1時間00分44秒

27 7407 池田 克子 ｲｹﾀﾞ ｶﾂｺ 岡山 1時間01分36秒

28 7420 小澤 利恵子 ｵｻﾞﾜ ﾘｴｺ 東京都 1時間02分36秒

29 7423 橋本 喜子 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼｺ 神奈川 1時間02分47秒

30 7405 永野 もえぎ ﾅｶﾞﾉ ﾓｴｷﾞ 島根 1時間03分53秒

31 7440 橘　志穂 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾎ 島根 1時間04分13秒

32 7406 小村 愛子 ｺﾑﾗ ｱｲｺ 鳥取 チーム白くま 1時間06分14秒

33 7434 仙田　五月 ｾﾝﾀﾞ ｻﾂｷ 島根 1時間06分17秒

34 7418 瓦間 貴子 ｶﾜﾗﾏ ﾀｶｺ 和歌山 1時間10分01秒

35 7402 花岡 真由美 ﾊﾅｵｶ ﾏﾕﾐ 島根 1時間10分43秒

36 7421 錦織 恵子 ﾆｼｷｵﾘ ｹｲｺ 島根 ブルーマリーン 1時間11分43秒

37 7412 遠藤 和恵 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｴ 神奈川 1時間19分37秒

38 7433 山根 寿子 ﾔﾏﾈ ｶｽﾞｺ 島根 1時間20分40秒
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13 ・ 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 7526 森山　昌枝 ﾓﾘﾔﾏ ﾏｻｴ 島根 46分11秒

2 7502 矢田 瑞穂 ﾔﾀ ﾐｽﾞﾎ 島根 49分49秒

3 7510 足立 和子 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞｺ 島根 50分19秒

4 7516 三原 圭子 ﾐﾊﾗ ｹｲｺ 島根 50分23秒

5 7530 青砥　千佳子 ｱｵﾄ ﾁｶｺ 神奈川 51分14秒

6 7511 永岡 和子 ﾅｶﾞｵｶ ｶｽﾞｺ 島根 ＴＰＪ 51分25秒

7 7503 坂本 彰江 ｻｶﾓﾄ ｱｷｴ 島根 51分59秒

8 7521 坂本 美智子 ｻｶﾓﾄ ﾐﾁｺ 島根 54分11秒

9 7524 安達　まなみ ｱﾀﾞﾁ ﾏﾅﾐ 島根 54分25秒

10 7529 上田　貴子 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｺ 鳥取 54分55秒

11 7506 山本 恭子 ﾔﾏﾓﾄ ｷｮｳｺ 島根 おおつ絹靴会 55分17秒

12 7522 石倉 真由美 ｲｼｸﾗ ﾏﾕﾐ 島根 エリザジョグクラブ 55分54秒

13 7508 田中 年恵 ﾀﾅｶ ﾄｼｴ 大阪 セレッソ大阪ブリザ 56分07秒

14 7528 飯古　久美子 ﾊﾝｺ ｸﾐｺ 島根 56分15秒

15 7512 森脇 雅恵 ﾓﾘﾜｷ ﾏｻｴ 島根 56分58秒

16 7515 舟木 智恵子 ﾌﾅｷ ﾁｴｺ 鳥取 魚谷 57分08秒

17 7501 渡部 真弓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕﾐ 鳥取 よねぴょんと愉快な仲間 57分20秒

18 7504 吉田 洋子 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｺ 島根 チーム夢伝説 57分44秒

19 7519 浜中 美津子 ﾊﾏﾅｶ ﾐﾂｺ 島根 なし 59分00秒

20 7509 武田 悦美 ﾀｹﾀﾞ ｴﾂﾐ 島根 1時間00分30秒

21 7517 柿本 三智枝 ｶｷﾓﾄ ﾐﾁｴ 鳥取 1時間01分30秒

22 7525 上杉　朋子 ｳｴｽｷﾞ ﾄﾓｺ 島根 1時間01分49秒

23 7518 梶谷 久美子 ｶｼﾞﾀﾆ ｸﾐｺ 鳥取 1時間02分55秒

24 7523 宮崎 麻由美 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏﾕﾐ 島根 1時間04分26秒

25 7527 土江　由美子 ﾂﾁｴ ﾕﾐｺ 島根 1時間04分58秒

26 7514 川上 久美子 ｶﾜｶﾐ ｸﾐｺ 島根 1時間08分19秒

27 7505 岩崎 やよい ｲﾜｻｷ ﾔﾖｲ 島根 ｔｅａｍ柳川鍋 1時間09分41秒

28 7513 渡 博子 ﾜﾀﾘ ﾋﾛｺ 島根 1時間10分54秒

第39回まつえレディースハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2018/3/18



14 ・ 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 大内 和枝 ｵｵｳﾁ ｶｽﾞｴ 島根 松江北山陸友会 52分19秒

2 7602 岡田 真起子 ｵｶﾀﾞ ﾏｷｺ 岡山 桃太郎夢クラブ 55分49秒

3 7605 間庭　公子 ﾏﾆﾜ ｷﾐｺ 島根 57分52秒

4 7606 高尾　和子 ﾀｶｵ ｶｽﾞｺ 島根 58分14秒

5 7603 沖 弥生 ｵｷ ﾔﾖｲ 鳥取 58分25秒

6 7604 渡辺 極子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾜｺ 島根 1時間17分53秒
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15 ・ Ⅱ部10km男子（39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 8029 福濱　駿 ﾌｸﾊﾏ ｼｭﾝ 島根 ホシザキ陸上部 31分11秒

2 8018 村岡 拓弥 ﾑﾗｵｶ ﾀｸﾔ 島根 松江市陸協 32分58秒

3 8023 渡辺 達也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ 鳥取 自衛隊米子 32分59秒

4 8016 三賀森 智哉 ﾐｶﾓﾘ ﾄﾓﾔ 島根 松江市陸協 33分13秒

5 8040 前田　雄飛 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾋ 島根 島根大学 33分26秒

6 8019 西尾 武士 ﾆｼｵ ﾀｹｼ 鳥取 自衛隊米子 33分34秒

7 8038 原　一智 ﾊﾗ ｶｽﾞﾄﾓ 島根 島根大学 33分47秒

8 8052 田中 敏弘 ﾀﾅｶ ﾄｼﾋﾛ 島根 雲南市陸協 33分48秒

9 8058 津川　広志 ﾂｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 島根 松江市陸協 33分56秒

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

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

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

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

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

15 8021 園山 健太 ｿﾉﾔﾏ ｹﾝﾀ 島根 島根AC 34分47秒

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

17 8004 志食　歩輝 ｼｼﾞｷ ｱﾕｷ 島根 平田高校 34分58秒

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

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

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

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

22 8005 今若　流 ｲﾏﾜｶ ﾘｭｳ 島根 平田高校 35分19秒

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

24 8035 前田　裕紀 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ 兵庫 鳥取大学 35分39秒

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

26 8031 内田　陽太 ｳﾁﾀﾞ ﾖｳﾀ 島根 島根大学 35分56秒

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

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

29 8090 古澤　啓太 ﾌﾙｻﾞﾜ ｹｲﾀ 広島 36分15秒

30 8006 佐藤　聖馬 ｻﾄｳ ｾｲﾏ 島根 平田高校 36分18秒

31 8082 大西 一史 ｵｵﾆｼ ｶｽﾞｼ 島根 36分24秒

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

33 8144 上野 敬介 ｳｴﾉ ｹｲｽｹ 島根 36分46秒

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

35 8061 黒田 敦斗 ｸﾛﾀﾞ ｱﾂﾄ 島根 36分48秒

36 8003 青木 陽生 ｱｵｷ ﾖｳｾｲ 島根 平田高校 36分48秒

37 8087 高根　晴 ﾀｶﾈ ｾｲ 島根 36分53秒

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

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

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

41 8043 野口 斉 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 鳥取 王子製紙 37分32秒

42 8026 西村 浩貴 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ 鳥取 島根大学 37分43秒

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

44 8196 山口　一之 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ 鳥取 38分08秒

45 8059 福井 健次 ﾌｸｲ ｹﾝｼﾞ 鳥取 38分14秒

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

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

48 8089 原　尚樹 ﾊﾗ ﾅｵｷ 島根 38分22秒

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

第39回まつえレディースハーフマラソン
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50 8070 勝部 優太 ｶﾂﾍﾞ ﾕｳﾀ 島根 ＴＥＡＭｕ 38分45秒

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

52 8014 舩津 涼太 ﾌﾅﾂ ﾘｮｳﾀ 島根 松江商業 39分02秒

53 8111 百瀬 彰宏 ﾓﾓｾ ｱｷﾋﾛ 島根 39分21秒

54 8067 奥田 和也 ｵｸﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 島根 なし 39分41秒

55 8010 仁宮 拓帆 ﾆﾐﾔ ﾀｸﾎ 島根 開星高校 39分42秒

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

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

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

59 8048 入江 洋希 ｲﾘｴ ﾋﾛｷ 鳥取 歌丸ＲＣ 39分58秒

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

61 8194 山根　真二 ﾔﾏﾈ ｼﾝｼﾞ 島根 40分04秒

62 8074 奥村 康大 ｵｸﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 島根 40分14秒

63 8075 高橋 友也 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 島根 40分22秒

64 8050 岸 孝史 ｷｼ ﾀｶｼ 島根 西ノ島ＲＣ 40分52秒

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

66 8062 江藤 雄紀 ｴﾄｳ ﾕｳｷ 島根 41分04秒

67 8123 山根 博之 ﾔﾏﾈ ﾋﾛﾕｷ 島根 美酒ラン 41分08秒

68 8101 伊藤 恭平 ｲﾄｳ ｷｮｳﾍｲ 島根 41分11秒

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

70 8100 塚崎 大貴 ﾂｶｻｷ ﾋﾛｷ 島根 41分20秒

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

72 8129 千代 知明 ﾁｼﾛ ﾄﾓｱｷ 島根 41分39秒

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

74 8141 内田 元気 ｳﾁﾀﾞ ﾓﾄｷ 島根 41分50秒

75 8112 小倉 隼人 ｵｸﾞﾗ ﾊﾔﾄ 島根 41分59秒

76 8109 神庭 悠介 ｶﾝﾊﾞ ﾕｳｽｹ 島根 42分10秒

77 8121 広江 享祐 ﾋﾛｴ ｷｮｳｽｹ 島根 42分24秒

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

79 8198 土江　文介 ﾂﾁｴ ﾌﾞﾝｽｹ 島根 43分12秒

80 8189 上田 竜也 ｳｴﾀﾞ ﾀﾂﾔ 島根 43分17秒

81 8131 高力 徹 ｺｳﾘｷ ﾄｵﾙ 鳥取 43分27秒

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

83 8126 兼折 隆 ｶﾈｵﾘ ﾀｶｼ 島根 43分50秒

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

85 8066 横田 昇太朗 ﾖｺﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 島根 44分04秒

86 8176 引野 敬史 ﾋｷﾉ ﾀｶﾌﾐ 鳥取 44分12秒

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

88 8137 吉岡 真治 ﾖｼｵｶ ｼﾝｼﾞ 島根 44分26秒

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

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

91 8158 平田 豊 ﾍｲﾀﾞ ﾕﾀｶ 島根 44分36秒

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

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

94 8168 松崎 文明 ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐｱｷ 島根 45分27秒

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

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

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

98 8072 黒崎 満 ｸﾛｻｷ ﾐﾂﾙ 島根 まがたま荘 46分24秒
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99 8128 角田 浩介 ｽﾐﾀ ｺｳｽｹ 島根 46分25秒

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

101 8177 山角 修司 ﾔﾏｽﾐ ｼｭｳｼﾞ 島根 46分49秒

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

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

104 8146 福西 政隆 ﾌｸﾆｼ ﾏｻﾀｶ 京都 48分16秒

105 8191 高橋　博 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 島根 48分16秒

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

107 8068 深堀 翔貴 ﾌｶﾎﾘ ｼｮｳｷ 島根 48分24秒

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

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

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

111 8114 山本 裕介 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 島根 48分47秒

112 8204 松浦　佑哉 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾔ 島根 49分05秒

113 8110 瀬尾 訓和 ｾｵ ﾉﾘｶｽﾞ 鳥取 49分18秒

114 8181 内田 智也 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ 島根 49分25秒

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

116 8098 矢野 拓朗 ﾔﾉ ﾀｸﾛｳ 島根 50分12秒

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

118 8096 迫口 晃治 ｻｺｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 島根 50分49秒

119 8201 藤原　裕也 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ 島根 51分05秒

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

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

122 8065 石笠 たくろう ｲｼｶﾞｻ ﾀｸﾛｳ 島根 51分19秒

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

124 8162 川上 雄介 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｽｹ 鳥取 51分39秒

125 8199 曽田　哲弘 ｿﾀ ﾃﾂﾋﾛ 島根 51分50秒

126 8185 中原 正樹 ﾅｶﾊﾗ ﾏｻｷ 鳥取 51分51秒

127 8099 山根 恭介 ﾔﾏﾈ ｷｮｳｽｹ 島根 52分04秒

128 8173 金坂 俊二 ｶﾈｻｶ ｼｭﾝｼﾞ 島根 52分06秒

129 8175 内田 剛 ｳﾁﾀﾞ ｺﾞｵ 島根 52分17秒

130 8200 野田　啓司 ﾉﾀﾞ ｹｲｼﾞ 島根 52分24秒

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

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

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

134 8151 柿本 和也 ｶｷﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 鳥取 53分08秒

135 8197 五百川　大樹 ｲｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 島根 53分32秒

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

137 8078 田畠 佑紀 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 広島 53分40秒

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

139 8153 山口 和也 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 鳥取 53分50秒

140 8081 石井 誠 ｲｼｲ ﾏｺﾄ 島根 54分06秒

141 8195 糸川　護 ｲﾄｶﾞﾜ ﾏﾓﾙ 島根 54分27秒

142 8210 村上　孝 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｼ 島根 岩谷産業 54分29秒

143 8180 島田 雅志 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻｼ 神奈川 54分58秒

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

145 8085 井上　文人 ｲﾉｳｴ ﾌﾐﾄ 島根 55分19秒

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

147 8188 吉田 優 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ 島根 鳥取大学附属病院 55分37秒
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148 8105 青木 啓悟 ｱｵｷ ｹｲｺﾞ 島根 島根富士通 56分14秒

149 8142 見山 晋一 ﾐﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 島根 56分39秒

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

151 8136 井上 宗親 ｲﾉｳｴ ﾑﾈﾁｶ 島根 日星 56分51秒

152 8135 矢内 均 ﾔﾅｲ ﾋﾄｼ 島根 56分55秒

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

154 8202 松本　淳 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 島根 57分33秒

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

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

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

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

159 8063 深井 理志 ﾌｶｲ ｻﾄｼ 広島 1時間00分18秒

160 8083 飯塚 健 ｲｲﾂｶ ｹﾝ 島根 1時間00分33秒

161 8167 余村 健一 ﾖﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 島根 1時間00分48秒

162 8118 周藤 将司 ｽﾄｳ ﾏｻｼ 島根 1時間00分59秒

163 8132 内田 直志 ｳﾁﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 島根 1時間01分09秒

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

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

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

167 8060 坂見 大起 ｻｶﾐ ﾀﾞｲｷ 島根 1時間04分30秒

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

169 8178 寺田 直史 ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ 広島 1時間04分42秒

170 8155 安部 優一 ｱﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 島根 1時間04分43秒

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

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

173 8086 佐藤　祐貴 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 島根 1時間05分54秒

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

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

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

177 8084 松浦　一輝 ﾏﾂｳﾗ ｶｽﾞｷ 島根 1時間13分17秒

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



16 ・ 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 8401 田中 賢一 ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ 島根 松江陸上クラブ 35分04秒

2 8411 片寄 博幸 ｶﾀﾖｾ ﾋﾛﾕｷ 島根 雲南市陸協 35分52秒

3 8414 松原 大輔 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｽｹ 香川 チーム全力少年 36分10秒

4 8415 梶谷 真広 ｶｼﾞﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ 島根 雑賀津田街道 36分46秒

5 8410 持田 淳 ﾓﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 島根 松江陸上クラブ 37分20秒

6 8447 山下 賢治 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｼﾞ 広島 ＷｉｎｄＲｕｎ 37分34秒

7 8443 田中 宏幸 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ 島根 ごうぎん 38分01秒

8 8416 井原 周治 ｲﾊﾞﾗ ｼｭｳｼﾞ 島根 ＨＭＣ 38分28秒

9 8406 矢田 透 ﾔﾀ ﾄｵﾙ 島根 チームタスキ 38分49秒

10 8522 松尾　茂 ﾏﾂｵ ｼｹﾞﾙ 鳥取 38分51秒

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

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

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

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

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

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

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

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

19 8433 大谷 洋二 ｵｵﾀﾆ ﾖｳｼﾞ 兵庫 41分30秒

20 8409 岩崎 満 ｲﾜｻｷ ﾐﾂﾙ 島根 斐川ＡＣ 41分31秒

21 8471 佐藤 恵二 ｻﾄｳ ｹｲｼﾞ 島根 三和印刷 41分46秒

22 8450 日野 誠 ﾋﾉ ﾏｺﾄ 島根 チーム四中校区 41分47秒

23 8528 林　一茂 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｼｹﾞ 島根 41分50秒

24 8465 山本 卓 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸ 岡山 チーム暁 41分57秒

25 8421 熊谷 治 ｸﾏｶﾞｲ ｵｻﾑ 広島 42分11秒

26 8480 川岡 浩之 ｶﾜｵｶ ﾋﾛﾕｷ 島根 42分31秒

27 8508 伊藤 広志 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 島根 42分42秒

28 8481 星野 誠 ﾎｼﾉ ﾏｺﾄ 島根 43分21秒

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

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

31 8530 橋本　幸夫 ﾊｼﾓﾄ ｻﾁｵ 島根 43分39秒

32 8418 小川 昌洋 ｵｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 島根 43分40秒

33 8491 高原 精司 ﾀｶﾊﾗ ｾｲｼﾞ 島根 43分40秒

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

35 8477 鈴木 通俊 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾄｼ 島根 44分02秒

36 8485 山根 一史 ﾔﾏﾈ ｶｽﾞｼ 島根 44分06秒

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

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

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

40 8473 溝口 貴之 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 兵庫 44分33秒

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

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

43 8496 有働 健 ｳﾄﾞｳ ｹﾝ 鳥取 45分17秒

44 8437 永瀬 輝樹 ﾅｶﾞｾ ﾃﾙｷ 島根 大田市 45分19秒

45 8413 井出 速人 ｲﾃﾞ ﾊﾔﾄ 大阪 45分20秒

46 8472 北脇 学 ｷﾀﾜｷ ﾏﾅﾌﾞ 島根 45分28秒

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

48 8469 石倉 昌二 ｲｼｸﾗ ｼｮｳｼﾞ 島根 45分47秒

49 8524 森田　修司 ﾓﾘﾀ ｼｭｳｼﾞ 島根 46分27秒

第39回まつえレディースハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2018/3/18



16 ・ 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39回まつえレディースハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2018/3/18

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

51 8457 狩野 和幸 ｶﾘﾉ ｶｽﾞﾕｷ 島根 47分08秒

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

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

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

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

56 8497 森灘 一志 ﾓﾘﾅﾀﾞ ｶｽﾞｼ 鳥取 48分22秒

57 8460 黒田 康仁 ｸﾛﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ 島根 49分00秒

58 8506 谷原 茂郎 ﾀﾆﾊﾗ ｼｹﾞｵ 島根 49分09秒

59 8424 山本 浩二 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 鳥取 敬仁会 49分11秒

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

61 8453 田中 泰昌 ﾀﾅｶ ﾔｽﾏｻ 鳥取 49分23秒

62 8425 賀井 尚志 ｶｲ ﾅｵｼ 島根 49分41秒

63 8510 藤原 武 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｹｼ 島根 ＪＡしまねくにびき走ろう会 49分44秒

64 8515 長田 直文 ﾅｶﾞﾀ ﾀﾀﾞﾌﾐ 島根 50分06秒

65 8527 岩谷　誠 ｲﾜﾀﾆ ﾏｺﾄ 島根 50分09秒

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

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

68 8523 須田　治 ｽﾀﾞ ｵｻﾑ 島根 50分28秒

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

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

71 8468 吉岡 秀訓 ﾖｼｵｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ 島根 50分46秒

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

73 8517 福間　隆 ﾌｸﾏ ﾀｶｼ 島根 島根銀行 51分19秒

74 8488 松村 博之 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 島根 52分02秒

75 8486 井上 啓一 ｲﾉｳｴ ｹｲｲﾁ 鳥取 52分16秒

76 8503 奥原 哲也 ｵｸﾊﾗ ﾃﾂﾔ 島根 会社員 52分25秒

77 8501 藤原 操 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐｻｵ 鳥取 52分26秒

78 8458 井本 英 ｲﾓﾄ ｽｸﾞﾙ 鳥取 ＨＭＢ４７ 52分42秒

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

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

81 8504 桑谷 正樹 ｸﾜﾀﾆ ﾏｻｷ 島根 52分57秒

82 8521 山岡　清志 ﾔﾏｵｶ ｷﾖｼ 島根 53分08秒

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

84 8439 中山 大介 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 島根 53分46秒

85 8507 宇田川 誠 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 広島 53分50秒

86 8422 松尾 圭祐 ﾏﾂｵ ｹｲｽｹ 島根 53分51秒

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

88 8533 伊藤　龍司 ｲﾄｳ ﾀﾂｼ 島根 53分57秒

89 8513 越野 浩一 ｺｼﾉ ｺｳｲﾁ 島根 54分19秒

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

91 8484 遠藤 博史 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 鳥取 54分31秒

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

93 8428 高田 正樹 ﾀｶﾀ ﾏｻｷ 島根 55分22秒

94 8455 原 淳也 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 島根 55分27秒

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

96 8454 臼井 利光 ｳｽｲ ﾄｼﾐﾂ 島根 55分33秒

97 8426 細木 正司 ﾎｿｷﾞ ｼｮｳｼﾞ 島根 55分37秒

98 8520 平井　剛史 ﾋﾗｲ ﾀｹｼ 島根 56分06秒
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99 8502 井上 裕文 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾌﾐ 島根 ＪＡくにびき走ろう会 56分11秒

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

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

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

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

104 8479 門脇 健次 ｶﾄﾞﾜｷ ｹﾝｼﾞ 島根 58分02秒

105 8498 戸田 高之 ﾄﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 東京 ＭＳＤ 58分21秒

106 8525 来海　隆義 ｷﾏﾁ ﾀｶﾖｼ 島根 59分40秒

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

108 8487 石津 宏明 ｲｼﾂﾞ ﾋﾛｱｷ 島根 1時間00分54秒

109 8419 川端 豪 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾂﾖｼ 鳥取 1時間01分02秒

110 8445 高尾 淳 ﾀｶｵ ｼﾞｭﾝ 島根 1時間01分57秒

111 8495 花井 淳 ﾊﾅｲ ｼﾞｭﾝ 鳥取 1時間02分29秒

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

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

114 8420 井澤 実 ｲｻﾞﾜ ﾐﾉﾙ 鳥取 1時間08分50秒

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

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



17 ・ 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 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

第39回まつえレディースハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2018/3/18



17 ・ 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

第39回まつえレディースハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2018/3/18

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

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



18 ・ 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 8805 福﨑 穰司 ﾌｸｻﾞｷ ｼﾞｮｳｼﾞ 広島 広島マスターズ陸上 42分05秒

2 8843 林　武男 ﾊﾔｼ ﾀｹｵ 島根 43分29秒

3 8804 村上 克巳 ﾑﾗｶﾐ ｶﾂﾐ 島根 松江陸上クラブ 44分20秒

4 8802 小川 和彦 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ 島根 土地家屋調査士 44分48秒

5 8819 徳安 隆志 ﾄｸﾔｽ ﾀｶｼ 鳥取 45分56秒

6 8837 三島 武 ﾐｼﾏ ﾀｹｼ 島根 山陰中央新報社 47分12秒

7 8831 川上 彰 ｶﾜｶﾐ ｱｷﾗ 鳥取 オンリーワンズ 48分02秒

8 8821 津田 俊男 ﾂﾀﾞ ﾄｼｵ 島根 たまゆの杜 49分11秒

9 8834 松尾 賢一 ﾏﾂｵ ｹﾝｲﾁ 鳥取 チーム全力少年 49分14秒

10 8803 荒川 恭行 ｱﾗｶﾜ ﾔｽﾕｷ 島根 松江スキークラブ 50分08秒

11 8845 中村　好孝 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 島根 チーム　タスキ 50分36秒

12 8846 青木　透 ｱｵｷ ﾄｵﾙ 島根 51分48秒

13 8825 安達 基隆 ｱﾀﾞﾁ ﾓﾄﾀｶ 島根 52分08秒

14 8809 前田 純一 ﾏｴﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 鳥取 52分22秒

15 8829 岩本 謙司 ｲﾜﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 島根 52分37秒

16 8810 石倉 隆 ｲｼｸﾗ ﾀｶｼ 島根 53分39秒

17 8822 吉元 雅行 ﾖｼﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 島根 54分49秒

18 8807 安達 武敏 ｱﾀﾞﾁ ﾀｹﾄｼ 島根 チーム颯人 55分51秒

19 8815 小松 万寿夫 ｺﾏﾂ ﾏｽｵ 兵庫 56分12秒

20 8801 大下 誠 ｵｵｼﾀ ﾏｺﾄ 島根 出雲市陸協 56分25秒

21 8808 石賀 敏 ｲｼｶﾞ ｻﾄｼ 鳥取 56分47秒

22 8828 椿 俊司 ﾂﾊﾞｷ ｼｭﾝｼﾞ 島根 57分22秒

23 8806 和久利　誓一 ﾜｸﾘ ｾｲｲﾁ 島根 57分33秒

24 8826 山本 悦正 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾏｻ 島根 57分34秒

25 8833 小立 孝志 ｵﾀﾞﾁ ﾀｶｼ 島根 58分01秒

26 8842 中川　昇 ﾅｶｶﾞﾜ ﾉﾎﾞﾙ 鳥取 58分13秒

27 8835 吉村 富士夫 ﾖｼﾑﾗ ﾌｼﾞｵ 鳥取 58分25秒

28 8816 道上 哲俊 ﾐﾁｳｴ ﾃﾂﾄｼ 広島 58分48秒

29 8836 今 憲治 ｺﾝ ｹﾝｼﾞ 島根 59分46秒

30 8817 日野 義信 ﾋﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 島根 59分53秒

31 8811 樋野 年英 ﾋﾉ ﾄｼﾋﾃﾞ 島根 1時間00分16秒

32 8847 福島　高明 ﾌｸｼﾏ ﾀｶｱｷ 島根 1時間01分11秒

33 8823 添田 健 ｿｴﾀﾞ ﾀｹｼ 島根 松江日赤 1時間01分54秒

34 8812 岡本 知巳 ｵｶﾓﾄ ﾄﾓﾐ 鳥取 1時間05分21秒

35 8850 岩崎　昭二 ｲﾜｻｷ ｼｮｳｼﾞ 島根 1時間05分45秒

36 8841 青砥　千也 ｱｵﾄ ｶｽﾞﾔ 島根 大東走友会 1時間07分10秒

37 8832 福島 浩之 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 島根 1時間09分57秒

38 8838 安田 勝文 ﾔｽﾀﾞ ｶﾂﾌﾐ 島根 丸永建設 1時間11分40秒

第39回まつえレディースハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2018/3/18


