
- 第13回なかうみマラソン全国大会 -

中海架橋コース「ハーフマラソン」男29歳以下

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2017/11/5

スタート： 10:10:00

会場: 安来市和鋼博物館前広場

主催: 安来市、なかうみマラソン大会実行委員会

1時間14分03秒1 菅原　貴行54 ｽｶﾞﾊﾗ ﾀｶﾕｷ (出雲市)

1時間14分20秒2 遠藤　航57 ｴﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ (米子市)

1時間14分48秒3 藤原　裕貴53 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳｷ (雲南市)

1時間14分58秒4 笹野　忠則3 ｻｻﾉ ﾀﾀﾞﾉﾘ (奥出雲町)

1時間15分20秒5 日野　裕貴78 ﾋﾉ ﾕｳｷ (江津市)

1時間20分06秒6 倉持　雄大8 ｸﾗﾓﾁ ﾕｳﾀﾞｲ (岡山県)

1時間20分30秒7 津村　亮介42 ﾂﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ (米子市)

1時間21分53秒8 武井　翔29 ﾀｹｲ ｼｮｳ (奥出雲町)

1時間22分58秒9 大越　啓貴82 ｵｵｺｼ ﾋﾛｷ (松江市)

1時間23分20秒10 山本　彪南1 ﾔﾏﾓﾄ ｺﾅﾝ (安来市)

1時間26分24秒11 岩永　達也70 ｲﾜﾅｶﾞ ﾀﾂﾔ (境港市)

1時間27分44秒12 勝部　優太10 ｶﾂﾍﾞ ﾕｳﾀ (安来市)

1時間28分35秒13 佐藤　章典117 ｻﾄｳ ｱｷﾉﾘ (安来市)

1時間29分09秒14 米田　翔吾33 ﾖﾈﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ (松江市)

1時間29分12秒15 都田　諒磨6 ﾐﾔｺﾀﾞ ﾘｮｳﾏ (松江市)

1時間29分20秒16 谷野　聖和84 ﾀﾆﾉ ｼｮｳﾜ (松江市)

1時間29分25秒17 東　祐平79 ﾋｶﾞｼ ﾕｳﾍｲ (米子市)

1時間30分59秒18 恩田　将吾34 ｵﾝﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ (松江市)

1時間31分39秒19 安達　卓登80 ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾄ (松江市)

1時間33分07秒20 成相　満50 ﾅﾘｱｲ ﾐﾂﾙ (出雲市)

1時間33分50秒21 生田　修一60 ｲｸﾀ ｼｭｳｲﾁ (伯耆町)

1時間34分03秒22 前田　涼23 ﾏｴﾀ ﾘｮｳ (米子市)

1時間38分10秒23 広江　貴51 ﾋﾛｴ ﾀｶｼ (安来市)

1時間38分40秒24 谷上　修31 ﾀﾆｶﾞﾐ ｼｭｳ (米子市)

1時間38分42秒25 安田　健106 ﾔｽﾀﾞ ﾀｹｼ (安来市)

1時間38分42秒26 近藤　雅俊71 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄｼ (米子市)

1時間39分10秒27 高本　峻伍48 ﾀｶﾓﾄ ｼｭﾝｺﾞ (松江市)

1時間39分25秒28 小林　昂平96 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ (安来市)

1時間39分52秒29 小林　弘宜76 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ (松江市)

1時間40分32秒30 小室　一機69 ｺﾑﾛ ｶｽﾞｷ (松江市)

1時間40分47秒31 村上　慶治7 ﾑﾗｶﾐ ｹｲｼﾞ (米子市)

1時間41分01秒32 松谷　知弘99 ﾏﾂﾀﾆ ﾄﾓﾋﾛ (安来市)

1時間41分18秒33 森　信弥35 ﾓﾘ ｼﾝﾔ (伯耆町)

1時間42分49秒34 吉本　隼矢102 ﾖｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ (松江市)

1時間43分14秒35 原　和志115 ﾊﾗ ｶｽﾞｼ (米子市)

1時間43分35秒36 野口　拓也73 ﾀ ｸﾔ (米子市)

1時間43分58秒37 品川　拓巳85 ｼﾅｶﾞﾜ ﾀｸﾐ (松江市)

1時間44分37秒38 田原　友隆119 ﾀﾊﾗ ﾄﾓﾀｶ (兵庫県)

1時間45分27秒39 宮崎　翔67 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳ (米子市)

1時間45分53秒40 大久保　成志113 ｵｵｸﾎﾞ ﾅﾙﾕｷ (松江市)

1時間46分30秒41 原　一幾43 ﾊﾗ ｶｽﾞｷ (安来市)

1時間46分52秒42 藤田　恭輔47 ﾌｼﾞﾀ ｷｮｳｽｹ (松江市)

1時間47分25秒43 熊谷　卓哉118 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾔ (安来市)

1時間47分50秒44 青戸　仁志21 ｱｵﾄ ﾋﾄｼ (安来市)

1時間48分12秒45 宮内　洋平4 ﾐﾔｳﾁ ﾖｳﾍｲ (安来市)

1時間48分21秒46 石橋　伸明24 ｲｼﾊﾞｼ ﾉﾌﾞｱｷ (松江市)

1時間48分32秒47 吉田　聖平98 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ (出雲市)

1時間50分06秒48 安本　悠也72 ﾔｽﾓﾄ ﾕｳﾔ (鳥取市)

1時間50分36秒49 中村　亮介92 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ (安来市)

1時間50分38秒50 藤原　剛28 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾂﾖｼ (松江市)
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1時間51分40秒51 金田　文也64 ｶﾈﾀﾞ ﾌﾐﾔ (大山町)

1時間53分04秒52 高橋　治輝104 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｷ (安来市)

1時間53分21秒53 渡部　克彦107 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾋｺ (安来市)

1時間53分26秒54 田中　魁人12 ﾀﾅｶ ｶｲﾄ (境港市)

1時間54分19秒55 伊藤　昂史52 ｲﾄｳ ﾀｶｼ (出雲市)

1時間55分22秒56 神谷　啓太61 ｶﾐﾀﾆ ｹｲﾀ (米子市)

1時間55分25秒57 光谷　勇也88 ﾐﾂﾀﾆ ﾕｳﾔ (出雲市)

1時間55分42秒58 田中　卓朗25 ﾀﾅｶ ﾀｸﾛｳ (松江市)

1時間56分06秒59 仲田　脩平121 ﾅｶﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ (米子市)

1時間56分40秒60 荒谷　篤史111 ｱﾗﾀﾆ ｱﾂｼ (松江市)

1時間56分42秒61 南　弘匡77 ﾐﾅﾐ ﾋﾛﾏｻ (境港市)

1時間57分08秒62 森山　裕介55 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳｽｹ (出雲市)

1時間57分12秒63 平林　健太44 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ (松江市)

1時間57分13秒64 園山　篤19 ｿﾉﾔﾏ ｱﾂｼ (安来市)

1時間57分19秒65 千日　拓馬93 ｾﾝﾆﾁ ﾀｸﾏ (広島県)

1時間57分39秒66 森本　崇文89 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾌﾐ (米子市)

1時間58分24秒67 東　陽平46 ｱｽﾞﾏ ﾖｳﾍｲ (京都府)

1時間58分58秒68 陶山　拓也39 ｽﾔﾏ ﾀｸﾔ (米子市)

1時間59分02秒69 佐貫　友哉65 ｻﾇｷ ﾄﾓﾔ (益田市)

1時間59分48秒70 小林　弘明32 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ (東京都)

2時間00分07秒71 桑原　憲生56 ｸﾜﾊﾗ ﾉﾘｵ (米子市)

2時間01分24秒72 板金　駿太2 ｲﾀｶﾞﾈ ｼｭﾝﾀ (安来市)

2時間01分29秒73 陶山　空羅116 ｽﾔﾏ ｿﾗ (松江市)

2時間02分05秒74 吉田　久輝68 ﾖｼﾀﾞ ﾋｻﾃﾙ (米子市)

2時間05分36秒75 野嶋　仁志112 ﾉｼﾞﾏ ﾋﾄｼ (松江市)

2時間07分23秒76 松山　光平58 ﾏﾂﾔﾏ ｺｳﾍｲ (米子市)

2時間07分35秒77 前川　拓郎17 ﾏｴｶﾜ ﾀｸﾛｳ (安来市)

2時間08分20秒78 白川　崇善109 ｼﾗｶﾜ ﾀｶﾖｼ (出雲市)

2時間09分20秒79 大森　智弘74 ｵｵﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ (安来市)

2時間09分22秒80 宮内　康行18 ﾐﾔｳﾁ ﾔｽﾕｷ (安来市)

2時間10分50秒81 大西　健太63 ｵｵﾆｼ ｹﾝﾀ (奥出雲町)

2時間11分35秒82 内仲　英114 ｳﾁﾅｶ ｴｲ (米子市)

2時間12分04秒83 佐藤　将吾87 ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ (広島県)

2時間12分17秒84 桃野　将伍105 ﾓﾓﾉ ｼｮｳｺﾞ (安来市)

2時間14分24秒85 岸　健志38 ｷｼ ﾀｹｼ (米子市)

2時間14分26秒86 吉原　玄鬼20 ﾖｼﾊﾗ ｹﾞﾝｷ (安来市)

2時間15分18秒87 高力　圭将27 ｺｳﾘｷ ｹｲｽｹ (琴浦町)

2時間15分18秒88 梅津　欣喜15 ｳﾒﾂﾞ ﾖｼｷ (琴浦町)

2時間15分19秒89 西村　蓮16 ﾆｼﾑﾗ ﾚﾝ (琴浦町)

2時間15分27秒90 榎谷　遼太59 ｴﾉｷﾀﾞﾆ ﾘｮｳﾀ (米子市)

2時間15分38秒91 金津　勇人110 ｶﾅﾂ ﾊﾔﾄ (松江市)

2時間15分46秒92 千原　亮二81 ﾁﾊﾗ ﾘｮｳｼﾞ (松江市)

2時間15分47秒93 平野　秀容108 ﾋﾗﾉ ﾋﾃﾞﾖ (松江市)

2時間16分14秒94 糸島　誠人83 ｲﾄｼﾏ ﾏｺﾄ (松江市)

2時間18分25秒95 葉山　伸也86 ﾊﾔﾏ ｼﾝﾔ (松江市)

2時間20分58秒96 高岡　大輝37 ﾀｶｵｶ ﾀﾞｲｷ (南部町)

2時間24分19秒97 藤根　慎也95 ﾌｼﾞﾈ ｼﾝﾔ (境港市)

2時間24分40秒98 石倉　悠生120 ｲｼｸﾗ ﾕｳｷ (松江市)

2時間26分04秒99 石橋　賢一郎94 ｲｼﾊﾞｼ ｹﾝｲﾁﾛｳ (安来市)

2時間27分06秒100 金森　将志103 ｶﾅﾓﾘ ﾏｻｼ (米子市)
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2時間30分02秒101 佐伯　誠斗13 ｻｴｷ ﾏｻﾄ (安来市)

2時間31分32秒102 藤原　光100 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋｶﾙ (松江市)

2時間34分58秒103 大前　周41 ｵｵﾏｴ ｼｭｳ (伯耆町)
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