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1時間18分08秒1 仲西　宏609 (安来市)ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｼ

1時間18分28秒2 持田　淳1001 (松江市)ﾓﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝ

1時間18分40秒3 白須　顕一945 (浜田市)ｼﾗｽ ｹﾝｲﾁ

1時間21分50秒4 大利　晶規877 (米子市)ｵｵﾘ ﾏｻﾉﾘ

1時間22分15秒5 梶谷　真広924 (松江市)ｶｼﾞﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ

1時間22分35秒6 加藤　秀之631 (松江市)ｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間23分33秒7 寺本　貴志806 (八頭町)ﾃﾗﾓﾄ ﾀｶｼ

1時間23分36秒8 長廻　秀一838 (米子市)ﾅｶﾞｻｺ ｼｭｳｲﾁ

1時間24分01秒9 福原　崇之800 (広島県)ﾌｸﾊﾗ ﾀｶﾕｷ

1時間24分01秒10 太田　広道656 (岡山県)ｵｵﾀ ﾋﾛﾐﾁ

1時間24分42秒11 松尾　茂620 (境港市)ﾏﾂｵ ｼｹﾞﾙ

1時間24分44秒12 高尾　徳寛879 (松江市)ﾀｶｵ ﾉﾘﾋﾛ

1時間24分58秒13 大塚　誠784 (出雲市)ｵｵﾂｶ ﾏｺﾄ

1時間25分34秒14 山岡　進1005 (出雲市)ﾔﾏｵｶ ｽｽﾑ

1時間26分06秒15 安食　剛志915 (出雲市)ｱｼﾞｷ ﾂﾖｼ

1時間27分01秒16 長野　高明625 (松江市)ﾅｶﾞﾉ ﾀｶｱｷ

1時間27分54秒17 三代　高広649 (松江市)ﾐｼﾛ ﾀｶﾋﾛ

1時間27分57秒18 藤井　量久983 (米子市)ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾋｻ

1時間28分43秒19 三澤　誠836 (東京都)ﾐｻﾞﾜ ﾏｺﾄ

1時間28分58秒20 小野　克起903 (浜田市)ｵﾉ ﾖｼｶｽﾞ

1時間29分36秒21 亀山　泰彦858 (出雲市)ｶﾒﾔﾏ ﾔｽﾋｺ

1時間29分43秒22 都田　哲司623 (松江市)ﾐﾔｺﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ

1時間29分56秒23 岩崎　満610 (松江市)ｲﾜｻｷ ﾐﾂﾙ

1時間29分59秒24 光谷　嘉高982 (雲南市)ﾐﾂﾀﾆ ﾖｼﾀｶ

1時間30分03秒25 佐藤　尚喜779 (米子市)ｻﾄｳ ﾅｵｷ

1時間30分30秒26 松本　太一995 (松江市)ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲﾁ

1時間31分05秒27 松本　浩一732 (米子市)ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｲﾁ

1時間31分08秒28 小笠原　礼以863 (広島県)ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾚｲ

1時間31分39秒29 鈴木　雅彦799 (倉吉市)ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋｺ

1時間31分53秒30 藤岡　好隆893 (米子市)ﾌｼﾞｵｶ ﾖｼﾀｶ

1時間31分57秒31 多久和　雅人1011 (松江市)ﾀｸﾜ ﾏｻﾄ

1時間32分04秒32 小笹　歩887 (松江市)ｵｻﾞｻ ｱﾕﾐ

1時間32分12秒33 橋田　祐一郎813 (米子市)ﾊｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1時間32分18秒34 山崎　仁士911 (出雲市)ﾔﾏｻｷ ｻﾄｼ

1時間32分36秒35 山根　一史950 (出雲市)ﾔﾏﾈ ｶｽﾞｼ

1時間32分43秒36 田中　政和776 (大田市)ﾀﾅｶ ﾏｻｶｽﾞ

1時間32分54秒37 山崎　隆志740 (松江市)ﾔﾏｻｷ ﾀｶｼ

1時間33分21秒38 大道　謙太郎695 (松江市)ｵｵﾐﾁ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間33分37秒39 安立　順也853 (松江市)ｱﾀﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間33分51秒40 飛田　正樹606 (安来市)ﾄﾋﾞﾀ ﾏｻｷ

1時間33分56秒41 谷内　幹弘949 (鳥取市)ﾀﾆｳﾁ ﾐｷﾋﾛ

1時間33分58秒42 吉澤　政展846 (広島県)ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ

1時間34分31秒43 山根　良平786 (松江市)ﾔﾏﾈ ﾘｮｳﾍｲ

1時間34分36秒44 松本　章804 (琴浦町)ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ

1時間34分45秒45 花原　伸幸671 (境港市)ﾊﾅﾊﾞﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間34分54秒46 小草　健938 (松江市)ｵｸﾞｻ ｹﾝ

1時間34分57秒47 小西　伊智郎847 (松江市)ｺﾆｼ ｲﾁﾛｳ

1時間35分03秒48 大屋　孝文680 (江津市)ｵｵﾔ ﾀｶﾌﾐ

1時間35分14秒49 杉原　健司603 (松江市)ｽｷﾞﾊﾗ ｹﾝｼﾞ

1時間35分27秒50 長塩　隆之874 (安来市)ﾅｶﾞｼｵ ﾀｶﾕｷ
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1時間35分53秒51 井元　圭宏907 (出雲市)ｲﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ

1時間35分57秒52 渡邊　悟777 (松江市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ

1時間36分34秒53 木村　賢治885 (松江市)ｷﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

1時間36分39秒54 永島　剛615 (米子市)ﾅｶﾞｼﾏ ﾂﾖｼ

1時間36分58秒55 伊藤　広志708 (松江市)ｲﾄｳ ﾋﾛｼ

1時間37分01秒56 宮内　順矢988 (米子市)ﾐﾔｳﾁ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間37分02秒57 佐野　秀樹902 (出雲市)ｻﾉ ﾋﾃﾞｷ

1時間37分35秒58 松本　幸生674 (松江市)ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷｵ

1時間37分37秒59 前田　啓助693 (鳥取市)ﾏｴﾀ ｹｲｽｹ

1時間38分09秒60 盛山　哲郎919 (琴浦町)ｾｲﾔﾏ ﾃﾂﾛｳ

1時間38分25秒61 綾野　賢治828 (岡山県)ｱﾔﾉ ｹﾝｼﾞ

1時間38分26秒62 西嶋　賢司984 (福岡県)ﾆｼｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ

1時間38分28秒63 加藤　高志756 (米子市)ｶﾄｳ ﾀｶｼ

1時間38分28秒64 稲村　竜太676 (出雲市)ｲﾅﾑﾗ ﾘｭｳﾀ

1時間38分57秒65 平川　正樹744 (千葉県)ﾋﾗｶﾜ ﾏｻｷ

1時間39分05秒66 兵頭　保1000 (山口県)ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀﾓﾂ

1時間39分07秒67 大國　貴寿758 (境港市)ｵｵｸﾞﾆ ﾀｶﾋｻ

1時間39分10秒68 和田　悟639 (松江市)ﾜﾀﾞ ｻﾄﾙ

1時間39分15秒69 森安　崇文613 (大山町)ﾓﾘﾔｽ ﾀｶﾌﾐ

1時間39分24秒70 齋藤　雄史郎640 (松江市)ｻｲﾄｳ ﾕｳｼﾛｳ

1時間39分37秒71 倉岡　洋介833 (岡山県)ｸﾗｵｶ ﾖｳｽｹ

1時間39分50秒72 岩田　敏宏605 (安来市)ｲﾜﾀ ﾄｼﾋﾛ

1時間39分57秒73 鷲見　利明657 (大山町)ｽﾐ ﾄｼｱｷ

1時間39分58秒74 有働　健974 (境港市)ｳﾄﾞｳ ｹﾝ

1時間40分13秒75 土井　真一792 (松江市)ﾄﾞｲ ｼﾝｲﾁ

1時間40分23秒76 吉持　暢宏794 (米子市)ﾖｼﾓﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間40分33秒77 原野　博文811 (兵庫県)ﾊﾗﾉ ﾋﾛﾌﾐ

1時間40分35秒78 上村　哲司728 (米子市)ｳｴﾑﾗ ﾃﾂｼﾞ

1時間40分44秒79 林　真弘757 (松江市)ﾊﾔｼ ﾏｻﾋﾛ

1時間41分02秒80 青砥　将史626 (南部町)ｱｵﾄ ﾏｻﾌﾐ

1時間41分09秒81 岡田　信行876 (境港市)ｵｶﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間41分11秒82 松本　有博820 (大山町)ﾏﾂﾓﾄ ｱﾘﾋﾛ

1時間41分14秒83 増岡　友則981 (広島県)ﾏｽｵｶ ﾄﾓﾉﾘ

1時間41分28秒84 井塚　晃聖878 (米子市)ｲﾂﾞｶ ﾃﾙｷﾖ

1時間41分37秒85 前原　淳一960 (境港市)ﾏｴﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間41分38秒86 松岡　勝治884 (岡山県)ﾏﾂｵｶ ｶﾂｼﾞ

1時間41分49秒87 藏敷　秀則912 (出雲市)ｸﾗｼｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間41分55秒88 山本　博輝684 (米子市)ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ

1時間42分00秒89 植田　延裕809 (松江市)ｳｴﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間42分08秒90 木嶋　浩二997 (米子市)ｷｼﾏ ｺｳｼﾞ

1時間42分20秒91 野村　泰730 (山口県)ﾉﾑﾗ ﾔｽｼ

1時間42分25秒92 石川　一郎801 (松江市)ｲｼｶﾜ ｲﾁﾛｳ

1時間42分28秒93 田口　一成990 (安来市)ﾀｸﾞﾁ ｶｽﾞﾅﾘ

1時間42分48秒94 香田　博之619 (伯耆町)ｺｳﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間42分49秒95 千足　明良892 (兵庫県)ﾁｱｼ ｱｷﾗ

1時間42分49秒96 橋本　剛669 (米子市)ﾊｼﾓﾄ ﾂﾖｼ

1時間43分02秒97 山本　哲夫890 (安来市)ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｵ

1時間43分04秒98 鈴木　通俊923 (松江市)ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾄｼ

1時間43分10秒99 岩田　将澄843 (松江市)ｲﾜﾀ ﾏｻｽﾞﾐ

1時間43分17秒100 安部　博美604 (安来市)ｱﾍﾞ ﾋﾛﾐ
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1時間43分22秒101 木村　和宏645 (松江市)ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間43分34秒102 長谷川　洋平977 (松江市)ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ

1時間43分38秒103 小豆澤　剛705 (松江市)ｱｽﾞｷｻﾞﾜ ﾂﾖｼ

1時間43分46秒104 細川　英一865 (出雲市)ﾎｿｶﾜ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

1時間44分07秒105 伊藤　直人629 (出雲市)ｲﾄｳ ﾅｵﾄ

1時間44分09秒106 牧野　隆1013 (米子市)ﾏｷﾉ ﾀｶｼ

1時間44分09秒107 板金　義明770 (安来市)ｲﾀｶﾈ ﾖｼｱｷ

1時間44分17秒108 古田　賢司872 (出雲市)ﾌﾙﾀ ｹﾝｼﾞ

1時間45分11秒109 宮平　健一1024 (米子市)ﾐﾔﾋﾗ ｹﾝｲﾁ

1時間45分15秒110 菊池　浩二957 (米子市)ｷｸﾁ ｺｳｼﾞ

1時間45分15秒111 山村　範樹962 (米子市)ﾔﾏﾑﾗ ﾉﾘｷ

1時間45分17秒112 小村　良幸668 (米子市)ｺﾑﾗ ﾖｼﾕｷ

1時間45分24秒113 久保　昌之675 (松江市)ｸﾎﾞ ﾏｻﾕｷ

1時間45分29秒114 山田　育宏781 (広島県)ﾔﾏﾀﾞ ｲｸﾋﾛ

1時間45分43秒115 細田　健治654 (安来市)ﾎｿﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

1時間45分44秒116 藤井　克宗816 (松江市)ﾌｼﾞｲ ｶﾂﾋﾛ

1時間45分45秒117 安達　雅紀916 (米子市)ｱﾀﾞﾁ ﾏｻｷ

1時間45分50秒118 北脇　学1003 (出雲市)ｷﾀﾜｷ ﾏﾅﾌﾞ

1時間45分53秒119 永澤　将紀689 (安来市)ﾅｶﾞｻﾜ ﾏｻｷ

1時間46分18秒120 徳安　成郎935 (米子市)ﾄｸﾔｽ ﾅﾙｵ

1時間46分21秒121 谷本　俊治764 (松江市)ﾀﾆﾓﾄ ｼｭﾝｼﾞ

1時間46分22秒122 綿貫　純也882 (出雲市)ﾜﾀﾇｷ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間46分26秒123 本常　良孝927 (米子市)ﾓﾄﾂﾈ ﾖｼﾀｶ

1時間46分35秒124 山野　忠義967 (鳥取市)ﾔﾏﾉ ﾀﾀﾞﾖｼ

1時間46分40秒125 上田　泰618 (米子市)ｳｴﾀﾞ ﾔｽｼ

1時間46分41秒126 松山　正悟875 (米子市)ﾏﾂﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ

1時間46分43秒127 森尾　昭男791 (米子市)ﾓﾘｵ ｱｷｵ

1時間46分47秒128 中村　達也959 (松江市)ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ

1時間46分59秒129 小東　元城823 (米子市)ｺﾋｶﾞｼ ﾓﾄｷ

1時間47分04秒130 平松　晃1010 (松江市)ﾋﾗﾏﾂ ｱｷﾗ

1時間47分17秒131 藤原　健太郎1027 (米子市)ﾌｼﾞﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間47分18秒132 原　正行664 (出雲市)ﾊﾗ ﾏｻﾕｷ

1時間47分34秒133 原　淳641 (安来市)ﾊﾗ ｱﾂｼ

1時間47分35秒134 下田　大輔1020 (松江市)ｼﾓﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

1時間47分42秒135 曽田　俊明685 (出雲市)ｿﾀ ﾄｼｱｷ

1時間47分54秒136 錦織　英司814 (松江市)ﾆｼｺｵﾘ ｴｲｼﾞ

1時間48分07秒137 土井　聡788 (広島県)ﾄﾞｲ ｻﾄｼ

1時間48分28秒138 穐田　和司969 (米子市)ｱｷﾀ ｶｽﾞｼ

1時間48分37秒139 池田　竜也647 (鳥取市)ｲｹﾀﾞ ﾀﾂﾔ

1時間48分37秒140 藤原　孝裕818 (岡山県)ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶﾋﾛ

1時間48分53秒141 大島　慎司859 (出雲市)ｵｵｼﾏ ｼﾝｼﾞ

1時間49分01秒142 宇津井　智昭830 (江津市)ｳﾂｲ ﾄﾓｱｷ

1時間49分04秒143 伊藤　満948 (鳥取市)ｲﾄｳ ﾐﾂﾙ

1時間49分14秒144 坂元　健吾954 (広島県)ｻｶﾓﾄ ｹﾝｺﾞ

1時間49分20秒145 権田　幹人928 (大山町)ｺﾞﾝﾀﾞ ﾐｷﾋﾄ

1時間49分23秒146 大西　則男883 (米子市)ｵｵﾆｼ ﾉﾘｵ

1時間49分26秒147 木村　大輔868 (松江市)ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ

1時間49分34秒148 米原　大輔994 (松江市)ﾖﾈﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ

1時間49分38秒149 大谷　仁志666 (松江市)ｵｵﾀﾆ ﾋﾄｼ

1時間49分45秒150 古瀬　武士1014 (境港市)ﾌﾙｾ ﾀｹｼ
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1時間49分48秒151 岩佐　直弘661 (南部町)ｲﾜｻ ﾅｵﾋﾛ

1時間49分56秒152 伊藤　弘通720 (出雲市)ｲﾄｳ ﾋﾛﾐﾁ

1時間50分02秒153 藤原　武692 (松江市)ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｹｼ

1時間50分02秒154 先灘　浩功824 (境港市)ｻｷﾅﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ

1時間50分11秒155 槙野　渉901 (松江市)ﾏｷﾉ ﾜﾀﾙ

1時間50分20秒156 松井　武史905 (琴浦町)ﾏﾂｲ ﾀｹｼ

1時間50分31秒157 金山　真次987 (飯南町)ｶﾅﾔﾏ ｼﾝｼﾞ

1時間50分43秒158 勝部　雅之908 (出雲市)ｶﾂﾍﾞ ﾏｻﾕｷ

1時間51分03秒159 光川　泰三715 (松江市)ﾐﾂｶﾜ ﾀｲｿﾞｳ

1時間51分06秒160 實重　雅彦722 (安来市)ｻﾈｼｹﾞ ﾏｻﾋｺ

1時間51分07秒161 中田　陽621 (大田市)ﾅｶﾀﾞ ｱｷﾗ

1時間51分08秒162 中村　英介737 (松江市)ﾅｶﾑﾗ ｴｲｽｹ

1時間51分20秒163 川崎　辰夫931 (南部町)ｶﾜｻｷ ﾀﾂｵ

1時間51分40秒164 仲濱　潤889 (浜田市)ﾅｶﾊﾏ ｼﾞｭﾝ

1時間51分44秒165 浜本　暁秀682 (米子市)ﾊﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾃﾞ

1時間51分45秒166 平塚　信一711 (松江市)ﾋﾗﾂｶ ｼﾝｲﾁ

1時間51分54秒167 須山　比呂司937 (出雲市)ｽﾔﾏ ﾋﾛｼ

1時間51分56秒168 河田　雅樹662 (米子市)ｶﾜﾀ ﾏｻｷ

1時間52分23秒169 三好　一郎961 (神奈川県)ﾐﾖｼ ｲﾁﾛｳ

1時間52分24秒170 森本　昌史667 (米子市)ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ

1時間52分29秒171 実重　靖宏941 (安来市)ｻﾈｼｹﾞ ﾔｽﾋﾛ

1時間52分29秒172 長田　直文894 (松江市)ﾅｶﾞﾀ ﾀﾀﾞﾌﾐ

1時間52分31秒173 吉岡　秀訓900 (松江市)ﾖｼｵｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間52分42秒174 松井　則善718 (松江市)ﾏﾂｲ ﾉﾘﾖｼ

1時間52分44秒175 本田　智和856 (松江市)ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ

1時間52分46秒176 渡邊　光春611 (大田市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾊﾙ

1時間52分56秒177 山根　俊也810 (出雲市)ﾔﾏﾈ ﾄｼﾔ

1時間53分00秒178 冨岡　弘行1025 (神奈川県)ﾄﾐｵｶ ﾋﾛﾕｷ

1時間53分07秒179 長谷川　善652 (安来市)ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾙ

1時間53分13秒180 林原　清人861 (大山町)ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ｽｶﾞﾋﾄ

1時間53分18秒181 石原　広崇741 (松江市)ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾀｶ

1時間53分20秒182 吉村　泰行677 (鳥取市)ﾖｼﾑﾗ ﾔｽﾕｷ

1時間53分26秒183 矢野　仁士851 (松江市)ﾔﾉ ﾋﾄｼ

1時間53分28秒184 渡部　幸由714 (松江市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾖｼ

1時間53分33秒185 内田　淳991 (出雲市)ｳﾁﾀﾞ ｱﾂｼ

1時間53分36秒186 佐々木　義幸1012 (境港市)ｻｻｷ ﾖｼﾕｷ

1時間53分45秒187 岩本　富士久716 (松江市)ｲﾜﾓﾄ ﾌｼﾞﾋｻ

1時間53分48秒188 松本　典紀742 (米子市)ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘｷ

1時間53分56秒189 矢野　守972 (出雲市)ﾔﾉ ﾏﾓﾙ

1時間54分01秒190 狩野　雅樹898 (米子市)ｶﾘﾉ ﾏｻｷ

1時間54分04秒191 宮本　義也989 (松江市)ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾅﾘ

1時間54分20秒192 錦織　裕二886 (出雲市)ﾆｼｺｵﾘ ﾕｳｼﾞ

1時間54分23秒193 宮田　潤986 (米子市)ﾐﾔﾀ ｼﾞｭﾝ

1時間54分37秒194 奥村　聡文921 (松江市)ｵｸﾑﾗ ﾄｼﾌﾐ

1時間54分42秒195 望月　秀一郎1006 (米子市)ﾓﾁﾞﾂﾞｷ ｼｭｳｲﾁﾛｳ

1時間54分56秒196 竹本　耕司635 (出雲市)ﾀｹﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1時間54分57秒197 坂本　照尚933 (米子市)ｻｶﾓﾄ ﾃﾙﾋｻ

1時間55分00秒198 竹内　正彦650 (出雲市)ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾋｺ

1時間55分06秒199 中山　大介795 (松江市)ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ

1時間55分06秒200 高橋　良介817 (出雲市)ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ
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1時間55分13秒201 吉川　誉彦790 (北栄町)ﾖｼｶﾜ ﾀｶﾋｺ

1時間55分19秒202 千崎　将洋627 (米子市)ｾﾝｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ

1時間55分40秒203 Piola　Emerson630 (出雲市)ﾋﾟｵﾗ ｴﾒﾙｿﾝ

1時間55分42秒204 竹本　邦弘970 (北栄町)ﾀｹﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ

1時間55分45秒205 川原　敦888 (大田市)ｶﾜﾊﾗ ｱﾂｼ

1時間55分51秒206 野津　賢一721 (松江市)ﾉﾂ ｹﾝｲﾁ

1時間55分56秒207 谷原　茂郎624 (松江市)ﾀﾆﾊﾗ ｼｹﾞｵ

1時間55分59秒208 松島　清彦940 (広島県)ﾏﾂｼﾏ ｷﾖﾋｺ

1時間56分01秒209 赤井　英則754 (松江市)ｱｶｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間56分03秒210 木村　武志748 (日吉津村)ｷﾑﾗ ﾀｹｼ

1時間56分05秒211 女鹿田　秀穂775 (雲南市)ﾒｶﾀﾞ ﾋﾃﾞﾎ

1時間56分10秒212 上橋　顕望765 (米子市)ｳｴﾊｼ ｱｷﾉﾘ

1時間56分17秒213 山本　浩二724 (琴浦町)ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1時間56分31秒214 森山　勲906 (出雲市)ﾓﾘﾔﾏ ｲｻｵ

1時間56分32秒215 青木　伸夫736 (出雲市)ｱｵｷ ﾉﾌﾞｵ

1時間56分44秒216 大坂　慎也681 (松江市)ｵｵｻｶ ｼﾝﾔ

1時間56分48秒217 渡辺　雅之860 (境港市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾕｷ

1時間57分05秒218 嘉戸　敦弘710 (松江市)ｶﾄﾞ ｱﾂﾋﾛ

1時間57分12秒219 木下　雅弘780 (鳥取市)ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾋﾛ

1時間57分16秒220 上田　秀司706 (米子市)ｳｴﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ

1時間57分31秒221 岡田　健二946 (松江市)ｵｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

1時間57分32秒222 西本　一夫683 (松江市)ﾆｼﾓﾄ ｶｽﾞｵ

1時間57分42秒223 谷　祐介643 (大山町)ﾀﾆ ﾕｳｽｹ

1時間57分43秒224 竹下　明宏1009 (東京都)ﾀｹｼﾀ ｱｷﾋﾛ

1時間57分50秒225 権田　和則934 (米子市)ｺﾞﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間58分04秒226 和田　安雄993 (松江市)ﾜﾀﾞ ﾔｽｵ

1時間58分25秒227 井澤　誠678 (伯耆町)ｲｻﾞﾜ ﾏｺﾄ

1時間58分30秒228 伊藤　弘二739 (出雲市)ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ

1時間58分31秒229 藤本　康志815 (松江市)ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽｼ

1時間58分45秒230 小村　普保651 (松江市)ｵﾑﾗ ﾋﾛﾔｽ

1時間58分49秒231 佐藤　貴光743 (東京都)ｻﾄｳ ﾀｶﾐﾂ

1時間58分50秒232 定廣　真一1017 (境港市)ｻﾀﾞﾋﾛ ｼﾝｲﾁ

1時間58分52秒233 山花　康浩834 (米子市)ﾔﾏﾊﾅ ﾔｽﾋﾛ

1時間59分17秒234 吉田　慎吾793 (南部町)ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｺﾞ

1時間59分32秒235 湯浅　敏行782 (米子市)ﾕｱｻ ﾄｼﾕｷ

1時間59分35秒236 川本　銀次703 (松江市)ｶﾜﾓﾄ ｷﾞﾝｼﾞ

1時間59分41秒237 瀬尾　公明848 (安来市)ｾｵ ｷﾐｱｷ

1時間59分42秒238 勝部　学644 (山口県)ｶﾂﾍﾞ ﾏﾅﾌﾞ

1時間59分53秒239 嘉悦　泰博712 (兵庫県)ｶｴﾂ ﾔｽﾋﾛ

1時間59分54秒240 米江　純志956 (出雲市)ﾖﾈｴ ｼﾞｭﾝｼﾞ

2時間00分05秒241 坂東　直樹939 (米子市)ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ

2時間00分13秒242 谷本　健二855 (大山町)ﾀﾆﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

2時間00分17秒243 海田　勝俊803 (米子市)ｶｲﾀﾞ ｶﾂﾄｼ

2時間00分25秒244 串田　晴彦760 (岡山県)ｸｼﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ

2時間00分37秒245 新和　賢955 (境港市)ﾆｲﾜ ｹﾝ

2時間00分41秒246 高島　太一607 (米子市)ﾀｶｼﾏ ﾀｲﾁ

2時間00分46秒247 春木　裕史867 (出雲市)ﾊﾙｷ ﾋﾛｼ

2時間01分42秒248 西村　浩明785 (米子市)ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｱｷ

2時間01分45秒249 岡本　誠951 (米子市)ｵｶﾓﾄ ﾏｺﾄ

2時間01分47秒250 菱本　英樹632 (安来市)ﾋｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ
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2時間01分48秒251 奥井　宏由755 (松江市)ｵｸｲ ﾋﾛﾖｼ

2時間02分08秒252 内田　裕造670 (米子市)ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｿﾞｳ

2時間02分28秒253 遠藤　清二895 (安来市)ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲｼﾞ

2時間02分34秒254 伊藤　豊752 (雲南市)ｲﾄｳ ﾕﾀｶ

2時間02分48秒255 善波　吉人996 (米子市)ｾﾞﾝﾅﾐ ﾖｼﾄ

2時間02分55秒256 高橋　憲一909 (松江市)ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ

2時間03分21秒257 実重　英明839 (松江市)ｻﾈｼｹﾞ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間03分23秒258 小西　博608 (出雲市)ｺﾆｼ ﾋﾛｼ

2時間03分29秒259 矢田貝　大志767 (日南町)ﾔﾀｶﾞｲ ﾋﾛｼ

2時間03分31秒260 別所　敏史837 (出雲市)ﾍﾞｯｼｮ ﾄｼﾌﾐ

2時間03分50秒261 大嶌　貴弘787 (広島県)ｵｵｼﾏ ﾀｶﾋﾛ

2時間03分53秒262 新宅　宏利749 (境港市)ｼﾝﾀｸ ﾋﾛﾄｼ

2時間04分01秒263 樋口　穂高727 (大阪府)ﾋｸﾞﾁ ﾎﾀﾞｶ

2時間04分07秒264 西村　浩一731 (日野町)ﾆｼﾑﾗ ｺｳｲﾁ

2時間04分18秒265 沙魚川　昌弘701 (広島県)ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ

2時間04分33秒266 中村　道盛602 (松江市)ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁﾓﾘ

2時間04分37秒267 椙原　恵825 (南部町)ｽｷﾞﾊﾗ ﾒｸﾞﾑ

2時間04分42秒268 安田　正明899 (松江市)ﾔｽﾀﾞ ﾏｻｱｷ

2時間05分07秒269 角脇　新一1015 (松江市)ｶﾄﾞﾜｷ ｼﾝｲﾁ

2時間05分12秒270 松村　博之709 (松江市)ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ

2時間05分20秒271 岩崎　正秀622 (安来市)ｲﾜｻｷ ﾏｻﾋﾃﾞ

2時間05分35秒272 森　徹自773 (米子市)ﾓﾘ ﾃﾂｼﾞ

2時間05分56秒273 日野　安則819 (松江市)ﾋﾉ ﾔｽﾉﾘ

2時間06分24秒274 長谷川　忠750 (湯梨浜町)ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ

2時間06分26秒275 松尾　圭祐1018 (松江市)ﾏﾂｵ ｹｲｽｹ

2時間06分55秒276 門脇　健次976 (松江市)ｶﾄﾞﾜｷ ｹﾝｼﾞ

2時間06分58秒277 大森　圭1004 (米子市)ｵｵﾓﾘ ｹｲ

2時間07分00秒278 生田　雄二771 (南部町)ｲｸﾀ ﾕｳｼﾞ

2時間07分22秒279 遠藤　博史947 (境港市)ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ

2時間07分56秒280 中川　岳支1021 (松江市)ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｹｼ

2時間08分45秒281 谷　信宏691 (松江市)ﾀﾆ ﾉﾌﾞﾋﾛ

2時間09分13秒282 坂本　徹831 (松江市)ｻｶﾓﾄ ﾄｵﾙ

2時間09分24秒283 奥岩　貴宏612 (伯耆町)ｵｸｲﾜ ﾀｶﾋﾛ

2時間09分36秒284 関口　洋766 (隠岐の島町)ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛｼ

2時間09分49秒285 佐々木　基史965 (松江市)ｻｻｷ ﾓﾄﾌﾐ

2時間09分57秒286 西田　茂雄700 (安来市)ﾆｼﾀﾞ ｼｹﾞｵ

2時間10分37秒287 加藤　雄一郎704 (米子市)ｶﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ

2時間10分43秒288 三浦　一美761 (浜田市)ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾐ

2時間10分54秒289 田中　大作913 (広島県)ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｻｸ

2時間11分13秒290 須山　裕之696 (松江市)ｽﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ

2時間11分16秒291 浜崎　聡707 (南部町)ﾊﾏｻｷ ｻﾄｼ

2時間11分29秒292 坂根　智博783 (松江市)ｻｶﾈ ﾄﾓﾋﾛ

2時間11分57秒293 井上　則肇852 (岡山県)ｲﾉｳｴ ﾉﾘﾄｼ

2時間12分11秒294 大西　征司636 (米子市)ｵｵﾆｼ ｾｲｼﾞ

2時間12分23秒295 新井　誠964 (松江市)ｱﾗｲ ﾏｺﾄ

2時間12分32秒296 後藤　博史922 (安来市)ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ

2時間12分33秒297 松本　晃彦822 (米子市)ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾋｺ

2時間12分52秒298 景山　敏充628 (境港市)ｶｹﾞﾔﾏ ﾄｼﾐﾂ

2時間13分20秒299 入矢　幸二658 (岡山県)ｲﾘﾔ ｺｳｼﾞ

2時間13分35秒300 安達　幹夫826 (松江市)ｱﾀﾞﾁ ﾐｷｵ
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2時間13分41秒301 杉原　弘貢616 (米子市)ｽｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾂｸﾞ

2時間14分09秒302 石飛　健1007 (雲南市)ｲｼﾄﾋﾞ ｹﾝ

2時間14分33秒303 青山　浩晃1022 (安来市)ｱｵﾔﾏ ﾋﾛｱｷ

2時間14分56秒304 戸田　敬一725 (安来市)ﾄﾀﾞ ｹｲｲﾁ

2時間15分20秒305 長谷川　勝己1008 (米子市)ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾐ

2時間15分34秒306 今出　康弘665 (米子市)ｲﾏﾃﾞ ﾔｽﾋﾛ

2時間15分38秒307 笹田　佳孝827 (邑南町)ｻｻﾀﾞ ﾖｼﾀｶ

2時間15分42秒308 花井　淳973 (境港市)ﾊﾅｲ ｼﾞｭﾝ

2時間15分51秒309 金築　暁832 (出雲市)ｶﾈﾂｷ ｻﾄﾙ

2時間17分13秒310 長尾　純一871 (松江市)ﾅｶﾞｵ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間17分20秒311 上代　英之663 (松江市)ｼﾞｮｳﾀﾞｲ ﾋﾃﾞﾕｷ

2時間17分33秒312 小原　淳一698 (安来市)ｵﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間18分36秒313 香田　正晴812 (米子市)ｺｳﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ

2時間18分39秒314 山中　良典805 (伯耆町)ﾔﾏﾅｶ ﾖｼﾉﾘ

2時間19分48秒315 中田　淳一904 (米子市)ﾅｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間19分55秒316 石田　裕二746 (東京都)ｲｼﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

2時間20分08秒317 土谷　敦則963 (出雲市)ﾂﾁﾀﾆ ｱﾂﾉﾘ

2時間20分09秒318 亀山　隆一797 (岡山県)ｶﾒﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ

2時間20分09秒319 伊東　伸治918 (岡山県)ｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ

2時間20分12秒320 松波　馨士866 (米子市)ﾏﾂﾅﾐ ｹｲｼﾞ

2時間20分20秒321 石田　正実686 (安来市)ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾐ

2時間20分26秒322 加納　真紀821 (安来市)ｶﾉｳ ﾏｻｷ

2時間20分38秒323 木多　聡行673 (米子市)ｷﾀ ﾄｼﾕｷ

2時間21分14秒324 山根　貴光642 (安来市)ﾔﾏﾈ ﾀｶﾐﾂ

2時間21分39秒325 影山　仁723 (松江市)ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾄｼ

2時間22分21秒326 山本　和宏1019 (江津市)ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間22分23秒327 加藤　健一910 (雲南市)ｶﾄｳ ｹﾝｲﾁ

2時間24分21秒328 澤田　剛702 (広島県)ｻﾜﾀﾞ ﾂﾖｼ

2時間24分58秒329 田芝　孝一917 (米子市)ﾀｼﾊﾞ ｺｳｲﾁ

2時間25分32秒330 井澤　実679 (伯耆町)ｲｻﾞﾜ ﾐﾉﾙ

2時間25分32秒331 米谷　圭司953 (鳥取市)ﾖﾈﾀﾆ ｹｲｼﾞ

2時間26分29秒332 石津　宏明952 (出雲市)ｲｼﾂﾞ ﾋﾛｱｷ

2時間27分05秒333 加納　龍也660 (安来市)ｶﾉｳ ﾀﾂﾔ

2時間27分53秒334 高田　俊哉862 (松江市)ｺｳﾀﾞ ﾄｼﾔ

2時間27分54秒335 中司　弓彦926 (松江市)ﾅｶﾂｶｻ ﾕﾐﾋｺ

2時間27分55秒336 上村　卓弘726 (大山町)ｳｴﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ

2時間27分58秒337 石川　博章745 (千葉県)ｲｼｶﾜ ﾋﾛｱｷ

2時間28分10秒338 足立　貴文738 (出雲市)ｱﾀﾞﾁ ﾀｶﾌﾐ

2時間28分39秒339 川上　淳一637 (米子市)ｶﾜｶﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間29分00秒340 高橋　宏914 (広島県)ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ

2時間30分28秒341 中井　学807 (大阪府)ﾅｶｲ ﾏﾅﾌﾞ

2時間30分33秒342 進藤　幸伸690 (出雲市)ｼﾝﾄｳ ﾕｷﾉﾌﾞ

2時間31分30秒343 永栄　一博850 (米子市)ﾅｶﾞｴ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間32分04秒344 伊佐　俊宏687 (境港市)ｲｻ ﾄｼﾋﾛ

2時間34分32秒345 橋秦　雅彦844 (南部町)ﾊｼﾊﾀﾞ ﾏｻﾋｺ

2時間37分48秒346 片山　俊介999 (松江市)ｶﾀﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ

2時間38分46秒347 岩本　忠憲648 (米子市)ｲﾜﾓﾄ ﾀﾀﾞﾉﾘ

2時間42分40秒348 斎藤　俊和1026 (安来市)ｻｲﾄｳ ﾄｼｶｽﾞ

2時間44分32秒349 乗本　義洋942 (大山町)ﾉﾘﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ

2時間45分56秒350 富谷　博之617 (米子市)ﾄﾐﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ
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