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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22分01秒1 末好　正名1413 ｽｴﾖｼ ﾏｻﾅ (鳥取市)

1時間22分17秒2 塩出　宣雄1251 ｼｵﾃﾞ ﾉﾌﾞｵ (広島県)

1時間23分07秒3 新宮　瑞夫1117 ｼﾝｸﾞｳ ﾐｽﾞｵ (松江市)

1時間24分13秒4 倉地　修1234 ｸﾗﾁ ｵｻﾑ (愛知県)

1時間24分52秒5 戸﨑　修爾1141 ﾄｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ (松江市)

1時間25分02秒6 一瀬　敦弘1332 ｲｯｾ ｱﾂﾋﾛ (松江市)

1時間25分25秒7 山川　春夫1219 ﾔﾏｶﾜ ﾊﾙｵ (米子市)

1時間26分15秒8 重田　真二1286 ｼｹﾞﾀ ｼﾝｼﾞ (大田市)

1時間26分29秒9 川島　建司1270 ｶﾜｼﾏ ｹﾝｼﾞ (出雲市)

1時間27分08秒10 実重　誠吾1287 ｻﾈｼｹﾞ ｾｲｺﾞ (米子市)

1時間27分32秒11 三上　栄次1412 ﾐｶﾐ ｴｲｼﾞ (出雲市)

1時間27分46秒12 福間　達哉1280 ﾌｸﾏ ﾀﾂﾔ (出雲市)

1時間27分53秒13 田中　進1301 ﾀﾅｶ ｽｽﾑ (松江市)

1時間28分08秒14 稲田　佳朗1295 ｲﾅﾀ ﾖｼﾛｳ (松江市)

1時間29分11秒15 安立　朋久1243 ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓﾋｻ (出雲市)

1時間29分21秒16 森山　浩二1387 ﾓﾘﾔﾏ ｺｳｼﾞ (出雲市)

1時間29分30秒17 門脇　孝1220 ｶﾄﾞﾜｷ ﾀｶｼ (松江市)

1時間30分17秒18 細田　浩1148 ﾎｿﾀﾞ ﾋﾛｼ (松江市)

1時間30分21秒19 梅木　和弘1318 ｳﾒｷ ｶｽﾞﾋﾛ (松江市)

1時間30分26秒20 中曽　和則1319 ﾅｶｿ ｶｽﾞﾉﾘ (大山町)

1時間30分43秒21 大本　義万1249 ｵｵﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ (愛知県)

1時間30分55秒22 渡辺　博樹1398 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ (大田市)

1時間31分46秒23 廣中　敏1290 ﾋﾛﾅｶ ｻﾄｼ (松江市)

1時間31分47秒24 仲佐　修一1134 ﾅｶｻ ｼｭｳｲﾁ (松江市)

1時間31分51秒25 増田　勝成1157 ﾏｽﾀﾞ ｶﾂﾅﾘ (広島県)

1時間33分02秒26 前田　祐樹1285 ﾏｴﾀ ﾕｳｷ (米子市)

1時間33分15秒27 荒薦　章二1381 ｱﾗｺﾓ ｼｮｳｼﾞ (松江市)

1時間33分37秒28 古山　美幸1350 ｺﾔﾏ ﾖｼﾕｷ (益田市)

1時間33分42秒29 小原　健治1211 ｺﾊﾗ ｹﾝｼﾞ (倉吉市)

1時間34分14秒30 長府　潤1271 ﾁｮｳﾌ ｼﾞｭﾝ (西ノ島町)

1時間34分45秒31 野一色　洋1278 ﾉｲｼｷ ﾋﾛｼ (松江市)

1時間34分53秒32 奥迫　政寿1180 ｵｸｻｺ ﾏｻﾄｼ (大田市)

1時間34分59秒33 岩﨑　正彦1145 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾋｺ (松江市)

1時間35分10秒34 松本　修1178 ﾏﾂﾓﾄ ｵｻﾑ (松江市)

1時間35分43秒35 内山　雅晴1344 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ (米子市)

1時間36分27秒36 渡辺　清1384 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖｼ (大田市)

1時間36分46秒37 神庭　敏1222 ｶﾝﾊﾞ ｻﾄｼ (伯耆町)

1時間36分51秒38 永瀬　敏美1309 ﾅｶﾞｾ ﾄｼﾐ (出雲市)

1時間36分58秒39 須賀　一忠1202 ｽｶﾞ ｶｽﾞﾀﾀﾞ (米子市)

1時間37分30秒40 金山　毅1162 ｶﾅﾔﾏ ﾂﾖｼ (松江市)

1時間37分33秒41 門脇　聡1169 ｶﾄﾞﾜｷ ｻﾄｼ (松江市)

1時間37分51秒42 永田　浩明1239 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛｱｷ (米子市)

1時間38分04秒43 水野　俊二1110 ﾐｽﾞﾉ ｼｭﾝｼﾞ (松江市)

1時間38分12秒44 坪内　茂1346 ﾂﾎﾞｳﾁ ｼｹﾞﾙ (鳥取市)

1時間38分23秒45 森田　敬介1404 ﾓﾘﾀ ｹｲｽｹ (松江市)

1時間38分30秒46 杉原　修1158 ｽｷﾞﾊﾗ ｵｻﾑ (安来市)

1時間38分50秒47 久木元　福一1407 ｸｷﾓﾄ ﾌｸｲﾁ (福岡県)

1時間39分00秒48 三木　浩1353 ﾐｷ ﾋﾛｼ (倉吉市)

1時間39分20秒49 川野　孝二1322 ｶﾜﾉ ｺｳｼﾞ (益田市)

1時間39分24秒50 清水　達也1123 ｼﾐｽﾞ ﾀﾂﾔ (鳥取市)
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1時間39分27秒51 宮脇　隆1179 ﾐﾔﾜｷ ﾀｶｼ (松江市)

1時間39分30秒52 下本　浩行1355 ｼﾓﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ (米子市)

1時間39分38秒53 安田　善彦1299 ﾔｽﾀﾞ ﾖｼﾋｺ (松江市)

1時間39分56秒54 竹原　隆司1294 ﾀｹﾊﾗ ﾘｭｳｼﾞ (出雲市)

1時間40分10秒55 岡　浩幸1369 ｵｶ ﾋﾛﾕｷ (出雲市)

1時間40分20秒56 両見　信宏1233 ﾘｮｳｹﾝ ﾉﾌﾞﾋﾛ (松江市)

1時間40分59秒57 堀　浩太郎1292 ﾎﾘ ｺｳﾀﾛｳ (松江市)

1時間41分01秒58 難波　修身1137 ﾅﾝﾊﾞ ｵｻﾐ (米子市)

1時間41分06秒59 宮本　英樹1345 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ (米子市)

1時間41分17秒60 桑原　賢司1128 ｸﾜﾊﾞﾗ ｹﾝｼﾞ (松江市)

1時間41分18秒61 木原　義雅1224 ｷﾊﾗ ﾖｼﾏｻ (大山町)

1時間41分20秒62 徳重　秀人1103 ﾄｸｼｹﾞ ﾋﾃﾞﾄ (大山町)

1時間41分21秒63 曽田　伸二1188 ｿﾀ ｼﾝｼﾞ (松江市)

1時間41分36秒64 越智　昌二1184 ｵﾁ ﾏｻｼﾞ (安来市)

1時間41分53秒65 後田　聖二1159 ｳｼﾛﾀﾞ ｾｲｼﾞ (米子市)

1時間42分08秒66 石川　忠文1244 ｲｼｶﾜ ﾀﾀﾞﾌﾐ (松江市)

1時間42分14秒67 岸本　隆夫1143 ｷｼﾓﾄ ﾀｶｵ (大田市)

1時間42分17秒68 広田　秀紀1101 ﾋﾛﾀ ﾋﾃﾞｷ (松江市)

1時間42分25秒69 武内　保憲1356 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾉﾘ (広島県)

1時間42分33秒70 岡田　陽治1183 ｵｶﾀﾞ ﾖｳｼﾞ (松江市)

1時間42分54秒71 土江　成夫1218 ﾂﾁｴ ｼｹﾞｵ (松江市)

1時間43分30秒72 奥村　博之1343 ｵｸﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ (出雲市)

1時間43分48秒73 田中　浩二1386 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ (米子市)

1時間43分48秒74 角田　信也1113 ﾂﾉﾀﾞ ﾉﾌﾞﾔ (大山町)

1時間43分58秒75 木村　正司1281 ｷﾑﾗ ﾏｻｼ (松江市)

1時間44分01秒76 大野原　円1264 ｵｵﾉﾊﾗ ﾂﾌﾞﾗ (米子市)

1時間44分01秒77 沼澤　信昭1308 ﾇﾏｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｱｷ (境港市)

1時間44分03秒78 荒金　岳登1414 ｱﾗｶﾈ ｶﾞｸﾄ (安来市)

1時間44分17秒79 新井　千尋1112 ﾆｲ ﾁﾋﾛ (松江市)

1時間44分20秒80 藤原　一明1208 ﾌｼﾞﾊﾗ ｶｽﾞｱｷ (雲南市)

1時間44分36秒81 細木　辰幸1340 ﾎｿｷﾞ ﾀﾂﾕｷ (雲南市)

1時間44分53秒82 千原　由巳1186 ﾁﾊﾗ ﾖｼﾐ (松江市)

1時間45分15秒83 縄　泰1154 ﾅﾜ ﾄｵﾙ (米子市)

1時間45分23秒84 山根　禎久1317 ﾔﾏﾈ ﾖｼﾋｻ (鳥取市)

1時間45分25秒85 庄司　彰1347 ｼｮｳｼﾞ ｱｷﾗ (松江市)

1時間45分26秒86 小谷　勝教1302 ｺﾀﾞﾆ ｶﾂﾉﾘ (岡山県)

1時間45分51秒87 木原　康孝1320 ｷﾊﾗ ﾔｽﾀｶ (松江市)

1時間46分02秒88 岡本　勝成1282 ｵｶﾓﾄ ｶﾂﾅﾘ (島根県出雲市)

1時間46分24秒89 廣江　大輔1160 ﾋﾛｴ ﾀﾞｲｽｹ (米子市)

1時間46分35秒90 槙原　進1212 ﾏｷﾊﾗ ｽｽﾑ (出雲市)

1時間46分38秒91 田辺　龍徳1260 ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾉﾘ (岡山県)

1時間46分56秒92 津森　敬次1303 ﾂﾓﾘ ｹｲｼﾞ (松江市)

1時間47分08秒93 服部　和之1348 ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞﾕｷ (江津市)

1時間47分11秒94 高橋　亮1410 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ (松江市)

1時間47分27秒95 尾嶋　広也1133 ｵｼﾞﾏ ﾋﾛﾔ (岡山県)

1時間47分36秒96 大西　賢和1402 ｵｵﾆｼ ﾖｼｶｽﾞ (米子市)

1時間47分40秒97 小西　大幸1276 ｺﾆｼ ﾋﾛﾕｷ (岩美町)

1時間47分47秒98 鍜冶　幸正1391 ｶｼﾞ ﾕｷﾏｻ (松江市)

1時間47分51秒99 家塚　勇治1368 ｲｴﾂｶ ﾕｳｼﾞ (松江市)

1時間48分05秒100 梅原　洋彦1378 ｳﾒﾊﾞﾗ ﾋﾛﾋｺ (高知県)
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1時間48分06秒101 寺本　孝行1341 ﾃﾗﾓﾄ ﾀｶﾕｷ (松江市)

1時間48分10秒102 西田　純一1121 ﾆｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ (松江市)

1時間48分34秒103 長住　俊幸1363 ﾅｶﾞｽﾐ ﾄｼﾕｷ (日野町)

1時間48分35秒104 平岡　寿幸1373 ﾋﾗｵｶ ｶｽﾞﾕｷ (米子市)

1時間48分40秒105 作野　隆1366 ｻｸﾉ ﾀｶｼ (境港市)

1時間48分51秒106 新田　正吉1126 ﾆｯﾀ ﾏｻﾖｼ (出雲市)

1時間48分54秒107 錦織　昌明1328 ﾆｼｺｵﾘ ﾏｻｱｷ (松江市)

1時間48分55秒108 亀山　慎二1231 ｶﾒﾔﾏ ｼﾝｼﾞ (米子市)

1時間49分01秒109 渡邉　正1261 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ (松江市)

1時間49分01秒110 曽田　修史1182 ｿﾀ ｼｭｳｼﾞ (松江市)

1時間49分07秒111 松嶋　和広1226 ﾏﾂｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ (米子市)

1時間49分22秒112 石倉　節男1167 ｲｼｸﾗ ｾﾂｵ (松江市)

1時間49分31秒113 松井　秀樹1223 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｷ (東京都)

1時間49分37秒114 佐藤　泰之1300 ｻﾄｳ ﾔｽｼ (松江市)

1時間49分47秒115 平　弘幸1140 ﾀｲﾗ ﾋﾛﾕｷ (出雲市)

1時間50分05秒116 嶋田　一幸1108 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ (鳥取市)

1時間50分38秒117 吉中　睦夫1403 ﾖｼﾅｶ ﾑﾂｵ (浜田市)

1時間50分45秒118 加納　秀二1288 ｶﾉｳ ｼｭｳｼﾞ (松江市)

1時間51分12秒119 但田　拓志1170 ﾀｼﾞﾀ ﾀｸｼ (米子市)

1時間51分21秒120 小松　正樹1376 ｺﾏﾂ ﾏｻｷ (松江市)

1時間51分27秒121 野津　保宏1193 ﾉﾂ ﾔｽﾋﾛ (松江市)

1時間51分45秒122 本田　俊美1171 ﾎﾝﾀﾞ ﾄｼﾐ (米子市)

1時間51分46秒123 桑本　浩泰1269 ｸﾜﾓﾄ ﾋﾛﾔｽ (出雲市)

1時間51分47秒124 木村　吉男1185 ｷﾑﾗ ﾖｼｵ (松江市)

1時間51分52秒125 東　正美1364 ｱｽﾞﾏ ﾏｻﾐ (広島県)

1時間51分57秒126 安達　利幸1150 ｱﾀﾞﾁ ﾄｼﾕｷ (松江市)

1時間52分01秒127 久家　慎二1390 ｸﾔ ｼﾝｼﾞ (出雲市)

1時間52分19秒128 千葉　淳1305 ﾁﾊﾞ ｱﾂｼ (愛知県)

1時間52分24秒129 細井　勝文1246 ﾎｿｲ ｶﾂﾌﾐ (愛知県)

1時間52分25秒130 三留　秀成1382 ﾐﾄﾒ ﾋﾃﾞﾅﾘ (東京都)

1時間52分31秒131 妹尾　千明1296 ｾﾉｵ ﾁｱｷ (神奈川県)

1時間53分10秒132 栗山　英男1255 ｸﾘﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ (米子市)

1時間53分15秒133 井口　良治1132 ｲｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ (米子市)

1時間53分16秒134 園山　由希夫1272 ｿﾉﾔﾏ ﾕｷｵ (出雲市)

1時間53分24秒135 古志　敏幸1304 ｺｼ ﾄｼﾕｷ (大山町)

1時間53分26秒136 野津　敏夫1241 ﾉﾂ ﾄｼｵ (出雲市)

1時間53分34秒137 作野　幸憲1247 ｻｸﾉ ﾕｷﾉﾘ (安来市)

1時間53分36秒138 川谷　一利1400 ｶﾜﾀﾆ ｶｽﾞﾄｼ (米子市)

1時間53分43秒139 松田　展雄1201 ﾏﾂﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ (米子市)

1時間53分43秒140 前田　歩1380 ﾏｴﾀﾞ ｱﾕﾑ (湯梨浜町)

1時間53分47秒141 家原　猛1275 ｲｴﾊﾗ ﾀｹｼ (米子市)

1時間53分48秒142 加々美　守1215 ｶｶﾞﾐ ﾏﾓﾙ (東京都)

1時間53分57秒143 大櫃　英治1120 ｵｵﾋﾞﾂ ｴｲｼﾞ (安来市)

1時間54分06秒144 大塚　博之1166 ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾕｷ (出雲市)

1時間54分07秒145 朝倉　博文1236 ｱｻｸﾗ ﾋﾛﾌﾐ (香川県)

1時間54分30秒146 田中　学1331 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾌﾞ (益田市)

1時間54分43秒147 増本　康治1321 ﾏｽﾓﾄ ｺｳｼﾞ (出雲市)

1時間55分24秒148 勝部　昇1379 ｶﾂﾍﾞ ﾉﾎﾞﾙ (出雲市)

1時間55分32秒149 橋井　英明1125 ﾊｼｲ ﾋﾃﾞｱｷ (大山町)

1時間55分36秒150 奥本　正之1265 ｵｸﾓﾄ ﾏｻﾕｷ (松江市)
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1時間55分47秒151 吉田　誠克1371 ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞﾖｼ (米子市)

1時間56分05秒152 和田守　直行1237 ﾜﾀﾞﾓﾘ ﾅｵﾕｷ (出雲市)

1時間56分14秒153 高崎　英樹1263 ﾀｶｻｷ ﾋﾃﾞｷ (広島県)

1時間56分19秒154 竹下　宏治1147 ﾀｹｼﾀ ｺｳｼﾞ (大田市)

1時間56分23秒155 佐藤　秀紀1203 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｷ (松江市)

1時間56分27秒156 立木　豊和1118 ﾂｲｷ ﾄﾖｶｽﾞ (米子市)

1時間56分29秒157 森山　正登1207 ﾓﾘﾔﾏ ﾏｻﾄ (出雲市)

1時間56分48秒158 冨山　隆治1291 ﾄﾐﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ (広島県)

1時間56分51秒159 熱田　和之1198 ｱﾂﾀ ｶｽﾞﾕｷ (邑南町)

1時間56分54秒160 吉野　正泰1338 ﾖｼﾉ ﾏｻﾔｽ (米子市)

1時間56分59秒161 三島　弘1114 ﾐｼﾏ ﾋﾛﾑ (松江市)

1時間57分34秒162 岡　登勇1161 ｵｶ ﾉﾘｵ (松江市)

1時間57分38秒163 松原　雄二1339 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳｼﾞ (米子市)

1時間57分45秒164 林谷　勉1135 ﾊﾔｼﾀﾆ ﾂﾄﾑ (米子市)

1時間57分48秒165 藤元　高徳1225 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ (米子市)

1時間58分08秒166 猪狩　英明1229 ｲｶﾞﾘ ﾋﾃﾞｱｷ (米子市)

1時間58分12秒167 川本　康範1144 ｶﾜﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ (松江市)

1時間58分27秒168 信太　彰仁1283 ｼﾀﾞ ｱｷﾋﾄ (神奈川県)

1時間58分32秒169 髙丸　道信1106 ﾀｶﾏﾙ ﾐﾁﾉﾌﾞ (香川県)

1時間58分33秒170 久郷　裕之1242 ｸｺﾞｳ ﾋﾛﾕｷ (米子市)

1時間58分40秒171 板持　浩二1411 ｲﾀﾓﾁ ｺｳｼﾞ (安来市)

1時間58分41秒172 梶谷　秀1142 ｶｼﾞﾀﾆ ﾋﾃﾞ (松江市)

1時間58分48秒173 尾藤　幸治1311 ﾋﾞﾄｳ ｺｳｼﾞ (愛媛県)

1時間58分51秒174 鶴田　陽介1399 ﾂﾙﾀﾞ ﾖｳｽｹ (米子市)

1時間59分05秒175 佐々木　恭二1289 ｻｻｷ ｷｮｳｼﾞ (米子市)

1時間59分16秒176 根鈴　秀典1102 ﾈﾚｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ (広島県)

1時間59分26秒177 鹿野　敏之1151 ｼｶﾉ ﾄｼﾕｷ (米子市)

1時間59分56秒178 橋渡　健次1396 ﾊｼﾜﾀﾘ ｹﾝｼﾞ (益田市)

1時間59分59秒179 川上　登志郎1206 ｶﾜｶﾐ ﾄｼﾛｳ (松江市)

2時間00分03秒180 河原　荘一郎1152 ｶﾜﾊﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ (松江市)

2時間00分11秒181 糸賀　知徳1375 ｲﾄｶﾞ ﾄﾓﾉﾘ (松江市)

2時間00分36秒182 木村　修也1312 ｷﾑﾗ ｼｭｳﾔ (松江市)

2時間01分08秒183 岡　昭三1357 ｵｶ ｼｮｳｿﾞｳ (兵庫県)

2時間01分18秒184 藤原　智弘1131 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄﾓﾋﾛ (松江市)

2時間01分19秒185 八幡　誠一郎1176 ﾔﾊﾀ ｾｲｲﾁﾛｳ (飯南町)

2時間01分21秒186 桑原　浩司1314 ｸﾜﾊﾞﾗ ｺｳｼﾞ (出雲市)

2時間01分21秒187 小笹　浩一1393 ｺｻﾞｻ ﾋﾛｶｽﾞ (米子市)

2時間01分35秒188 中村　恭之1174 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾕｷ (米子市)

2時間01分39秒189 ?山　薫1139 ｶｹﾞﾔﾏ ｶｵﾙ (出雲市)

2時間01分49秒190 岩﨑　勉1116 ｲﾜｻｷ ﾂﾄﾑ (安来市)

2時間01分53秒191 吉田　正和1107 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ (松江市)

2時間02分21秒192 大橋　修1329 ｵｵﾊｼ ｵｻﾑ (広島県)

2時間02分24秒193 吾郷　隆1124 ｱｺﾞｳ ﾀｶｼ (松江市)

2時間02分26秒194 佐々木　司1163 ｻｻｷ ﾂｶｻ (境港市)

2時間02分35秒195 足立　経一1262 ｱﾀﾞﾁ ｷｮｳｲﾁ (出雲市)

2時間02分37秒196 岡田　豊1136 ｵｶﾀﾞ ﾕﾀｶ (兵庫県)

2時間02分38秒197 渋山　直伸1248 ｼﾌﾞﾔﾏ ﾅｵﾉﾌﾞ (松江市)

2時間03分23秒198 小谷　勝政1360 ｺﾀﾆ ｶﾂﾏｻ (大田市)

2時間03分24秒199 越後　伸一1115 ｴﾁｺﾞ ｼﾝｲﾁ (出雲市)

2時間03分26秒200 遠藤　実1256 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾉﾙ (境港市)
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2時間03分26秒201 児玉　典久1383 ｺﾀﾞﾏ ﾉﾘﾋｻ (広島県)

2時間03分28秒202 八幡　司1279 ﾔﾜﾀ ﾂｶｻ (浜田市)

2時間03分41秒203 川合　敏正1105 ｶﾜｲ ﾄｼﾏｻ (出雲市)

2時間03分50秒204 数本　茂男1250 ｶｽﾞﾓﾄ ｼｹﾞｵ (琴浦町)

2時間04分18秒205 橋本　昌育1273 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾔｽ (湯梨浜町)

2時間04分49秒206 錦織　邦安1370 ﾆｼｷｵﾘ ｸﾆﾔｽ (松江市)

2時間05分02秒207 前田　靜男1153 ﾏｴﾀ ｼｽﾞｵ (鳥取市)

2時間05分13秒208 植垣　広彰1168 ｳｴｶﾞｷ ﾋﾛｱｷ (鳥取市)

2時間05分24秒209 桐原　学1367 ｷﾘﾊﾗ ﾏﾅﾌﾞ (松江市)

2時間05分30秒210 黒崎　守人1333 ｸﾛｻｷ ﾓﾘﾄ (出雲市)

2時間05分43秒211 田中　将1240 ﾀﾅｶ ｽｽﾑ (鳥取市)

2時間05分45秒212 藤井　英治1127 ﾌｼﾞｲ ｴｲｼﾞ (岡山県)

2時間05分47秒213 須田　一博1359 ｽﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ (出雲市)

2時間05分50秒214 松尾　和巳1194 ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾐ (松江市)

2時間06分42秒215 竹田　康夫1307 ﾀｹﾀﾞ ﾔｽｵ (松江市)

2時間06分53秒216 小川　俊一1361 ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝｲﾁ (岡山県)

2時間07分07秒217 遠藤　直之1362 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾕｷ (境港市)

2時間07分11秒218 森　紳二郎1325 ﾓﾘ ｼﾝｼﾞﾛｳ (米子市)

2時間07分13秒219 恩村　豊光1385 ｵﾝﾑﾗ ﾄﾖﾐﾂ (出雲市)

2時間07分20秒220 荻原　敏1204 ｵｷﾞﾜﾗ ｻﾄｼ (米子市)

2時間07分37秒221 松浦　武志1397 ﾏﾂｳﾗ ﾀｹｼ (松江市)

2時間07分46秒222 伊藤　浩一1268 ｲﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ (兵庫県)

2時間08分43秒223 但馬　史人1104 ﾀｼﾞﾏ ﾌﾐﾋﾄ (米子市)

2時間08分52秒224 大友　幸彦1209 ｵｵﾄﾓ ﾕｷﾋｺ (千葉県)

2時間09分21秒225 城田　光男　ルイス1130 ｼﾛﾀ ﾐﾂｵ ﾙｲｽ (出雲市)

2時間09分46秒226 藤原　敏朗1267 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼﾛｳ (米子市)

2時間10分11秒227 安部　要二1155 ｱﾍﾞ ﾖｳｼﾞ (奥出雲町)

2時間10分12秒228 多田納　哲1129 ﾀﾀﾞﾉ ｻﾄｼ (松江市)

2時間10分15秒229 畑　和宏1199 ﾊﾀ ｶｽﾞﾋﾛ (大田市)

2時間10分16秒230 清水　昭1253 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾗ (東京都)

2時間11分40秒231 横地　高1284 ﾖｺﾁ ﾀｶｼ (安来市)

2時間12分01秒232 本常　智1191 ﾓﾄﾂﾈ ｻﾄｼ (松江市)

2時間12分54秒233 田村　英幸1342 ﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ (倉吉市)

2時間13分01秒234 米田　隆1122 ﾖﾈﾀﾞ ﾀｶｼ (米子市)

2時間13分38秒235 織田　嗣彦1327 ｵﾘﾀ ﾂｸﾞﾋｺ (兵庫県)

2時間13分47秒236 森本　勝志1210 ﾓﾘﾓﾄ ｶﾂｼ (松江市)

2時間14分03秒237 山村　浩吉1277 ﾔﾏﾑﾗ ｺｳｷﾁ (松江市)

2時間14分23秒238 根岸　秀年1254 ﾈｷﾞｼ ﾋﾃﾞﾄｼ (東京都)

2時間15分09秒239 岡﨑　芳雄1119 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼｵ (米子市)

2時間15分27秒240 箆津　哲1354 ﾉﾂ ｻﾄｼ (松江市)

2時間16分13秒241 小川　真滋1405 ｵｶﾞﾜ ｼﾝｼﾞ (安来市)

2時間16分46秒242 小笠　高揚1313 ｵｶﾞｻ ﾀｶｱｷ (鳥取市)

2時間17分23秒243 山田　修1266 ﾔﾏﾀﾞ ｵｻﾑ (安来市)

2時間17分26秒244 城　耕治1187 ｼﾛ ｺｳｼﾞ (兵庫県)

2時間18分45秒245 永井　善郎1395 ﾅｶﾞｲ ﾖｼﾛｳ (米子市)

2時間19分32秒246 秦　浩司1334 ﾊﾀ ﾋﾛｼ (松江市)

2時間20分29秒247 大上　靖弘1358 ｵｵｳｴ ﾔｽﾋﾛ (京都府)

2時間20分43秒248 田草　雄一1352 ﾀｸｻ ﾕｳｲﾁ (松江市)

2時間21分18秒249 松田　岩城1351 ﾏﾂﾀﾞ ｲﾜｷ (広島県)

2時間21分46秒250 渡辺　勝巳1408 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾐ (松江市)
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2時間21分53秒251 石田　昭博1306 ｲｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ (倉吉市)

2時間22分15秒252 長谷川　豊1377 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾀｶ (出雲市)

2時間22分42秒253 福元　志保1293 ﾌｸﾓﾄ ｼﾎ (安来市)

2時間23分18秒254 木村　要治1221 ｷﾑﾗ ﾖｳｼﾞ (境港市)

2時間24分07秒255 山口　雅彦1181 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋｺ (鳥取市)

2時間25分03秒256 鴨木　誉1326 ｶﾓｷﾞ ﾀｶｼ (安来市)

2時間26分00秒257 山崎　弘樹1252 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｷ (松江市)

2時間26分13秒258 倉光　重富1389 ｸﾗﾐﾂ ｼｹﾞﾄﾐ (琴浦町)

2時間26分24秒259 山本　公司1349 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ (松江市)

2時間26分55秒260 小村　健二1232 ｵﾑﾗ ｹﾝｼﾞ (出雲市)

2時間34分42秒261 渡部　修二1138 ﾜﾀﾍﾞ ｼｭｳｼﾞ (安来市)

2時間37分43秒262 朝木　重行1197 ｱｻｷ ｼｹﾞﾕｷ (安来市)

2時間37分59秒263 小橋　英明1409 ｺﾊﾞｼ ﾋﾃﾞｱｷ (米子市)

2時間38分49秒264 木原　洋延1217 ｷﾊﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ (広島県)

2時間39分29秒265 石本　晴繁1175 ｲｼﾓﾄ ﾊﾙｼｹﾞ (倉吉市)

2時間43分50秒266 荒木　雅文1330 ｱﾗｷ ﾏｻﾌﾐ (安来市)

2時間44分10秒267 池田　修司1406 ｲｹﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ (出雲市)
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