
- 第13回なかうみマラソン全国大会 -

汐彩コース「１０km」男39歳以下

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2017/11/5

スタート： 10:07:00

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

32分45秒1 住本　裕樹2114 ｽﾐﾓﾄ ﾕｳｷ (大山町)

33分10秒2 田子　康宏2123 ﾀｺﾞ ﾔｽﾋﾛ (日吉津村)

33分18秒3 松本　晃史2129 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾌﾐ (出雲市)

33分47秒4 久我　浩正2151 ｸｶﾞ ﾋﾛﾏｻ (徳島県)

34分00秒5 高津　府制2226 ﾀｶﾂ ｱﾂﾉﾘ (山口県)

35分34秒6 西村　章史2093 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾌﾐ (米子市)

36分24秒7 加治　賢悟2001 ｶｼﾞ ｹﾝｺﾞ (飯南町)

37分12秒8 野津　伸行2187 ﾉﾂ ﾉﾌﾞﾕｷ (松江市)

37分26秒9 荒金　宙希2219 ｱﾗｶﾈ ﾋﾛｷ (安来市)

37分42秒10 尾添　勇一2143 ｵｿﾞｴ ﾕｳｲﾁ (出雲市)

38分17秒11 坂根　智也2173 ｻｶﾈ ﾄﾓﾔ (安来市)

38分22秒12 松枝　康太2224 ﾏﾂｴﾀﾞ ｺｳﾀ (広島県)

38分24秒13 松田　健司2124 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ (米子市)

39分38秒14 百瀬　彰宏2099 ﾓﾓｾ ｱｷﾋﾛ (松江市)

39分40秒15 岩田　祐紀2146 ｲﾜﾀ ﾕｳｷ (松江市)

39分57秒16 徳島　也2132 ﾄｸｼﾏ ﾅﾘ (松江市)

39分58秒17 江藤　雄紀2013 ｴﾄｳ ﾕｳｷ (松江市)

40分22秒18 山根　博之2120 ﾔﾏﾈ ﾋﾛﾕｷ (出雲市)

40分28秒19 中村　洋彰2032 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｱｷ (鳥取市)

40分28秒20 藤井　祐樹2095 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ (奥出雲町)

40分54秒21 片山　慎也2183 ｶﾀﾔﾏ ｼﾝﾔ (安来市)

41分02秒22 南目　昌範2214 ﾅﾝﾒ ﾏｻﾉﾘ (米子市)

41分05秒23 逢坂　寛裕2102 ｱｲｻｶ ﾄﾓﾋﾛ (米子市)

41分12秒24 伊藤　智康2168 ｲﾄｳ ﾄﾓﾔｽ (松江市)

41分48秒25 熊谷　治2228 ｸﾏｶﾞｲ ｵｻﾑ (広島県)

41分48秒26 山尾　雄大2060 ﾔﾏｵ ﾕｳﾀ (松江市)

41分57秒27 長谷川　豊2125 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾀｶ (米子市)

42分06秒28 石原　充2122 ｲｼﾊﾗ ﾐﾂﾙ (米子市)

42分19秒29 石田　秀平2206 ｲｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ (松江市)

42分24秒30 坂口　裕樹2007 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛｷ (安来市)

42分47秒31 田中　健一2159 ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ (鳥取市)

43分37秒32 原瀬　規夫2026 ﾊﾗｾ ﾉﾘｵ (安来市)

43分53秒33 木本　亮一2162 ｷﾓﾄ ﾘｮｳｲﾁ (米子市)

44分14秒34 山崎　貴博2103 ﾔﾏｻｷ ﾀｶﾋﾛ (松江市)

44分14秒35 斎藤　亮太2221 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ (松江市)

44分14秒36 柴田　広一2195 ｼﾊﾞﾀ ｺｳｲﾁ (倉吉市)

44分21秒37 牧野　泰宏2158 ﾏｷﾉ ﾔｽﾋﾛ (倉吉市)

44分32秒38 田部　憲司2225 ﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ (松江市)

44分40秒39 増田　直樹2059 ﾏｽﾀﾞ ﾅｵｷ (松江市)

45分12秒40 齋藤　成徳2184 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾉﾘ (松江市)

45分16秒41 松澤　勝之2069 ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂﾕｷ (広島県)

45分22秒42 金田　哲也2212 ｶﾈﾀﾞ ﾃﾂﾔ (米子市)

45分36秒43 川端　雅彦2156 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏｻﾋｺ (米子市)

45分49秒44 細田　輝2058 ﾎｿﾀﾞ ﾋｶﾙ (安来市)

45分51秒45 松村　昭吾2033 ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ (出雲市)

45分52秒46 近江　周吾2006 ｵｳﾐ ｼｭｳｺﾞ (松江市)

45分54秒47 横山　貴弘2066 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ (米子市)

46分00秒48 柿田　崇智2152 ｶｷﾀﾞ ﾀｶﾄﾓ (松江市)

46分17秒49 若槻　慎也2138 ﾜｶﾂﾞｷ ｼﾝﾔ (出雲市)

46分24秒50 安田　明永2145 ﾔｽﾀﾞ ﾊﾙﾋｻ (米子市)
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46分27秒51 勝部　貴大2155 ｶﾂﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ (雲南市)

46分32秒52 山内　雅司2163 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾏｻｼ (雲南市)

46分36秒53 大道　智弘2096 ｵｵﾐﾁ ﾄﾓﾋﾛ (松江市)

46分40秒54 土江　真吾2009 ﾂﾁｴ ｼﾝｺﾞ (大田市)

46分40秒55 原田　晋也2185 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝﾔ (松江市)

46分43秒56 田中　健2174 ﾀﾅｶ ｹﾝ (松江市)

46分45秒57 新宮　清伸2055 ｼﾝｸﾞｳ ｼﾉﾌﾞ (松江市)

46分47秒58 引野　敬史2201 ﾋｷﾉ ﾀｶﾌﾐ (米子市)

46分50秒59 國頭　浩毅2144 ｸﾆﾄｳ ﾋﾛｷ (松江市)

46分53秒60 山下　嘉一2117 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｶｽﾞ (大山町)

47分13秒61 森山　恵介2142 ﾓﾘﾔﾏ ｹｲｽｹ (松江市)

47分24秒62 吉田　典正2178 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘﾏｻ (米子市)

47分31秒63 青砥　剛久2056 ｱｵﾄ ﾀｹﾋｻ (松江市)

47分49秒64 岡　圭介2014 ｵｶ ｹｲｽｹ (出雲市)

47分51秒65 小泉　拓也2169 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｸﾔ (松江市)

47分51秒66 柿本　和也2157 ｶｷﾓﾄ ｶｽﾞﾔ (境港市)

47分57秒67 安達　公平2176 ｱﾀﾞﾁ ｺｳﾍｲ (米子市)

47分58秒68 河野　康裕2196 ｺｳﾉ ﾔｽﾋﾛ (広島県)

47分59秒69 阿部　貴礼2216 ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ (境港市)

47分59秒70 石本　智久2017 ｲｼﾓﾄ ﾄﾓﾋｻ (安来市)

48分00秒71 足立　謙治2194 ｱﾀﾞﾁ ｹﾝｼﾞ (米子市)

48分26秒72 勝部　貴裕2166 ｶﾂﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ (雲南市)

48分31秒73 森本　信行2137 ﾓﾘﾓﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ (岡山県)

48分35秒74 大場　公輔2147 ｵｵﾊﾞ ｺｳｽｹ (米子市)

48分39秒75 細田　大輔2075 ﾎｿﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ (安来市)

48分49秒76 神音　大輔2188 ｶﾐｵﾄ ﾀﾞｲｽｹ (伯耆町)

48分57秒77 青木　孝裕2154 ｱｵｷ ﾀｶﾋﾛ (雲南市)

49分11秒78 田上　遼2061 ﾀｶﾞﾐ ﾘｮｳ (松江市)

49分15秒79 後藤　直哉2231 ｺﾞﾄｳ ﾅｵﾔ (松江市)

49分18秒80 柿田　敬志2019 ｶｷﾀ ﾀｶｼ (松江市)

49分19秒81 有馬　陽介2088 ｱﾘﾏ ﾖｳｽｹ (出雲市)

49分31秒82 内田　和樹2175 ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞｷ (雲南市)

49分38秒83 青戸　和成2031 ｱｵﾄ ｶｽﾞﾅﾘ (安来市)

49分45秒84 伊藤　博司2199 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ (松江市)

49分47秒85 日下部　龍也2191 ｸｻｶﾍﾞ ﾀﾂﾔ (松江市)

50分02秒86 横地　海人2003 ﾖｺﾁ ｶｲﾄ (安来市)

50分06秒87 岩淵　隆成2024 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ (松江市)

50分14秒88 森廣　克也2190 ﾓﾘﾋﾛ ｶﾂﾔ (松江市)

50分18秒89 天根　佑介2083 ｱﾏﾈ ﾕｳｽｹ (松江市)

50分43秒90 須谷　宏幸2136 ｽﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ (出雲市)

50分51秒91 佐々木　翼2204 ｻｻｷ ﾂﾊﾞｻ (米子市)

51分28秒92 山根　剛2119 ﾔﾏﾈ ﾂﾖｼ (大山町)

51分35秒93 冨田　大輔2035 ﾄﾐﾀ ﾀﾞｲｽｹ (安来市)

51分51秒94 伊藤　洋2073 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ (出雲市)

51分52秒95 下中　隆嗣2105 ｼﾓﾅｶ ﾀｶｼ (松江市)

52分00秒96 北山　大貴2207 ｷﾀﾔﾏ ﾀﾞｲｷ (米子市)

52分02秒97 笹岡　貴之2010 ｻｻｵｶ ﾀｶﾕｷ (出雲市)

52分02秒98 磯上　大地2135 ｲｿｶﾐ ﾀﾞｲﾁ (北栄町)

52分07秒99 木村　圭介2020 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ (松江市)

52分13秒100 永井　法弘2186 ﾅｶﾞｲ ﾉﾘﾋﾛ (米子市)
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52分15秒101 糸田川　啓2097 ｲﾄﾀｶﾞﾜ ｹｲ (日南町)

52分17秒102 高橋　貴久2063 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾋｻ (出雲市)

52分18秒103 永瀬　正敏2062 ﾅｶﾞｾ ﾏｻﾄｼ (出雲市)

52分19秒104 田中　宏明2098 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ (鳥取市)

53分10秒105 川上　雄介2172 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｽｹ (米子市)

53分19秒106 小澤　和也2028 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ (安来市)

53分19秒107 高橋　浩明2077 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ (浜田市)

53分43秒108 大塚　陽平2203 ｵｵﾂｶ ﾖｳﾍｲ (出雲市)

53分45秒109 飯島　竜司2106 ｲｲｼﾞﾏ ﾘｭｳｼﾞ (米子市)

53分52秒110 中尾　幸夫2161 ﾅｶｵ ﾕｷｵ (出雲市)

54分17秒111 実重　隆寿2150 ｻﾈｼｹﾞ ﾀｶﾄｼ (松江市)

54分19秒112 勝部　孝浩2197 ｶﾂﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ (出雲市)

54分29秒113 大櫃　和幸2227 ｵｵﾋﾞﾂ ｶｽﾞﾕｷ (安来市)

54分38秒114 菖蒲　和貴2040 ｼｮｳﾌﾞ ｶｽﾞｷ (松江市)

54分40秒115 坪内　和之2070 ﾂﾎﾞｳﾁ ｶｽﾞﾕｷ (松江市)

54分54秒116 内田　智也2011 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ (松江市)

54分58秒117 景山　晴日2220 ｶｹﾞﾔﾏ ﾊﾙﾋ (安来市)

55分14秒118 地田　浩二2089 ﾁﾀﾞ ｺｳｼﾞ (松江市)

55分21秒119 世良　隆文2153 ｾﾗ ﾀｶﾌﾐ (広島県)

55分35秒120 小笹　崚太2170 ｺｻﾞｻ ﾘｮｳﾀ (松江市)

55分40秒121 久保　皓平2041 ｸﾎﾞ ｺｳﾍｲ (松江市)

55分41秒122 品川　誠2164 ｼﾅｶﾞﾜ ﾏｺﾄ (米子市)

55分42秒123 湯浅　大祐2128 ﾕｱｻ ﾀﾞｲｽｹ (松江市)

55分43秒124 荒木　亨裕2177 ｱﾗｷ ｺｳｽｹ (米子市)

55分57秒125 景山　智央2091 ｶｹﾞﾔﾏ ﾄﾓｵ (出雲市)

56分00秒126 佐々木　慎二2021 ｻｻｷ ｼﾝｼﾞ (安来市)

56分13秒127 田仲　洋一2037 ﾀﾅｶ ﾖｳｲﾁ (米子市)

56分18秒128 藤田　祐介2236 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ (出雲市)

56分21秒129 頼田　孝和2047 ﾖﾘﾀ ﾀｶｶｽﾞ (安来市)

56分28秒130 坂東　翔太2223 ﾊﾞﾝﾄｳ ｼｮｳﾀ (米子市)

56分35秒131 西田　勇樹2230 ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｷ (松江市)

56分48秒132 曽田　哲弘2213 ｿﾀ ﾃﾂﾋﾛ (松江市)

56分49秒133 坂村　昂星2208 ｻｶﾑﾗ ｺｳｾｲ (松江市)

56分52秒134 田口　真吾2016 ﾀｸﾞﾁ ｼﾝｺﾞ (安来市)

56分55秒135 内田　剛2200 ｳﾁﾀﾞ ｺﾞｵ (松江市)

57分01秒136 福代　佑樹2110 ﾌｸｼﾛ ﾕｳｷ (出雲市)

57分05秒137 菅原　諒介2082 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳｽｹ (松江市)

57分10秒138 田邊　吏2015 ﾀﾅﾍﾞ ﾂｶｻ (安来市)

57分12秒139 湊　友宏2043 ﾐﾅﾄ ﾄﾓﾋﾛ (境港市)

57分13秒140 仲田　直希2202 ﾅｶﾀﾞ ﾅｵｷ (松江市)

57分14秒141 小田原　聖2180 ｵﾀﾞﾜﾗ ｼｮｳ (松江市)

57分18秒142 山口　和也2160 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ (北栄町)

57分27秒143 阿部　祐太2118 ｱﾍﾞ ﾕｳﾀ (境港市)

57分28秒144 五百川　大樹2074 ｲｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ (松江市)

57分35秒145 村田　卓也2025 ﾑﾗﾀ ﾀｸﾔ (鳥取市)

57分41秒146 野口　大輔2100 ﾉｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ (安来市)

57分49秒147 山岡　真之2215 ﾔﾏｵｶ ﾏｻﾕｷ (広島県)

57分52秒148 野口　武朗2149 ﾉｸﾞﾁ ﾀｹｱｷ (湯梨浜町)

57分54秒149 圓山　誠司2027 ﾏﾙﾔﾏ ｾｲｼﾞ (米子市)

57分56秒150 森　和哉2205 ﾓﾘ ｶｽﾞﾔ (松江市)
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58分06秒151 野口　貴宏2181 ﾉｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ (米子市)

58分07秒152 横山　雄太2130 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾀ (米子市)

58分24秒153 佐々木　宏治2189 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ (松江市)

58分38秒154 石倉　直弥2087 ｲｼｸﾗ ﾅｵﾔ (出雲市)

58分39秒155 下澤　秀太2086 ｼﾓｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ (出雲市)

58分54秒156 近藤　元春2148 ｺﾝﾄﾞｳ ﾓﾄﾊﾙ (安来市)

59分06秒157 米山　雄大2139 ﾖﾈﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ (境港市)

59分12秒158 小栗　裕紀2012 ｵｸﾞﾘ ﾋﾛｷ (安来市)

59分52秒159 吉野　真人2030 ﾖｼﾉ ﾏｻﾄ (米子市)

1時間00分08秒160 中本　有史2101 ﾅｶﾓﾄ ﾕｳｼﾞ (大山町)

1時間00分39秒161 下垣　幸一2193 ｼﾓｶﾞｷ ｺｳｲﾁ (大田市)

1時間01分03秒162 門脇　嵩2076 ｶﾄﾞﾜｷ ﾀｶｼ (広島県)

1時間01分06秒163 石橋　辰紀2121 ｲｼﾊﾞｼ ﾀﾂﾉﾘ (米子市)

1時間01分25秒164 岡田　彬2042 ｵｶﾀﾞ ｱｷﾗ (松江市)

1時間01分41秒165 大塚　友貴2022 ｵｵﾂｶ ﾕｳｷ (松江市)

1時間01分54秒166 安部　優一2165 ｱﾍﾞ ﾕｳｲﾁ (松江市)

1時間02分15秒167 石田　俊介2112 ｲｼﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ (雲南市)

1時間02分20秒168 青木　雅至2067 ｱｵｷ ﾏｻｼ (出雲市)

1時間03分11秒169 大谷　翔2064 ｵｵﾀﾆ ｼｮｳ (松江市)

1時間03分14秒170 佐藤　亘2127 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ (広島県)

1時間03分19秒171 石原　裕基2057 ｲｼﾊﾗ ﾕｳｷ (松江市)

1時間03分20秒172 三原　光樹2018 ﾐﾊﾗ ｺｳｷ (雲南市)

1時間03分56秒173 荒木　義尚2115 ｱﾗｷ ﾖｼﾋｻ (大山町)

1時間03分56秒174 宮野　裕貴2116 ﾐﾔﾉ ﾕｳｷ (大山町)

1時間04分06秒175 佐藤　勝之2140 ｻﾄｳ ｶﾂﾕｷ (境港市)

1時間04分08秒176 岡　弘幸2029 ｵｶ ﾋﾛﾕｷ (出雲市)

1時間04分13秒177 本常　舜悟2008 ﾓﾄﾂﾈ ｼｭﾝｺﾞ (松江市)

1時間04分32秒178 嘉藤　暁2210 ｶﾄｳ ｱｷﾗ (出雲市)

1時間04分57秒179 岩佐　隆志2133 ｲﾜｻ ﾀｶｼ (境港市)

1時間05分16秒180 山増　武志2034 ﾔﾏﾏｽ ﾀｹｼ (安来市)

1時間05分19秒181 武島　弘樹2085 ﾀｹｼﾏ ﾋﾛｷ (米子市)

1時間05分34秒182 原　悠人2068 ﾊﾗ ﾕｳﾄ (出雲市)

1時間05分41秒183 倉鋪　守2209 ｸﾗｼｷ ﾏﾓﾙ (安来市)

1時間05分43秒184 仲谷　翼2182 ﾅｶﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ (出雲市)

1時間05分52秒185 小原　昂大2049 ｵﾊﾞﾗ ｺｳﾀ (安来市)

1時間06分01秒186 矢倉　賢2179 ﾔｸﾗ ｹﾝ (米子市)

1時間06分48秒187 森　智久2218 ﾓﾘ ﾄﾓﾋｻ (松江市)

1時間07分32秒188 矢野　佑一2081 ﾔﾉ ﾕｳｲﾁ (松江市)

1時間08分47秒189 近藤　明2234 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ (米子市)

1時間10分10秒190 アトキンソン　トム2134 ｱﾄｷﾝｿﾝ ﾄﾑ (米子市)

1時間10分13秒191 石倉　貴弘2079 ｲｼｸﾗ ﾀｶﾋﾛ (松江市)

1時間10分20秒192 高橋　卓史2065 ﾀｶﾊｼ ﾀｶｼ (出雲市)

1時間10分21秒193 森田　直樹2048 ﾓﾘﾀ ﾅｵｷ (安来市)

1時間12分15秒194 上野　典広2108 ｳｴﾉ ﾉﾘﾋﾛ (出雲市)

1時間12分17秒195 勝部　杜志朗2111 ｶﾂﾍﾞ ﾄｳｼﾛｳ (出雲市)

1時間12分19秒196 勝部　秀章2198 ｶﾂﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ (出雲市)

1時間13分52秒197 鐘築　宏紀2131 ｶﾈﾁｸ ﾋﾛｷ (米子市)

1時間15分30秒198 門脇　裕樹2050 ｶﾄﾞﾜｷ ﾕｳｷ (安来市)

1時間15分57秒199 村上　聖2053 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｼ (松江市)

1時間15分57秒200 藤原　陽太2052 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾖｳﾀ (松江市)
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- 第13回なかうみマラソン全国大会 -

汐彩コース「１０km」男39歳以下

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2017/11/5

スタート： 10:07:00

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15分57秒201 瀬崎　雄太2054 ｾｻｷ ﾕｳﾀ (松江市)

1時間18分51秒202 熊谷　悠2232 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛｼ (松江市)

1時間21分46秒203 仲波　昴介2167 ﾅｶﾅﾐ ｺｳｽｹ (松江市)

1時間22分33秒204 津森　俊輔2080 ﾂﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ (松江市)

1時間24分52秒205 内田　恭雅2094 ｳﾁﾀﾞ ﾔｽﾏｻ (南部町)

1時間28分06秒206 福頼　孝之2126 ﾌｸﾖﾘ ﾀｶｼ (松江市)
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