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35分47秒1 川上　賢育2494 ｶﾜｶﾐ ﾀｶﾔｽ (安来市)

36分12秒2 竹下　陽一2452 ﾀｹｼﾀ ﾖｳｲﾁ (出雲市)

36分20秒3 入江　秀憲2373 ｲﾘｴ ﾋﾃﾞﾉﾘ (米子市)

36分35秒4 山下　智弘2443 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ (松江市)

37分03秒5 井原　周治2462 ｲﾊﾞﾗ ｼｭｳｼﾞ (松江市)

37分11秒6 内坂　学2319 ｳﾁｻｶ ﾏﾅﾌﾞ (邑南町)

37分53秒7 河野　美彦2418 ｺｳﾉ ﾖｼﾋｺ (米子市)

38分27秒8 長戸　政利2609 ﾅｶﾞﾄ ﾏｻﾄｼ (益田市)

38分54秒9 澤　依史章2434 ｻﾜ ﾖｼｱｷ (岩美町)

38分55秒10 尾沢　直樹2500 ｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ (米子市)

39分10秒11 湯越　一郎2388 ﾕｺｼ ｲﾁﾛｳ (米子市)

39分43秒12 高木　信太郎2520 ﾀｶｷ ｼﾝﾀﾛｳ (雲南市)

40分01秒13 石原　耕司2428 ｲｼﾊﾗ ｺｳｼﾞ (奥出雲町)

40分18秒14 岩田　雄平2545 ｲﾜﾀ ﾕｳﾍｲ (松江市)

40分48秒15 吉岡　孝朗2543 ﾖｼｵｶ ﾀｶｱｷ (松江市)

40分50秒16 錦織　誠治2475 ﾆｼｺｵﾘ ｾｲｼﾞ (出雲市)

40分55秒17 池内　智行2486 ｲｹｳﾁ ﾄﾓｭｷ (松江市)

40分59秒18 青戸　学2337 ｱｵﾄ ﾏﾅﾌﾞ (安来市)

41分16秒19 日野　誠2504 ﾋﾉ ﾏｺﾄ (松江市)

41分24秒20 美甘　宣之2303 ﾐｶﾝ ﾉﾌﾞﾕｷ (米子市)

41分28秒21 山根　武広2315 ﾔﾏﾈ ﾀｹﾋﾛ (松江市)

41分40秒22 日野　雅美2433 ﾋﾉ ﾏｻﾐ (出雲市)

41分54秒23 江口　邦和2518 ｴｸﾞﾁ ｸﾆｶｽﾞ (米子市)

42分21秒24 森川　直人2332 ﾓﾘｶﾜ ﾅｵﾄ (岡山県)

42分48秒25 又葉　大毅2544 ﾏﾀﾊﾞ ﾀｲｷ (安来市)

43分00秒26 星野　誠2554 ﾎｼﾉ ﾏｺﾄ (雲南市)

43分12秒27 岩本　一志2547 ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞｼ (倉吉市)

43分25秒28 松本　健2441 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹｼ (東京都)

43分44秒29 表　輝明2444 ｵﾓﾃ ﾃﾙｱｷ (琴浦町)

44分08秒30 岸　正太郎2454 ｷｼ ｼｮｳﾀﾛｳ (出雲市)

44分11秒31 佐々木　幸夫2330 ｻｻｷ ﾕｷｵ (松江市)

44分26秒32 三浦　浩2401 ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ (松江市)

44分49秒33 水口　潤一2576 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ (米子市)

44分53秒34 蔭山　和英2301 ｶｹﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾃﾞ (松江市)

44分55秒35 池田　友美2321 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾐ (日野町)

45分10秒36 長谷川　宏基2571 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｷ (奥出雲町)

45分13秒37 実重　慎二2405 ｻﾈｼｹﾞ ｼﾝｼﾞ (安来市)

45分27秒38 清水　宏司2305 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ (松江市)

45分28秒39 田部　辰彦2528 ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾋｺ (安来市)

45分31秒40 岸本　博樹2557 ｷｼﾓﾄ ﾋﾛｷ (松江市)

45分31秒41 塚本　昇2366 ﾂｶﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ (米子市)

45分32秒42 日野　治己2344 ﾋﾉ ﾊﾙﾐ (出雲市)

45分45秒43 山口　和彦2435 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｺ (鳥取市)

45分46秒44 谷永　英樹2566 ﾀﾆﾅｶﾞ ﾋﾃﾞｷ (大山町)

45分48秒45 大森　利幸2392 ｵｵﾓﾘ ﾄｼﾕｷ (米子市)

45分49秒46 細田　一郎2407 ﾎｿﾀﾞ ｲﾁﾛｳ (安来市)

45分54秒47 山根　秀典2317 ﾔﾏﾈ ﾋﾃﾞﾉﾘ (出雲市)

46分08秒48 大石　得学2524 ｵｵｲｼ ﾄｸﾏ (岡山県)

46分18秒49 北尾　幸寛2513 ｷﾀｵ ﾕｷﾋﾛ (鳥取市)

46分19秒50 関口　優雅2527 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳｶﾞ (境港市)
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46分26秒51 岩佐　純也2360 ｲﾜｻ ｼﾞｭﾝﾔ (松江市)

46分28秒52 田中　暢幸2425 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ (米子市)

46分30秒53 鐘築　健2534 ｶﾈﾁｸ ﾀｹｼ (松江市)

46分34秒54 勝部　昌訓2439 ｶﾂﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ (松江市)

46分37秒55 野口　政春2386 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾊﾙ (米子市)

46分40秒56 三宅　一成2614 ﾐﾔｹ ｶｽﾞﾅﾘ (米子市)

46分41秒57 藤江　ミツル2613 ﾌｼﾞｴ ﾐﾂﾙ (出雲市)

46分48秒58 田村　繁美2353 ﾀﾑﾗ ｼｹﾞﾐ (松江市)

46分52秒59 岡本　勇人2469 ｵｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ (北栄町)

46分56秒60 黒田　康仁2523 ｸﾛﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ (出雲市)

47分10秒61 土江　雄2450 ﾂﾁｴ ﾀｹｼ (松江市)

47分45秒62 森灘　一志2582 ﾓﾘﾅﾀﾞ ｶｽﾞｼ (境港市)

47分50秒63 門脇　貴洋2483 ｶﾄﾞﾜｷ ﾀｶﾋﾛ (北栄町)

47分50秒64 柳田　雅彦2622 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾏｻﾋｺ (松江市)

48分01秒65 比田　孝幸2365 ﾋﾀﾞ ﾀｶﾕｷ (安来市)

48分07秒66 岩尾　聖2487 ｲﾜｵ ｻﾄｼ (鳥取市)

48分08秒67 森田　修司2327 ﾓﾘﾀ ｼｭｳｼﾞ (松江市)

48分08秒68 阿部　智生2519 ｱﾍﾞ ﾄﾓｵ (米子市)

48分09秒69 青戸　淳2565 ｱｵﾄ ｼﾞｭﾝ (松江市)

48分12秒70 小山　剛2495 ｺﾔﾏ ﾂﾖｼ (松江市)

48分25秒71 瀬川　浩2419 ｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ (広島県)

48分31秒72 若槻　明2572 ﾜｶﾂｷ ｱｷﾗ (松江市)

48分40秒73 賀原　健司2480 ｶﾊﾗ ｹﾝｼﾞ (岡山県)

48分48秒74 松本　健治2341 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ (松江市)

48分51秒75 清水　誠ニ2456 ｼﾐｽﾞ ｾｲｼﾞ (出雲市)

48分52秒76 高橋　豊樹2564 ﾀｶﾊｼ ﾄﾖｷ (琴浦町)

49分01秒77 細木　弘志2479 ﾎｿｷﾞ ﾋﾛｼ (雲南市)

49分02秒78 森田　久仁彦2615 ﾓﾘﾀ ｸﾆﾋｺ (松江市)

49分05秒79 山﨑　純2391 ﾔﾏｻｷ ﾏｺﾄ (安来市)

49分11秒80 多久和　重義2414 ﾀｸﾜ ｼｹﾞﾖｼ (松江市)

49分14秒81 岸　孝一2393 ｷｼ ｺｳｲﾁ (米子市)

49分22秒82 松下　敦也2550 ﾏﾂｼﾀ ｱﾂﾔ (和歌山県)

49分25秒83 斉藤　茂2390 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ (浜田市)

49分31秒84 原　康介2583 ﾊﾗ ｺｳｽｹ (安来市)

49分34秒85 佐藤　義興2568 ｻﾄｳ ﾖｼｵｷ (松江市)

50分01秒86 戸村　健太2331 ﾄﾑﾗ ｹﾝﾀ (安来市)

50分09秒87 門脇　岳彦2567 ｶﾄﾞﾜｷ ﾀｹﾋｺ (松江市)

50分13秒88 立石　実2467 ﾀﾃｲｼ ﾐﾉﾙ (奥出雲町)

50分17秒89 前野　英治2461 ﾏｴﾉ ｴｲｼﾞ (米子市)

50分20秒90 高橋　智2378 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ (安来市)

50分27秒91 加納　晃2597 ｶﾉｳ ｱｷﾗ (安来市)

50分30秒92 岡村　穣2553 ｵｶﾑﾗ ﾕﾀｶ (岡山県)

50分33秒93 松浦　祐二2307 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳｼﾞ (安来市)

50分36秒94 藤原　操2587 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐｻｵ (境港市)

50分46秒95 石部　淳2560 ｲｼﾍﾞ ｼﾞｭﾝ (山口県)

50分48秒96 山本　章二2604 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ (松江市)

50分53秒97 中武　幸教2601 ﾅｶﾀｹ ﾕｷﾉﾘ (境港市)

50分59秒98 吉田　武生2561 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｵ (岡山県)

51分00秒99 西谷　卓郎2314 ﾆｼﾀﾆ ﾀｸﾛｳ (米子市)

51分01秒100 山尾　一夫2409 ﾔﾏｵ ｶｽﾞｵ (松江市)
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51分08秒101 友田　純平2481 ﾄﾓﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ (松江市)

51分15秒102 手島　豊2539 ﾃｼﾏ ﾕﾀｶ (境港市)

51分22秒103 矢田　康二2385 ﾔﾀﾞ ｺｳｼﾞ (安来市)

51分30秒104 中嶋　純樹2394 ﾅｶｼﾏ ｼﾞｭﾝｷ (米子市)

51分41秒105 梅村　幸雄2502 ｳﾒﾑﾗ ﾕｷｵ (米子市)

51分42秒106 藤江　浩貴2496 ﾌｼﾞｴ ﾋﾛｷ (出雲市)

51分48秒107 奥原　哲也2325 ｵｸﾊﾗ ﾃﾂﾔ (松江市)

52分04秒108 原　勇治2422 ﾊﾗ ﾕｳｼﾞ (雲南市)

52分10秒109 柴田　紀喜2577 ｼﾊﾞﾀ ｷﾖｼ (米子市)

52分10秒110 高野　眞二2334 ﾀｶﾉ ｼﾝｼﾞ (大田市)

52分19秒111 立原　哲也2538 ﾀﾁﾊﾗ ﾃﾂﾔ (出雲市)

52分20秒112 本常　武志2306 ﾓﾄﾂﾈ ﾀｹｼ (松江市)

52分28秒113 渡　勝也2316 ﾜﾀﾘ ｶﾂﾔ (松江市)

52分30秒114 金坂　仁志2382 ｶﾅｻｶ ﾋﾄｼ (松江市)

52分37秒115 木次　琢紀2526 ｺﾂｷﾞ ﾀｶｶｽﾞ (松江市)

52分38秒116 福島　保2372 ﾌｸｼﾏ ﾀﾓﾂ (岡山県)

52分39秒117 井上　啓一2376 ｲﾉｳｴ ｹｲｲﾁ (北栄町)

52分40秒118 後藤　俊弘2355 ｺﾞﾄｳ ﾄｼﾋﾛ (松江市)

52分46秒119 和久理　健2525 ﾜｸﾘ ﾀｹｼ (出雲市)

52分54秒120 田川　陽一2400 ﾀｶﾞﾜ ﾖｳｲﾁ (安来市)

53分02秒121 田中　武志2540 ﾀﾅｶ ﾀｹｼ (伯耆町)

53分02秒122 米田　光穂2503 ﾖﾈﾀﾞ ﾐﾂｵ (米子市)

53分06秒123 原　淳也2517 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ (安来市)

53分07秒124 安部　雅彦2359 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋｺ (出雲市)

53分13秒125 山﨑　誠2338 ﾔﾏｻｷ ﾏｺﾄ (出雲市)

53分14秒126 熊澤　功2415 ｸﾏｻﾞﾜ ｲｻｵ (松江市)

53分23秒127 高野　孝司2424 ﾀｶﾉ ﾀｶｼ (出雲市)

53分25秒128 有地　武士2580 ｱﾘﾁ ﾀｹｼ (米子市)

53分25秒129 渡部　勇2342 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｻﾑ (松江市)

53分27秒130 松井　博之2458 ﾏﾂｲ ﾋﾛﾕｷ (出雲市)

53分38秒131 冨松　弘通2356 ﾄﾐﾏﾂ ﾋﾛﾐﾁ (松江市)

53分44秒132 吉野　司2427 ﾖｼﾉ ﾂｶｻ (米子市)

53分48秒133 森田　将徳2515 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾉﾘ (岡山県)

53分58秒134 中山　哲司2632 ﾅｶﾔﾏ ﾃﾂｼﾞ (安来市)

53分59秒135 澤田　広2511 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛｼ (雲南市)

54分10秒136 内田　聡2628 ｳﾁﾀﾞ ｻﾄｼ (米子市)

54分18秒137 鹿島　寛2318 ｶｼﾏ ﾋﾛｼ (松江市)

54分23秒138 大谷　啓2555 ｵｵﾀﾆ ｱｷﾗ (松江市)

54分25秒139 田中　友和2629 ﾀﾅｶ ﾄﾓｶｽﾞ (松江市)

54分29秒140 高橋　和弘2310 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ (松江市)

54分37秒141 米山　博佳2328 ﾖﾈﾔﾏ ﾋﾛﾖｼ (出雲市)

54分40秒142 万場　操2347 ﾏﾝﾊﾞ ﾐｻｵ (米子市)

54分52秒143 侍来　貴志2369 ｼﾞﾗｲ ﾀｶｼ (米子市)

55分00秒144 鹿島　孝視2536 ｶｼﾏ ﾀｶｼ (松江市)

55分02秒145 藤村　憲児2578 ﾌｼﾞﾑﾗ ｹﾝｼﾞ (米子市)

55分04秒146 松原　稔英2482 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄｼﾋﾃﾞ (松江市)

55分09秒147 守屋　義弘2343 ﾓﾘﾔ ﾖｼﾋﾛ (岡山県)

55分13秒148 永井　武2562 ﾅｶﾞｲ ﾀｹｼ (松江市)

55分27秒149 遠藤　喜好2529 ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾖｼ (安来市)

55分38秒150 榎木園　健2508 ｴﾉｷｿﾞﾉ ﾀｹｼ (松江市)
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55分39秒151 山口　俊司2585 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝｼﾞ (米子市)

55分43秒152 佐々木　忠2308 ｻｻｷ ﾀﾀﾞｼ (安来市)

55分56秒153 江尻　誠2432 ｴｼﾞﾘ ﾏｺﾄ (出雲市)

56分02秒154 田中　幸一2357 ﾀﾅｶ ｺｳｲﾁ (安来市)

56分08秒155 久野　幸男2602 ｸﾉ ﾕｷｵ (兵庫県)

56分13秒156 林　英二2537 ﾊﾔｼ ｴｲｼﾞ (出雲市)

56分25秒157 梶谷　誠2396 ｶｼﾞﾀﾆ ﾏｺﾄ (出雲市)

56分40秒158 小松　誠2631 ｺﾏﾂ ﾏｺﾄ (松江市)

56分43秒159 内藤　博之2530 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ (米子市)

56分46秒160 錦織　敦2381 ﾆｼｺｵﾘ ｱﾂｼ (出雲市)

56分53秒161 石井　浩一2445 ｲｼｲ ｺｳｲﾁ (米子市)

56分53秒162 福田　浩二2339 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｼﾞ (安来市)

56分54秒163 原　一彦2586 ﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ (安来市)

56分58秒164 馬場　良二2329 ﾊﾞﾊﾞ ﾘｮｳｼﾞ (境港市)

57分03秒165 仲田　恵治2501 ﾅｶﾀﾞ ｹｲｼﾞ (米子市)

57分17秒166 永見　智史2402 ﾅｶﾞﾐ ﾄﾓﾌﾐ (出雲市)

57分18秒167 佐々木　護2313 ｻｻｷ ﾏﾓﾙ (松江市)

57分19秒168 藤原　裕也2579 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ (米子市)

57分46秒169 入澤　文彦2478 ｲﾘｻﾞﾜ ﾌﾐﾋｺ (雲南市)

57分51秒170 大源　享2412 ﾀﾞｲｹﾞﾝ ﾄｵﾙ (米子市)

57分54秒171 山口　大祐2367 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ (米子市)

58分02秒172 福谷　武彦2493 ﾌｸﾀﾆ ﾀｹﾋｺ (米子市)

58分03秒173 土江　紀明2548 ﾂﾁｴ ﾉﾘｱｷ (出雲市)

58分16秒174 細田　慎二2411 ﾎｿﾀﾞ ｼﾝｼﾞ (安来市)

58分45秒175 実重　真2320 ｻﾈｼｹﾞ ﾏｺﾄ (安来市)

58分47秒176 永見　純司2627 ﾅｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝｼﾞ (米子市)

58分51秒177 大石　和育2430 ｵｵｲｼ ｶｽﾞｲｸ (松江市)

58分55秒178 三浦　征二2420 ﾐｳﾗ ｾｲｼﾞ (松江市)

59分00秒179 福島　誠2446 ﾌｸｼﾏ ﾏｺﾄ (松江市)

59分05秒180 井上　義博2449 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾋﾛ (邑南町)

59分07秒181 高野　誠2363 ﾀｶﾉ ﾏｺﾄ (松江市)

59分09秒182 南波　英樹2403 ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾃﾞｷ (松江市)

59分10秒183 河原　一2605 ｺﾞｳﾊﾞﾗ ﾊｼﾞﾒ (松江市)

59分12秒184 福間　勇2598 ﾌｸﾏ ｲｻﾑ (出雲市)

59分16秒185 出井　明和2533 ｲﾃﾞｲ ｱｷｶｽﾞ (岡山県)

59分21秒186 吉川　敦2569 ｷｯｶﾜ ｱﾂｼ (安来市)

59分25秒187 土江　譲2371 ﾂﾁｴ ﾕｽﾞﾙ (安来市)

59分27秒188 山本　泰2364 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾀｶ (伯耆町)

59分36秒189 三谷　英弘2442 ﾐﾀﾆ ﾋﾃﾞﾋﾛ (松江市)

59分39秒190 渡部　充2387 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾙ (出雲市)

59分39秒191 都田　純基2410 ﾐﾔｺﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ (米子市)

59分43秒192 笠見　孝徳2324 ｶｻﾐ ﾀｶﾉﾘ (鳥取市)

59分56秒193 神庭　治司2521 ｶﾝﾊﾞ ﾊﾙｼ (松江市)

1時間00分10秒194 石村　隆男2551 ｲｼﾑﾗ ﾀｶｵ (米子市)

1時間00分34秒195 坂手　邦治2348 ｻｶﾃ ｸﾆﾊﾙ (倉吉市)

1時間00分44秒196 秋山　正宣2421 ｱｷﾔﾏ ﾏｻﾉﾌﾞ (倉吉市)

1時間01分01秒197 池田　国司2606 ｲｹﾀﾞ ｸﾆｼﾞ (出雲市)

1時間01分14秒198 福田　誠2608 ﾌｸﾀﾞ ﾏｺﾄ (出雲市)

1時間01分26秒199 来海　隆義2610 ｷﾏﾁ ﾀｶﾖｼ (松江市)

1時間01分35秒200 金山　了2399 ｶﾅﾔﾏ ﾘｮｳ (安来市)
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1時間01分43秒201 平野　秀治2404 ﾋﾗﾉ ｼｭｳｼﾞ (松江市)

1時間01分45秒202 金藤　聡2603 ｶﾈﾄｳ ｻﾄｼ (安来市)

1時間02分10秒203 戸田　浩2362 ﾄﾀﾞ ﾋﾛｼ (安来市)

1時間02分19秒204 内藤　正志2516 ﾅｲﾄｳ ﾏｻｼ (出雲市)

1時間02分20秒205 原　紀行2426 ﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ (出雲市)

1時間02分30秒206 佐藤　将孝2377 ｻﾄｳ ﾏｻﾀｶ (松江市)

1時間02分36秒207 安野　恭司2447 ﾔｽﾉ ﾔｽｼ (米子市)

1時間02分39秒208 本池　寿2620 ﾓﾄｲｹ ﾋｻｼ (米子市)

1時間03分21秒209 小原　正義2374 ｵﾊﾞﾗ ﾏｻﾖｼ (安来市)

1時間03分35秒210 田岡　健2626 ﾀｵｶ ﾀｹｼ (米子市)

1時間03分43秒211 山根　敏弘2470 ﾔﾏﾈ ﾄｼﾋﾛ (松江市)

1時間03分54秒212 佐野　史幸2455 ｻﾉ ﾌﾐﾕｷ (出雲市)

1時間04分14秒213 高塚　浩二2617 ﾀｶﾂｶ ｺｳｼﾞ (安来市)

1時間04分18秒214 井上　啓治2326 ｲﾉｳｴ ｹｲｼﾞ (米子市)

1時間04分20秒215 金山　均2556 ｶﾅﾔﾏ ﾋﾄｼ (松江市)

1時間04分50秒216 矢田　俊己2413 ﾔﾀﾞ ﾄｼﾐ (安来市)

1時間04分52秒217 有田　憲司2476 ｱﾘﾀ ｹﾝｼﾞ (南部町)

1時間04分53秒218 安達　浩介2389 ｱﾀﾞﾁ ｺｳｽｹ (安来市)

1時間04分59秒219 影山　悟2408 ｶｹﾞﾔﾏ ｻﾄﾙ (境港市)

1時間05分04秒220 竹内　隆2350 ﾀｹｳﾁ ﾀｶｼ (松江市)

1時間05分05秒221 太田　和美2351 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾐ (松江市)

1時間05分21秒222 仁井　誠二2352 ﾆｲ ｾｲｼﾞ (安来市)

1時間05分23秒223 小橋　成人2549 ｺﾊﾞｼ ｼｹﾞﾄ (岡山県)

1時間05分48秒224 足立　三紀雄2574 ｱﾀﾞﾁ ﾐｷｵ (米子市)

1時間05分55秒225 角折　聖2380 ﾂﾉｵﾘ ｻﾄｼ (米子市)

1時間06分06秒226 五百川　弘樹2397 ｲｵｶﾞﾜ ﾋﾛｷ (米子市)

1時間06分25秒227 野土谷　孝希2522 ﾉﾄﾔ ﾀｶﾉﾘ (米子市)

1時間06分41秒228 大西　博史2302 ｵｵﾆｼ ﾋﾛｼ (南部町)

1時間06分49秒229 内田　和秀2453 ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ (安来市)

1時間06分54秒230 松田　直樹2625 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｷ (米子市)

1時間06分54秒231 谷口　哲也2570 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ (米子市)

1時間07分18秒232 太田　隆2588 ｵｵﾀ ﾀｶｼ (北栄町)

1時間07分33秒233 竹本　直明2498 ﾀｹﾓﾄ ﾅｵｱｷ (米子市)

1時間07分45秒234 内田　浩二2466 ｳﾁﾀﾞ ｺｳｼﾞ (松江市)

1時間07分52秒235 安食　治外2448 ｱｼﾞｷ ﾊﾙﾄ (出雲市)

1時間09分02秒236 原　浩一2590 ﾊﾗ ｺｳｲﾁ (安来市)

1時間09分09秒237 遠藤　亨2431 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｵﾙ (米子市)

1時間09分24秒238 藤田　正之2383 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾕｷ (安来市)

1時間09分25秒239 川本　浩伸2510 ｶﾜﾓﾄ ﾋﾛﾉﾌﾞ (雲南市)

1時間09分37秒240 高味　至星2535 ﾀｶﾐ ｼｾｲ (広島県)

1時間09分59秒241 野川　丈文2488 ﾉｶﾞﾜ ﾀｹﾌﾐ (米子市)

1時間10分17秒242 渡部　和博2630 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ (松江市)

1時間10分24秒243 角　一彦2485 ｽﾐ ｶｽﾞﾋｺ (米子市)

1時間10分42秒244 權田　幹夫2600 ｺﾞﾝﾀﾞ ﾐｷｵ (埼玉県)

1時間10分46秒245 岸本　史幸2437 ｷｼﾓﾄ ﾌﾐﾕｷ (兵庫県)

1時間11分13秒246 上代　章2619 ｼﾞｮｳﾀﾞｲ ｱｷﾗ (出雲市)

1時間11分19秒247 谷口　豊2477 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾀｶ (米子市)

1時間11分23秒248 水野　大悟2599 ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲｺﾞ (松江市)

1時間11分24秒249 野々村　健一2474 ﾉﾉﾑﾗ ｹﾝｲﾁ (米子市)

1時間11分50秒250 土江　克美2463 ﾂﾁｴ ｶﾂﾐ (米子市)
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1時間12分02秒251 末澤　豊継2581 ｽｴｻﾞﾜ ﾄﾖﾂｸﾞ (岡山県)

1時間12分11秒252 山本　隆一2311 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ (兵庫県)

1時間12分21秒253 村上　一2618 ﾑﾗｶﾐ ﾏｺﾄ (松江市)

1時間12分40秒254 山口　督司2471 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ (米子市)

1時間13分09秒255 田中　聡2624 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ (米子市)

1時間13分39秒256 藤原　伸行2349 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ (出雲市)

1時間14分39秒257 谷口　英樹2542 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ (鳥取市)

1時間14分41秒258 田子　智宏2506 ﾀｺﾞ ﾄﾓﾋﾛ (南部町)

1時間14分47秒259 楠　英雄2623 ｸｽ ﾋﾃﾞｵ (境港市)

1時間15分11秒260 金蔵　善紀2621 ｺﾝｿﾞｳ ﾖｼﾉﾘ (広島県)

1時間15分59秒261 田立　善人2594 ﾀﾀﾞﾁ ﾖｼﾄ (松江市)

1時間17分22秒262 池田　純2492 ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝ (安来市)

1時間19分09秒263 藤井　浩治2379 ﾌｼﾞｲ ｺｳｼﾞ (出雲市)

1時間22分09秒264 大山　行教2322 ｵｵﾔﾏ ﾕｷﾉﾘ (倉吉市)

1時間23分14秒265 鈴木　和喜2589 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾖｼ (米子市)

1時間26分26秒266 宇和田　美保2563 ｳﾜﾀﾞ ﾖｼｵ (岩美町)

1時間29分08秒267 山根　剛史2497 ﾔﾏﾈ ﾂﾖｼ (米子市)

1時間31分57秒268 梅林　大三朗2368 ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｻﾞﾌﾞﾛｳ (安来市)
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