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 2017/11/5
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会場: 安来市和鋼博物館前広場
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39分11秒1 大塚　昭2730 ｵｵﾂｶ ｱｷﾗ (出雲市)

39分24秒2 佐々木　光弘2753 ｻｻｷ ﾐﾂﾋﾛ (倉吉市)

41分47秒3 古板　利成2784 ﾌﾙｲﾀ ﾄｼﾅﾘ (京都府)

42分18秒4 林　武男2758 ﾊﾔｼ ﾀｹｵ (松江市)

42分23秒5 安田　匡2759 ﾔｽﾀﾞ ｷｮｳ (米子市)

42分26秒6 万庭　浄2812 ﾏﾝﾊﾞ ｷﾖｼ (兵庫県)

42分50秒7 山本　秀男2831 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ (兵庫県)

43分29秒8 村上　恭一2734 ﾑﾗｶﾐ ｷｮｳｲﾁ (隠岐の島町)

44分34秒9 糸賀　義行2745 ｲﾄｶﾞ ﾖｼﾕｷ (出雲市)

44分55秒10 井川　孝昭2809 ｲｶﾞﾜ ﾀｶｱｷ (米子市)

45分18秒11 岡田　正2716 ｵｶﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ (岡山県)

45分35秒12 曽田　和雄2725 ｿﾀ ｶｽﾞｵ (松江市)

46分59秒13 安食　繁2771 ｱｼﾞｷ ｼｹﾞﾙ (出雲市)

47分10秒14 古田　秀夫2850 ﾌﾙﾀ ﾋﾃﾞｵ (雲南市)

47分32秒15 嘉藤　幸久2772 ｶﾄｳ ﾕｷﾋｻ (松江市)

47分34秒16 松浦　洋治2830 ﾏﾂｳﾗ ﾖｳｼﾞ (松江市)

48分02秒17 川上　義則2803 ｶﾜｶﾐ ﾖｼﾉﾘ (出雲市)

48分02秒18 津田　俊男2840 ﾂﾀﾞ ﾄｼｵ (松江市)

48分46秒19 市原　和幸2846 ｲﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ (岐阜県)

49分14秒20 金山　秀敏2712 ｶﾅﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ (安来市)

49分34秒21 中村　好孝2794 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾀｶ (松江市)

50分01秒22 奥谷　克朗2829 ｵｸﾀﾆ ｶﾂﾛｳ (松江市)

50分25秒23 井上　則明2845 ｲﾉｳｴ ﾉﾘｱｷ (広島県)

50分35秒24 多田　薫2832 ﾀﾀﾞ ｶｵﾙ (米子市)

51分16秒25 福谷　優一2765 ﾌｸﾀﾆ ﾕｳｲﾁ (米子市)

51分18秒26 塩見　晴雄2727 ｼｵﾐ ﾊﾙｵ (米子市)

51分44秒27 川西　一夫2790 ｶﾜﾆｼ ｶｽﾞｵ (奥出雲町)

51分50秒28 岡部　新治2707 ｵｶﾍﾞ ｼﾝｼﾞ (長野県)

52分06秒29 岩本　謙司2728 ｲﾜﾓﾄ ｹﾝｼﾞ (松江市)

52分18秒30 岩田　敏昭2737 ｲﾜﾀ ﾄｼｱｷ (安来市)

52分47秒31 植田　好雄2797 ｳｴﾀﾞ ﾖｼｵ (江津市)

53分23秒32 落合　史朗2742 ｵﾁｱｲ ｼﾛｳ (兵庫県)

53分24秒33 岩田　公明2825 ｲﾜﾀ ｷﾐｱｷ (安来市)

53分26秒34 石倉　隆2823 ｲｼｸﾗ ﾀｶｼ (出雲市)

53分26秒35 小豆澤　忠夫2757 ｱｽﾞｷｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｵ (松江市)

53分54秒36 福田　誠治2810 ﾌｸﾀﾞ ｾｲｼﾞ (邑南町)

53分56秒37 石原　晴雄2800 ｲｼﾊﾗ ﾊﾙｵ (松江市)

54分04秒38 伊田　敬史2739 ｲﾀﾞ ﾀｶｼ (米子市)

54分19秒39 神田　貞男2751 ｶﾝﾀﾞ ｻﾀﾞｵ (出雲市)

54分26秒40 吉村　富士夫2847 ﾖｼﾑﾗ ﾌｼﾞｵ (倉吉市)

54分46秒41 三谷　禎一2744 ﾐﾀﾆ ﾃｲｲﾁ (松江市)

55分22秒42 櫻井　照久2802 ｻｸﾗｲ ﾃﾙﾋｻ (松江市)

55分23秒43 松田　時雄2786 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｷｵ (松江市)

55分34秒44 佐々木　秀登2741 ｻｻｷ ﾋﾃﾞﾄ (大田市)

55分41秒45 里田　和徳2808 ｻﾄﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ (米子市)

55分42秒46 水島　博史2718 ﾐｽﾞｼﾏ ﾋﾛｼ (米子市)

55分45秒47 椿　俊司2855 ﾂﾊﾞｷ ｼｭﾝｼﾞ (松江市)

56分02秒48 石賀　敏2817 ｲｼｶﾞ ｻﾄｼ (倉吉市)

56分11秒49 塩田　英一2760 ｼｵﾀ ｴｲｲﾁ (米子市)

56分25秒50 新　英人2788 ｱﾀﾗｼ ﾋﾃﾞﾄ (鳥取市)
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56分32秒51 渡邉　勝2791 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾙ (境港市)

56分56秒52 田島　稔重2703 ﾀｼﾞﾏ ﾄｼｶｽﾞ (広島県)

57分22秒53 穐山　恒雄2735 ｱｷﾔﾏ ﾂﾈｵ (北栄町)

57分32秒54 野坂　裕2811 ﾉｻｶ ﾋﾛｼ (松江市)

57分39秒55 中川　昇2766 ﾅｶｶﾞﾜ ﾉﾎﾞﾙ (北栄町)

57分39秒56 森広　良昭2777 ﾓﾘﾋﾛ ﾖｼｱｷ (山口県)

57分41秒57 沼田　秀治2839 ﾇﾏﾀ ﾋﾃﾞﾊﾙ (米子市)

57分47秒58 秋本　民夫2834 ｱｷﾓﾄ ﾀﾐｵ (北栄町)

57分51秒59 曳野　徹2768 ﾋｷﾉ ﾄｵﾙ (松江市)

57分52秒60 森　正修2833 ﾓﾘ ﾏｻﾐ (岡山県)

57分54秒61 岩元　卓雄2767 ｲﾜﾓﾄ ﾀｸｵ (大分県)

57分56秒62 宮本　薫2776 ﾐﾔﾓﾄ ｶｵﾙ (安来市)

58分04秒63 清水　司2796 ｼﾐｽﾞ ﾂｶｻ (大田市)

58分13秒64 川上　雄一郎2715 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｲﾁﾛｳ (松江市)

58分46秒65 野口　哲男2733 ﾉｸﾞﾁ ﾃﾂｵ (伯耆町)

58分50秒66 小川　雅幸2713 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ (松江市)

58分57秒67 永井　裕二2773 ﾅｶﾞｲ ﾕｳｼﾞ (松江市)

59分05秒68 舟木　宏次2842 ﾌﾅｷ ﾋﾛﾂｷﾞ (松江市)

59分19秒69 安田　徹2754 ﾔｽﾀﾞ ﾄｵﾙ (日南町)

59分27秒70 稲場　久和2779 ｲﾅﾊﾞ ﾋｻｶｽﾞ (松江市)

59分31秒71 下村　和也2799 ｼﾓﾑﾗ ｶｽﾞﾔ (伯耆町)

59分48秒72 近藤　邦博2789 ｺﾝﾄﾞｳ ｸﾆﾋﾛ (安来市)

59分54秒73 笹岡　功2710 ｻｻｵｶ ｲｻｵ (出雲市)

1時間00分04秒74 細田　正美2763 ﾎｿﾀﾞ ﾏｻﾐ (安来市)

1時間00分06秒75 辻　俊治2787 ﾂｼﾞ ｼｭﾝｼﾞ (岡山県)

1時間00分29秒76 田中　信之2750 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ (大山町)

1時間00分43秒77 阿式　孝雄2821 ｱｼﾞｷ ﾀｶｵ (出雲市)

1時間00分46秒78 金山　行雄2726 ｶﾅﾔﾏ ﾕｷｵ (安来市)

1時間00分51秒79 道上　哲俊2836 ﾐﾁｳｴ ﾃﾂﾄｼ (広島県)

1時間01分05秒80 笠木　重人2816 ｶｻｷﾞ ｼｹﾞﾄ (松江市)

1時間01分08秒81 岡部　孝2822 ｵｶﾍﾞ ﾀｶｼ (兵庫県)

1時間01分13秒82 柳田　二三男2708 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾌﾐｵ (安来市)

1時間01分13秒83 増野　清人2818 ﾏｼﾉ ｷﾖﾄ (岡山県)

1時間01分14秒84 高橋　健2843 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ (雲南市)

1時間01分18秒85 淺田　清忠2749 ｱｻﾀﾞ ｷﾖﾀﾀﾞ (松江市)

1時間01分36秒86 横山　勝己2714 ﾖｺﾔﾏ ｶﾂﾐ (広島県)

1時間01分49秒87 石倉　武2795 ｲｼｸﾗ ﾀｹｼ (松江市)

1時間02分51秒88 三島　敏裕2762 ﾐｼﾏ ﾄｼﾋﾛ (松江市)

1時間02分52秒89 田中　晴美2775 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾐ (安来市)

1時間03分04秒90 西依　三郎2835 ﾆｼﾖﾘ ｻﾌﾞﾛｳ (福岡県)

1時間03分05秒91 伊藤　學2854 ｲﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ (鳥取市)

1時間03分14秒92 永瀬　公男2849 ﾅｶﾞｾ ｷﾐｵ (松江市)

1時間03分21秒93 河村　英夫2824 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ (松江市)

1時間03分43秒94 稲田　正美2848 ｲﾅﾀ ﾏｻﾐ (松江市)

1時間03分46秒95 小村　芳康2706 ｵﾑﾗ ﾖｼﾔｽ (安来市)

1時間04分00秒96 前田　昭治2755 ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ (松江市)

1時間04分01秒97 新井　義久3889 ｱﾗｲ ﾖｼﾋｻ (安来市)

1時間04分04秒98 梅田　学2717 ｳﾒﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ (岡山県)

1時間05分00秒99 樋高　嘉治2752 ﾋﾀﾞｶ ﾖｼﾊﾙ (兵庫県)

1時間05分05秒100 中本　秀行2778 ﾅｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ (湯梨浜町)
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1時間05分40秒101 岸本　幹2740 ｷｼﾓﾄ ｶﾝ (岡山県)

1時間06分00秒102 小原　陽一2747 ｵﾊﾞﾗ ﾖｳｲﾁ (松江市)

1時間06分08秒103 吾郷　邦則2837 ｱｺﾞｳ ｸﾆﾉﾘ (出雲市)

1時間06分18秒104 山下　善教2731 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾉﾘ (岡山県)

1時間06分32秒105 矢田貝　洋2743 ﾔﾀｶﾞｲ ﾋﾛｼ (日南町)

1時間06分50秒106 原　治男2738 ﾊﾗ ﾊﾙｵ (安来市)

1時間07分02秒107 若原　光弘2782 ﾜｶﾊﾗ ﾐﾂﾋﾛ (米子市)

1時間07分23秒108 浅野　幹夫2815 ｱｻﾉ ﾐｷｵ (松江市)

1時間07分37秒109 川口　博嗣2801 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｼ (兵庫県)

1時間07分44秒110 加持谷　邦男2721 ｶｼﾞﾀﾆ ｸﾆｵ (江府町)

1時間08分01秒111 原　秋夫2711 ﾊﾗ ｱｷｵ (兵庫県)

1時間08分21秒112 伊藤　和夫2719 ｲﾄｳ ｶｽﾞｵ (出雲市)

1時間08分34秒113 福島　浩之2756 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛﾕｷ (松江市)

1時間08分38秒114 岡本　知巳2828 ｵｶﾓﾄ ﾄﾓﾐ (米子市)

1時間08分38秒115 梅林　伸一2705 ｳﾒﾊﾞﾔｼ ｼﾝｲﾁ (米子市)

1時間09分48秒116 川上　功2729 ｶﾜｶﾐ ｲｻｵ (出雲市)

1時間10分56秒117 川崎　純一2807 ｶﾜｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ (岡山県)

1時間11分38秒118 宮下　恒郎2813 ﾐﾔｼﾀ ﾂﾈｵ (東京都)

1時間11分45秒119 丸山　清2774 ﾏﾙﾔﾏ ｷﾖｼ (安来市)

1時間11分47秒120 内藤　陽次2720 ﾅｲﾄｳ ﾖｳｼﾞ (埼玉県)

1時間13分13秒121 大西　宏明2723 ｵｵﾆｼ ﾋﾛｱｷ (大阪府)

1時間13分16秒122 田中　峰夫2792 ﾀﾅｶ ﾐﾈｵ (大田市)

1時間14分44秒123 曽田　一也2841 ｿﾀ ｶｽﾞﾅﾘ (松江市)

1時間15分05秒124 二岡　孝道2746 ﾌﾀｵｶ ﾀｶﾐﾁ (安来市)

1時間16分38秒125 櫻井　脩2851 ｻｸﾗｲ ｵｻﾑ (神奈川県)

1時間16分44秒126 須山　均2736 ｽﾔﾏ ﾋﾄｼ (米子市)

1時間23分02秒127 原田　健2764 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝ (北栄町)

1時間25分46秒128 金山　日出夫2780 ｶﾅﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ (松江市)

1時間26分04秒129 高瀬　義明2704 ﾀｶｾ ﾖｼｱｷ (出雲市)

1時間31分41秒130 舟津　利治2769 ﾌﾅﾂ ﾄｼﾊﾙ (松江市)

1時間35分30秒131 平山　賢治2722 ﾋﾗﾔﾏ ｹﾝｼﾞ (鳥取市)

1時間40分04秒132 岩本　茂利2761 ｲﾜﾓﾄ ｼｹﾞﾄｼ (米子市)
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