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16分59秒1 松原　大輔3667 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｽｹ (米子市)

17分04秒2 片寄　博幸3652 ｶﾀﾖｾ ﾋﾛﾕｷ (雲南市)

17分40秒3 井原　志樹3631 ｲﾊﾞﾗ ﾓﾄｷ (松江市)

17分53秒4 田中　勝己3640 ﾀﾅｶ ｶﾂﾐ (鳥取市)

17分59秒5 深田　誠3671 ﾌｶﾀﾞ ﾏｺﾄ (米子市)

18分07秒6 三島　克仁3645 ﾐｼﾏ ｶﾂﾋﾄ (松江市)

18分18秒7 加納　雅博3684 ｶﾉｳ ﾏｻﾋﾛ (安来市)

18分46秒8 増村　学3527 ﾏｼﾑﾗ ﾏﾅﾌﾞ (益田市)

18分52秒9 松浦　康3560 ﾏﾂｳﾗ ﾔｽｼ (安来市)

19分13秒10 佐桑　秀樹3637 ｻｸﾜ ﾋﾃﾞｷ (松江市)

19分25秒11 松崎　理泰3593 ﾏﾂｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ (松江市)

19分35秒12 森田　結城3612 ﾓﾘﾀ ﾕｳｷ (米子市)

19分41秒13 山根　繁美3646 ﾔﾏﾈ ｼｹﾞﾖｼ (大山町)

19分55秒14 大垰　徳明3639 ｵｵﾀｵ ﾉﾘｱｷ (浜田市)

20分00秒15 木村　剛3682 ｷﾑﾗ ﾀｹｼ (松江市)

20分02秒16 藤井　和美3653 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾐ (出雲市)

20分02秒17 古藤　亮3655 ｺﾄｳ ﾘｮｳ (松江市)

20分17秒18 糸賀　公一3658 ｲﾄｶﾞ ｺｳｲﾁ (出雲市)

20分21秒19 足立　浩二3554 ｱﾀﾞﾁ ｺｳｼﾞ (安来市)

20分22秒20 冨田　文麿3509 ﾄﾐﾀ ｱﾔﾏﾛ (安来市)

20分31秒21 松田　和穂3668 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞｵ (松江市)

20分38秒22 座山　剛3518 ｻﾞﾔﾏ ﾂﾖｼ (米子市)

20分41秒23 石倉　伸哉3584 ｲｼｸﾗ ｼﾝﾔ (松江市)

21分06秒24 中村　丈志3549 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹｼ (松江市)

21分10秒25 是津　一成3641 ｾﾞｯﾂ ｶｽﾞﾅﾘ (隠岐の島町)

21分35秒26 池淵　和憲3628 ｲｹﾌﾞﾁ ｶｽﾞﾉﾘ (境港市)

21分36秒27 増原　誠治3638 ﾏｽﾊﾗ ｾｲｼﾞ (出雲市)

21分39秒28 前田　吉浩3502 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ (安来市)

21分49秒29 神田　博正3558 ｶﾝﾀﾞ ﾋﾛﾏｻ (安来市)

22分00秒30 清水　琢也3545 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ (米子市)

22分08秒31 浜村　徹3665 ﾊﾏﾑﾗ ﾄｵﾙ (出雲市)

22分25秒32 青山　智3669 ｱｵﾔﾏ ｻﾄｼ (松江市)

22分26秒33 生林　康範3505 ｲｹﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾉﾘ (米子市)

22分28秒34 松尾　学3622 ﾏﾂｵ ﾏﾅﾌﾞ (松江市)

22分33秒35 西田　史朗3515 ﾆｼﾀﾞ ｼﾛｳ (出雲市)

22分42秒36 成田　浩一3717 ﾅﾘﾀ ｺｳｲﾁ (安来市)

22分46秒37 柴田　税3548 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ (日野町)

22分54秒38 吾郷　譲次3695 ｱｺﾞｳ ｼﾞｮｳｼﾞ (松江市)

22分57秒39 荒木　健3566 ｱﾗｷ ｹﾝ (安来市)

23分03秒40 藤原　金一3538 ﾌｼﾞﾊﾗ ｷﾝｲﾁ (奥出雲町)

23分14秒41 高力　英樹3539 ｺｳﾘｷ ﾋﾃﾞｷ (米子市)

23分17秒42 武田　博3564 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ (境港市)

23分32秒43 安田　幸司3609 ﾔｽﾀﾞ ｺｳｼﾞ (松江市)

23分40秒44 実重　憲幸3534 ｻﾈｼｹﾞ ﾉﾘﾕｷ (安来市)

24分06秒45 木村　忍3680 ｷﾑﾗ ｼﾉﾌﾞ (松江市)

24分22秒46 細木　正司3630 ﾎｿｷﾞ ｼｮｳｼﾞ (松江市)

24分41秒47 梅木　孝3587 ｳﾒｷ ﾀｶｼ (松江市)

24分47秒48 宇原　守3510 ｳﾊﾞﾗ ﾏﾓﾙ (出雲市)

24分55秒49 山根　敦3551 ﾔﾏﾈ ｱﾂｼ (出雲市)

25分02秒50 吾郷　隆志3514 ｱｺﾞｳ ﾀｶｼ (米子市)
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25分11秒51 林　雄三3716 ﾊﾔｼ ﾕｳｿﾞｳ (松江市)

25分12秒52 青木　透3526 ｱｵｷ ﾄｵﾙ (松江市)

25分17秒53 錦織　靖3670 ﾆｼｺｵﾘ ｾｲ (出雲市)

25分17秒54 藤原　盛雄3591 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾓﾘｵ (奥出雲町)

25分22秒55 飯塚　伸二3561 ｲｲﾂｶ ｼﾝｼﾞ (安来市)

25分24秒56 中田　公人3708 ﾅｶﾀﾞ ｷﾐﾄ (大田市)

25分27秒57 中嶋　栄自3709 ﾅｶｼﾞﾏ ｴｲｼﾞ (出雲市)

25分32秒58 絹谷　健3690 ｷﾇﾀﾆ ｹﾝ (米子市)

25分34秒59 福島　敏幸3592 ﾌｸｼﾏ ﾄｼﾕｷ (安来市)

25分36秒60 川島　均3610 ｶﾜｼﾏ ﾋﾄｼ (松江市)

25分38秒61 森脇　明博3546 ﾓﾘﾜｷ ｱｷﾋﾛ (出雲市)

25分39秒62 落部　博幸3512 ｵﾁﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ (松江市)

25分40秒63 赤山　伸宏3624 ｱｶﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ (松江市)

25分44秒64 伊藤　斉3583 ｲﾄｳ ﾋﾄｼ (松江市)

25分49秒65 石飛　憲3698 ｲｼﾄﾋﾞ ｹﾝ (雲南市)

25分54秒66 河内　和彦3643 ｶﾜｳﾁ ｶｽﾞﾋｺ (米子市)

25分55秒67 田中　精一3563 ﾀﾅｶ ｾｲｲﾁ (米子市)

25分55秒68 田中　豊3601 ﾀﾅｶ ﾕﾀｶ (安来市)

25分56秒69 森下　敏章3544 ﾓﾘｼﾀ ﾄｼｱｷ (広島県)

26分00秒70 加藤　昌弘3501 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ (出雲市)

26分10秒71 家島　紀幸3540 ｲｴｼﾞﾏ ﾉﾘﾕｷ (安来市)

26分11秒72 山崎　賢作3605 ﾔﾏｻｷ ｹﾝｻｸ (安来市)

26分17秒73 広中　勝3594 ﾋﾛﾅｶ ﾏｻﾙ (安来市)

26分18秒74 由島　修司3661 ﾕｼﾏ ｼｭｳｼﾞ (岡山県)

26分25秒75 伴藤　明宏3621 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ (米子市)

26分38秒76 石飛　州浩3597 ｲｼﾄﾋﾞ ｸﾆﾋﾛ (出雲市)

26分39秒77 長本　和也3700 ﾅｶﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾔ (米子市)

26分39秒78 林　真樹3613 ﾊﾔｼ ﾏｻｷ (松江市)

26分39秒79 高梨　敏樹3562 ﾀｶﾅｼ ﾄｼｷ (松江市)

26分41秒80 西川　隆文3675 ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾌﾐ (米子市)

26分42秒81 古藤　誠3693 ｺﾄｳ ﾏｺﾄ (雲南市)

26分44秒82 佐野　智明3569 ｻﾉ ﾄﾓｱｷ (出雲市)

26分50秒83 千代田　智之3572 ﾁﾖﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ (安来市)

26分52秒84 重親　政継3681 ｼｹﾞﾁｶ ﾏｻﾂｸﾞ (出雲市)

26分55秒85 杉原　雅彦3619 ｽｷﾞﾊﾗ ﾏｻﾋｺ (松江市)

27分02秒86 西畑　徳二3632 ﾆｼﾊﾞﾀ ﾄｸｼﾞ (兵庫県)

27分04秒87 高島　有史3519 ﾀｶｼﾏ ﾕｳｼﾞ (雲南市)

27分05秒88 松島　大吾3712 ﾏﾂｼﾏ ﾀﾞｲｺﾞ (雲南市)

27分07秒89 川島　幸3536 ｶﾜｼﾏ ｺｳ (米子市)

27分13秒90 大天　暁史3711 ﾀﾞｲﾃﾝ ｱｷﾌﾐ (米子市)

27分17秒91 鳥屋尾　謙一3691 ﾄﾔｵ ｹﾝｲﾁ (松江市)

27分23秒92 福間　雄太3600 ﾌｸﾏ ﾕｳﾀ (出雲市)

27分28秒93 片寄　治紀3666 ｶﾀﾖｾ ﾊﾙﾉﾘ (出雲市)

27分29秒94 折戸　浩二3629 ｵﾘﾄ ｺｳｼﾞ (米子市)

27分30秒95 高木　和明3524 ﾀｶｷ ｶｽﾞｱｷ (美郷町)

27分32秒96 大森　龍也3623 ｵｵﾓﾘ ﾀﾂﾔ (岡山県)

27分34秒97 古澤　太一3688 ﾌﾙｻﾜ ﾀｲﾁ (安来市)

27分41秒98 濱岡　廣雄3687 ﾊﾏｵｶ ﾋﾛｵ (松江市)

27分46秒99 下手　将人3565 ｼﾓﾃ ﾏｻﾄ (松江市)

27分46秒100 古田　友和3704 ﾌﾙﾀ ﾄﾓｶｽﾞ (安来市)
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27分51秒101 渡部　知和3552 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｶｽﾞ (安来市)

27分51秒102 市川　一夫3531 ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞｵ (安来市)

27分54秒103 須田　英昭3634 ｽﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ (松江市)

28分00秒104 岩田　知久3529 ｲﾜﾀ ﾄﾓﾋｻ (出雲市)

28分01秒105 藤原　知之3550 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄﾓﾕｷ (安来市)

28分02秒106 小坂　登志男3608 ｺｻｶ ﾄｼｵ (松江市)

28分03秒107 小笠原　耕治3686 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｺｳｼﾞ (松江市)

28分11秒108 長谷川　博3595 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ (松江市)

28分25秒109 玉木　茂3520 ﾀﾏｷ ｼｹﾞﾙ (出雲市)

28分31秒110 岡田　勝3506 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾙ (松江市)

28分40秒111 吉岡　亨3676 ﾖｼｵｶ ﾄｵﾙ (米子市)

28分40秒112 坂根　宏和3503 ｻｶﾈ ﾋﾛｶｽﾞ (琴浦町)

28分41秒113 長谷川　英二3664 ﾊｾｶﾞﾜ ｴｲｼﾞ (松江市)

28分42秒114 津嶋　俊也3582 ﾂｼﾏ ﾄｼﾔ (安来市)

28分47秒115 奥村　博3523 ｵｸﾑﾗ ﾋﾛｼ (出雲市)

28分53秒116 久保田　知行3713 ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓﾕｷ (松江市)

28分57秒117 柳楽　昇3508 ﾅｷﾞﾗ ﾉﾎﾞﾙ (松江市)

29分03秒118 青木　義和3567 ｱｵｷ ﾖｼｶｽﾞ (出雲市)

29分05秒119 三笹　恵介3573 ﾐｻｻ ｹｲｽｹ (安来市)

29分11秒120 岩本　訓3598 ｲﾜﾓﾄ ｻﾄｼ (米子市)

29分12秒121 冨山　昭広3553 ﾄﾐﾔﾏ ｱｷﾋﾛ (日吉津村)

29分31秒122 長野　裕二3617 ﾅｶﾞﾉ ﾕｳｼﾞ (松江市)

29分35秒123 近藤　明徳3677 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾉﾘ (米子市)

29分35秒124 細田　眞徳3547 ﾎｿﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ (江府町)

29分42秒125 宮崎　徹3654 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄｵﾙ (琴浦町)

29分45秒126 戸次　敏也3627 ﾍﾞｯｷ ﾄｼﾔ (八頭町)

29分51秒127 山口　基3644 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾄｲ (安来市)

29分55秒128 長谷川　博嵩3521 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾀｶ (境港市)

30分01秒129 法橋　宏之3683 ﾎｯｷｮｳ ﾋﾛﾕｷ (松江市)

30分03秒130 木村　隆史3574 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ (米子市)

30分09秒131 内藤　雅文3530 ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾌﾐ (八頭町)

30分13秒132 石橋　透3694 ｲｼﾊﾞｼ ﾄｵﾙ (南部町)

30分16秒133 青山　修治3692 ｱｵﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ (松江市)

30分19秒134 原田　彰一郎3714 ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳｲﾁﾛｳ (安来市)

30分20秒135 中島　誠3599 ﾅｶｼﾏ ﾏｺﾄ (出雲市)

30分20秒136 矢田　憲司3697 ﾔﾀﾞ ｹﾝｼﾞ (松江市)

30分28秒137 米田　靖幸3559 ﾖﾈﾀﾞ ﾔｽﾕｷ (松江市)

30分30秒138 高嶋　彰彦3525 ﾀｶｼﾏ ｱｷﾋｺ (松江市)

30分43秒139 田淵　肇3507 ﾀﾌﾞﾁ ﾊｼﾞﾒ (米子市)

30分48秒140 横山　修司3635 ﾖｺﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ (米子市)

30分50秒141 長谷川　伸治3596 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾝｼﾞ (松江市)

30分50秒142 久保　雅彦3581 ｸﾎﾞ ﾏｻﾋｺ (安来市)

30分54秒143 大島　一也3679 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾔ (松江市)

30分56秒144 中村　明3590 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ (鳥取市)

30分57秒145 佐野　修司3516 ｻﾉ ｼｭｳｼﾞ (松江市)

31分11秒146 金森　淳也3672 ｶﾅﾓﾘ ｼﾞｭﾝﾔ (松江市)

31分18秒147 辻村　幸夫3699 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾕｷｵ (松江市)

31分26秒148 山﨑　勝己3575 ﾔﾏｻｷ ｶﾂﾐ (安来市)

31分32秒149 山崎　誠3625 ﾔﾏｻｷ ﾏｺﾄ (安来市)

31分33秒150 稲田　辰一3663 ｲﾅﾀ ｼﾝｲﾁ (松江市)
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31分53秒151 中西　伸宏3522 ﾅｶﾆｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ (米子市)

32分17秒152 来間　賢3606 ｸﾙﾏ ﾏｻﾙ (出雲市)

32分21秒153 川口　良3570 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳ (安来市)

32分26秒154 谷岡　有康3656 ﾀﾆｵｶ ﾅｵﾔｽ (雲南市)

32分31秒155 稲田　祐二3705 ｲﾅﾀﾞ ﾕｳｼﾞ (米子市)

32分32秒156 日野　好美3541 ﾋﾉ ﾖｼﾐ (松江市)

32分45秒157 佐々木　謙幸3674 ｻｻｷ ﾉﾘﾕｷ (米子市)

32分49秒158 河原　嘉之3615 ｺﾞｳﾊﾞﾗ ﾖｼﾕｷ (出雲市)

32分49秒159 後藤　義典3517 ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾉﾘ (松江市)

32分53秒160 神田　伸彦3568 ｶﾝﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ (出雲市)

33分05秒161 秦岡　敦史3528 ﾊﾀﾞｵｶ ｱﾂｼ (南部町)

33分05秒162 廣芳　勝一3611 ﾋﾛﾖｼ ｶﾂｲﾁ (米子市)

33分18秒163 中島　建治3580 ﾅｶｼﾏ ｹﾝｼﾞ (出雲市)

33分35秒164 横木　常男3537 ﾖｺｷﾞ ﾂﾈｵ (出雲市)

33分36秒165 藤谷　泰勝3604 ﾌｼﾞﾀﾆ ﾋﾛｶﾂ (米子市)

33分41秒166 樋野　篤3616 ﾋﾉ ｱﾂｼ (出雲市)

33分44秒167 石倉　正二3685 ｲｼｸﾗ ｼｮｳｼﾞ (松江市)

33分53秒168 菊池　健二3706 ｷｸﾁ ｹﾝｼﾞ (安来市)

34分20秒169 糸原　邦弘3533 ｲﾄﾊﾗ ｸﾆﾋﾛ (安来市)

34分30秒170 佐々木　誠3556 ｻｻｷ ﾏｺﾄ (米子市)

34分31秒171 山本　領3586 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ (松江市)

34分34秒172 坂口　敏彦3660 ｻｶｸﾞﾁ ﾄｼﾋｺ (浜田市)

34分35秒173 小原　一郎3585 ｵﾊﾞﾗ ｲﾁﾛｳ (松江市)

34分35秒174 宇森　慎一3588 ｳﾓﾘ ｼﾝｲﾁ (出雲市)

34分40秒175 安部　悦史3618 ｱﾍﾞ ｴﾂｼ (米子市)

34分55秒176 浅井　俊郎3702 ｱｻｲ ﾄｼﾛｳ (米子市)

35分02秒177 井塚　達人3542 ｲﾂｶ ﾀﾂﾋﾄ (安来市)

35分11秒178 門脇　健二3626 ｶﾄﾞﾜｷ ｹﾝｼﾞ (安来市)

35分17秒179 並河　光彦3577 ﾅﾋﾞｶ ﾐﾂﾋｺ (松江市)

35分18秒180 安井　柾人3603 ﾔｽｲ ﾏｻﾄ (大田市)

35分21秒181 舟木　哲也3532 ﾌﾅｷ ﾃﾂﾔ (安来市)

36分37秒182 鴨木　章3557 ｶﾓｷﾞ ｱｷﾗ (安来市)

36分42秒183 斎藤　大善3633 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｾﾞﾝ (松江市)

37分19秒184 大元　誠治3571 ｵｵﾓﾄ ｾｲｼﾞ (出雲市)

37分23秒185 林　武志3689 ﾊﾔｼ ﾀｹｼ (松江市)

37分51秒186 石原　章弘3535 ｲｼﾊﾗ ｱｷﾋﾛ (安来市)

38分01秒187 田村　靖史3555 ﾀﾑﾗ ﾔｽｼ (安来市)

38分13秒188 長棟　康彦3707 ﾅｶﾞﾑﾈ ﾔｽﾋｺ (安来市)

38分39秒189 浜田　幹也3673 ﾊﾏﾀﾞ ﾐｷﾔ (境港市)

39分19秒190 寺脇　大詞3543 ﾃﾗﾜｷ ﾀﾞｲｼ (米子市)

39分52秒191 石原　健一3701 ｲｼﾊﾗ ｹﾝｲﾁ (安来市)

39分56秒192 安立　秀幸3620 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ (出雲市)

40分05秒193 山本　守3579 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾓﾙ (米子市)

42分13秒194 舟町　公宏3578 ﾌﾅﾏﾁ ｷﾐﾋﾛ (米子市)
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