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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

18分34秒1 中澤　隆3833 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶｼ (米子市)

20分32秒2 迫江　茂幸3874 ｻｺｴ ｼｹﾞﾕｷ (広島県)

20分41秒3 内田　信也3904 ｳﾁﾀﾞ ｼﾝﾔ (広島県)

21分08秒4 福田　修一3822 ﾌｸﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ (出雲市)

21分13秒5 大西　秀幸3806 ｵｵﾆｼ ﾋﾃﾞﾕｷ (鳥取市)

21分24秒6 丹波　房雄3870 ﾀﾝﾊﾞ ﾌｻｵ (奥出雲町)

21分55秒7 三島　武3824 ﾐｼﾏ ﾀｹｼ (松江市)

22分05秒8 山本　悟3856 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄﾙ (隠岐の島町)

22分38秒9 岩谷　英樹3835 ｲﾜﾀﾆ ﾋﾃﾞｷ (松江市)

22分44秒10 和田　三喜夫3853 ﾜﾀﾞ ﾐｷｵ (松江市)

23分01秒11 門脇　雄二3873 ｶﾄﾞﾜｷ ﾕｳｼﾞ (松江市)

23分12秒12 畑　正幸3836 ﾊﾀ ﾏｻﾕｷ (出雲市)

23分58秒13 渡部　信一3928 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞｲﾁ (松江市)

24分25秒14 陰山　春己3858 ｶｹﾞﾔﾏ ﾊﾙﾐ (出雲市)

24分57秒15 遠藤　隆司3899 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ (境港市)

25分08秒16 岩田　良司3860 ｲﾜﾀ ﾘｮｳｼﾞ (南部町)

25分18秒17 坂根　繁3802 ｻｶﾈ ｼｹﾞﾙ (松江市)

25分32秒18 中野　孝3891 ﾅｶﾉ ﾀｶｼ (米子市)

25分36秒19 渡部　宏之3922 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ (松江市)

25分43秒20 松尾　安義3852 ﾏﾂｵ ﾔｽﾖｼ (松江市)

25分46秒21 辻谷　典久3811 ﾂｼﾞﾀﾆ ﾉﾘﾋｻ (安来市)

25分56秒22 門脇　義明3910 ｶﾄﾞﾜｷ ﾖｼｱｷ (安来市)

26分01秒23 杉原　知幸3911 ｽｷﾞﾊﾗ ﾄﾓﾕｷ (松江市)

26分07秒24 山根　陽一3919 ﾔﾏﾈ ﾖｳｲﾁ (出雲市)

26分12秒25 綿貫　進3902 ﾜﾀﾇｷ ｽｽﾑ (出雲市)

26分30秒26 古志野　斎3879 ｺｼﾉ ﾋﾄｼ (安来市)

26分59秒27 箕島　健3857 ﾐﾉｼﾏ ｹﾝ (米子市)

26分59秒28 川本　和暁3917 ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ (広島県)

27分07秒29 大菅　四志夫3844 ｵｵｽｹﾞ ﾖｼｵ (出雲市)

27分22秒30 市本　和義3840 ｲﾁﾓﾄ ｶｽﾞﾖｼ (岡山県)

27分30秒31 坂本　久3859 ｻｶﾓﾄ ﾋｻｼ (松江市)

27分58秒32 宮内　健治3825 ﾐﾔｳﾁ ｹﾝｼﾞ (安来市)

27分59秒33 田中　治3842 ﾀﾅｶ ｵｻﾑ (米子市)

28分04秒34 佐伯　勇3810 ｻｴｷ ｲｻﾑ (安来市)

28分04秒35 成相　治3876 ﾅﾘｱｲ ｵｻﾑ (出雲市)

28分05秒36 浅倉　博一3854 ｱｻｸﾗ ﾋﾛｶｽﾞ (倉吉市)

28分05秒37 守安　敦3926 ﾓﾘﾔｽ ﾂﾄﾑ (岡山県)

28分13秒38 野津　福市3907 ﾉﾂ ﾌｸｲﾁ (出雲市)

28分15秒39 後藤　才示3901 ｺﾞﾄｳ ｻｲｼﾞ (出雲市)

28分18秒40 仙田　典夫3831 ｾﾝﾀﾞ ﾉﾘｵ (安来市)

28分38秒41 小林　友行3884 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾕｷ (松江市)

28分51秒42 河井　広道3827 ｶﾜｲ ﾋﾛﾐﾁ (鳥取市)

28分52秒43 新野　晴芳3812 ﾆｲﾉ ﾊﾙﾖｼ (岡山県)

28分54秒44 大櫃　俊3808 ｵｵﾋﾞﾂ ｼｭﾝ (安来市)

29分05秒45 神田　哲夫3881 ｶﾝﾀﾞ ﾃﾂｵ (安来市)

29分12秒46 宇都宮　孝一3862 ｳﾂﾉﾐﾔ ｺｳｲﾁ (安来市)

29分14秒47 渡部　英一3898 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｲﾁ (出雲市)

29分16秒48 原　洋信3868 ﾊﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ (米子市)

29分17秒49 金子　正3871 ｶﾈｺ ﾀﾀﾞｼ (浜田市)

29分47秒50 萩原　武3878 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｹｼ (智頭町)
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29分49秒51 石飛　公一3807 ｲｼﾄﾋﾞ ｺｳｲﾁ (松江市)

29分57秒52 若松　実3829 ﾜｶﾏﾂ ﾐﾉﾙ (米子市)

30分00秒53 島田　一郎3916 ｼﾏﾀﾞ ｲﾁﾛｳ (兵庫県)

30分09秒54 新竹　則夫3830 ｼﾝﾀｹ ﾉﾘｵ (大山町)

30分10秒55 田中　康之3903 ﾀﾅｶ ﾔｽﾕｷ (松江市)

30分10秒56 笠谷　博友3809 ｶｻﾔ ﾋﾛﾄﾓ (出雲市)

30分14秒57 松浦　晃3925 ﾏﾂｳﾗ ｱｷﾗ (広島県)

30分24秒58 大櫃　幸雄3893 ｵｵﾋﾞﾂ ﾕｷｵ (安来市)

30分31秒59 門前　吉昭3819 ﾓﾝｾﾞﾝ ﾖｼｱｷ (米子市)

30分34秒60 池田　千寿3841 ｲｹﾀﾞ ﾁﾄｼ (出雲市)

30分34秒61 小林　敏夫3855 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｵ (鳥取市)

30分44秒62 木村　猛3869 ｷﾑﾗ ﾀｹｼ (出雲市)

30分58秒63 山本　公二3920 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ (兵庫県)

31分09秒64 大田　耕次3894 ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ (出雲市)

31分18秒65 米田　治美3828 ﾖﾈﾀﾞ ﾊﾙﾐ (安来市)

31分38秒66 松本　一司3817 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾄｼ (出雲市)

31分43秒67 岡田　武久3900 ｵｶﾀﾞ ﾀｹﾋｻ (大田市)

31分52秒68 楓　尚史3905 ﾓﾐｼﾞ ﾋｻｼ (香川県)

31分57秒69 宇田川　保3885 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾀﾓﾂ (江府町)

32分05秒70 亀尾　志郎3892 ｶﾒｵ ｼﾛｳ (安来市)

32分27秒71 石原　薫3897 ｲｼﾊﾗ ｶｵﾙ (鳥取市)

33分07秒72 蔵本　和夫3834 ｸﾗﾓﾄ ｶｽﾞｵ (安来市)

33分08秒73 林原　咲夫3924 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ｻｷｵ (大山町)

33分25秒74 杉原　玄二3818 ｽｷﾞﾊﾗ ｹﾞﾝｼﾞ (米子市)

33分42秒75 山田　和彦3861 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ (松江市)

33分45秒76 勝部　邦夫3805 ｶﾂﾍﾞ ｸﾆｵ (米子市)

34分00秒77 竹下　健二3896 ﾀｹｼﾀ ｹﾝｼﾞ (出雲市)

34分05秒78 末広　隆文3908 ｽｴﾋﾛ ﾀｶﾌﾐ (境港市)

34分13秒79 船木　文夫3921 ﾌﾅｷ ﾌﾐｵ (松江市)

34分22秒80 小林　誠一3843 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｲﾁ (米子市)

34分31秒81 武内　貞夫3816 ﾀｹｳﾁ ｻﾀﾞｵ (岡山県)

34分42秒82 小林　慎一3866 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｲﾁ (米子市)

35分11秒83 浜野　順次3803 ﾊﾏﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ (松江市)

35分35秒84 髙月　正彦3906 ﾀｶﾂｷ ﾏｻﾋｺ (岡山県)

36分13秒85 伊藤　信広3927 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ (米子市)

36分20秒86 但見　勉3821 ﾀｼﾞﾐ ﾂﾄﾑ (安来市)

36分52秒87 杉能　成一3837 ｽｷﾞﾉ ｾｲｲﾁ (岡山県)

36分53秒88 角森　勝3846 ﾂﾉﾓﾘ ﾏｻﾙ (大山町)

37分31秒89 濵﨑　丈治3815 ﾊﾏｻﾞｷ ｼﾞｮｳｼﾞ (岡山県)

37分42秒90 小林　義典3918 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾉﾘ (東京都)

38分08秒91 吉川　昭平3847 ﾖｼｶﾜ ｼｮｳﾍｲ (出雲市)

38分43秒92 丸橋　敏成3826 ﾏﾙﾊｼ ﾄｼﾅﾘ (鳥取市)

38分48秒93 近藤　勝則3813 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾉﾘ (岡山県)

40分35秒94 本池　操3864 ﾓﾄｲｹ ﾐｻｵ (米子市)

40分45秒95 石原　裕士3839 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｼ (松江市)

41分07秒96 長谷川　明史3814 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾌﾐ (米子市)

41分28秒97 工藤　力3875 ｸﾄﾞｳ ﾂﾄﾑ (岡山県)

42分43秒98 古志野　薫明3880 ｺｼﾉ ｼｹﾞｱｷ (安来市)

43分32秒99 山本　朋義3882 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾖｼ (安来市)

44分44秒100 内藤　善夫3801 ﾅｲﾄｳ ﾖｼｵ (大阪府)
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45分37秒101 岡田　直人3851 ｵｶﾀﾞ ﾅｵﾄ (兵庫県)

46分23秒102 又葉　利行3838 ﾏﾀﾊﾞ ﾄｼﾕｷ (安来市)

48分54秒103 松岡　幹坦3895 ﾏﾂｵｶ ﾐｷﾋﾛ (安来市)

51分42秒104 花岡　悟3909 ﾊﾅｵｶ ｻﾄﾙ (松江市)

52分37秒105 土橋　進3886 ﾄﾞﾊﾞｼ ｽｽﾑ (鳥取市)
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