
- 第14回なかうみマラソン全国大会 -

中海架橋コース「ハーフマラソン」男29歳以下
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2018/11/4

スタート： 10:10:00

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10分48秒1 永井　雄82 (雲南市)ﾅｶﾞｲ ﾕｳ

1時間12分30秒2 國米　裕介58 (鳥取市)ｺｸﾏｲ ﾕｳｽｹ

1時間12分35秒3 村岡　拓弥48 (松江市)ﾑﾗｵｶ ﾀｸﾔ

1時間15分58秒4 吉見　健太161 (広島県)ﾖｼﾐ ｹﾝﾀ

1時間16分12秒5 日野　裕貴96 (江津市)ﾋﾉ ﾕｳｷ

1時間16分15秒6 笹野　忠則4 (奥出雲町)ｻｻﾉ ﾀﾀﾞﾉﾘ

1時間16分49秒7 青戸　大祐164 (松江市)ｱｵﾄ ﾀﾞｲｽｹ

1時間17分24秒8 深谷　慧107 (出雲市)ﾌｶﾀﾆ ｻﾄﾙ

1時間20分09秒9 山本　彪南12 (安来市)ﾔﾏﾓﾄ ｺﾅﾝ

1時間20分43秒10 倉持　雄大13 (岡山県)ｸﾗﾓﾁ ﾕｳﾀﾞｲ

1時間22分17秒11 永田　崇弘10 (安来市)ﾅｶﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ

1時間22分44秒12 勝部　優太5 (安来市)ｶﾂﾍﾞ ﾕｳﾀ

1時間23分33秒13 東　祐平97 (米子市)ﾋｶﾞｼ ﾕｳﾍｲ

1時間24分50秒14 小林　龍二135 (松江市)ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｼﾞ

1時間24分51秒15 佐藤　章典106 (安来市)ｻﾄｳ ｱｷﾉﾘ

1時間25分34秒16 渡部　隼司83 (広島県)ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｼﾞ

1時間26分22秒17 庄司　優太72 (出雲市)ｼｮｳｼﾞ ﾕｳﾀ

1時間26分48秒18 原　尚樹174 (松江市)ﾊﾗ ﾅｵｷ

1時間27分25秒19 大谷　邦平134 (松江市)ｵｵﾀﾆ ｸﾝﾍﾟｲ

1時間27分52秒20 池口　拓弥84 (米子市)ｲｹｸﾞﾁ ﾀｸﾔ

1時間28分14秒21 亀崎　功45 (松江市)ｶﾒｻﾞｷ ｲｻｵ

1時間29分07秒22 都田　諒磨1 (松江市)ﾐﾔｺﾀﾞ ﾘｮｳﾏ

1時間31分07秒23 野田　育冶80 (米子市)ﾉﾀﾞ ｲｸﾔ

1時間31分26秒24 荒金　宙希145 (安来市)ｱﾗｶﾈ ﾋﾛｷ

1時間32分57秒25 生田　修一71 (伯耆町)ｲｸﾀ ｼｭｳｲﾁ

1時間33分05秒26 藤井　和也70 (安来市)ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾔ

1時間35分08秒27 谷上　修29 (米子市)ﾀﾆｶﾞﾐ ｼｭｳ

1時間35分12秒28 江藤　雄紀53 (松江市)ｴﾄｳ ﾕｳｷ

1時間35分17秒29 藤元　悠35 (広島県)ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳ

1時間35分23秒30 川尻　智介33 (米子市)ｶﾜｼﾘ ﾄﾓﾕｷ

1時間36分07秒31 三澤　慎太郎160 (奥出雲町)ﾐｻﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ

1時間36分15秒32 野口　拓也88 (米子市)ﾀ ｸﾔ

1時間36分47秒33 大屋　一喜52 (浜田市)ｵｵﾔ ｶｽﾞｷ

1時間37分23秒34 勝部　佑治169 (出雲市)ｶﾂﾍﾞ ﾕｳｼﾞ

1時間38分44秒35 三好　修平51 (浜田市)ﾐﾖｼ ｼｭｳﾍｲ

1時間40分52秒36 竹内　浩貴9 (安来市)ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｷ

1時間41分21秒37 石橋　伸明23 (松江市)ｲｼﾊﾞｼ ﾉﾌﾞｱｷ

1時間41分58秒38 榎谷　遼太69 (米子市)ｴﾉｷﾀﾞﾆ ﾘｮｳﾀ

1時間42分02秒39 吉川　健司26 (出雲市)ｷｯｶﾜ ｹﾝｼﾞ

1時間42分05秒40 武井　翔28 (奥出雲町)ﾀｹｲ ｼｮｳ

1時間42分08秒41 下田　泰樹2168 (米子市)ｼﾓﾀﾞ ﾀｲｷ

1時間42分19秒42 槙本　一輝98 (米子市)ﾏｷﾓﾄ ｶｽﾞｷ

1時間42分52秒43 和田　雄基76 (松江市)ﾜﾀﾞ ﾕｳｷ

1時間43分38秒44 三浦　幸治120 (倉吉市)ﾐｳﾗ ｺｳｼﾞ

1時間43分58秒45 伊藤　和人140 (松江市)ｲﾄｳ ｶｽﾞﾄ

1時間44分37秒46 齋藤　成徳93 (松江市)ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾉﾘ

1時間44分42秒47 杉谷　俊介16 (出雲市)ｽｷﾞﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ

1時間44分43秒48 石田　充90 (米子市)ｲｼﾀﾞ ﾐﾂﾙ

1時間44分53秒49 宇田川　貴弘115 (雲南市)ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ

1時間44分54秒50 成相　満57 (出雲市)ﾅﾘｱｲ ﾐﾂﾙ
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1時間44分55秒51 黒田　涼介11 (松江市)ｸﾛﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

1時間45分34秒52 柴田　広一104 (大山町)ｼﾊﾞﾀ ｺｳｲﾁ

1時間46分27秒53 村上　拓也68 (松江市)ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ

1時間46分28秒54 中脇　伸34 (高知県)ﾅｶﾜｷ ｼﾝ

1時間46分35秒55 高本　峻伍54 (松江市)ﾀｶﾓﾄ ｼｭﾝｺﾞ

1時間46分46秒56 吉田　久輝79 (米子市)ﾖｼﾀﾞ ﾋｻﾃﾙ

1時間47分15秒57 宮内　洋平8 (安来市)ﾐﾔｳﾁ ﾖｳﾍｲ

1時間47分33秒58 講武　和也2 (松江市)ｺｳﾌﾞ ｶｽﾞﾔ

1時間47分34秒59 石橋　泰宏3 (境港市)ｲｼﾊﾞｼ ﾔｽﾋﾛ

1時間48分01秒60 森田　孝輝121 (松江市)ﾓﾘﾀ ｺｳｷ

1時間48分11秒61 吉本　隼矢151 (松江市)ﾖｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間49分14秒62 江角　秋哉159 (安来市)ｴｽﾐ ﾄｷﾔ

1時間49分54秒63 佐藤　建56 (愛知県)ｻﾄｳ ﾀｹﾙ

1時間49分56秒64 田中　健一142 (松江市)ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ

1時間50分11秒65 中村　研85 (岡山県)ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ

1時間50分12秒66 神谷　啓太75 (米子市)ｶﾐﾀﾆ ｹｲﾀ

1時間51分49秒67 鎌田　航大128 (出雲市)ｶﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ

1時間53分45秒68 小室　一機81 (松江市)ｺﾑﾛ ｶｽﾞｷ

1時間53分52秒69 内藤　優人119 (松江市)ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾄ

1時間54分30秒70 林　雄太113 (出雲市)ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ

1時間54分48秒71 糸原　裕二117 (奥出雲町)ｲﾄﾊﾗ ﾕｳｼﾞ

1時間55分38秒72 北川　智尋130 (松江市)ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ

1時間55分41秒73 青戸　仁志118 (安来市)ｱｵﾄ ﾋﾄｼ

1時間56分23秒74 長衛　祐哉162 (境港市)ﾅｶﾞｴ ﾕｳﾔ

1時間57分17秒75 水谷　農32 (境港市)ﾐｽﾞﾀﾆ ﾐﾉﾘ

1時間57分17秒76 菅田　健作139 (松江市)ｽｶﾞﾀ ｹﾝｻｸ

1時間57分46秒77 赤山　望110 (松江市)ｱｶﾔﾏ ﾉｿﾞﾑ

1時間57分58秒78 上田　叡護131 (松江市)ｳｴﾀ ｴｲｺﾞ

1時間58分03秒79 本角　真一149 (境港市)ﾓﾄｽﾞﾐ ｼﾝｲﾁ

1時間58分10秒80 豊田　正仁17 (松江市)ﾄﾖﾀ ﾏｻﾋﾄ

1時間58分24秒81 森　信弥36 (伯耆町)ﾓﾘ ｼﾝﾔ

1時間58分29秒82 馬場　聡43 (境港市)ﾊﾞﾊﾞ ｻﾄｼ

1時間59分09秒83 松尾　康平30 (群馬県)ﾏﾂｵ ｺｳﾍｲ

1時間59分11秒84 田中　魁人6 (境港市)ﾀﾅｶ ｶｲﾄ

1時間59分15秒85 藤原　光147 (松江市)ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋｶﾙ

1時間59分46秒86 安部　駿佑116 (奥出雲町)ｱﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ

2時間00分17秒87 熱田　敬也22 (邑南町)ｱﾂﾀ ﾀｶﾔ

2時間00分58秒88 高岡　大輝37 (南部町)ﾀｶｵｶ ﾀﾞｲｷ

2時間01分14秒89 小倉　裕貴15 (安来市)ｵｸﾞﾗ ﾕｳｷ

2時間01分25秒90 佐貫　友哉77 (益田市)ｻﾇｷ ﾄﾓﾔ

2時間01分33秒91 山口　啓介148 (日吉津村)ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｽｹ

2時間01分58秒92 渡邊　竜成163 (境港市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｾｲ

2時間02分09秒93 野津　一歩62 (松江市)ﾉﾂ ｶｽﾞﾎ

2時間03分03秒94 足川　誓哉42 (米子市)ｱｼｶﾜ ﾁｶﾔ

2時間03分10秒95 金森　将志111 (米子市)ｶﾅﾓﾘ ﾏｻｼ

2時間03分22秒96 石原　玄貴144 (美郷町)ｲｼﾊﾗ ｹﾞﾝｷ

2時間03分50秒97 蔭山　秀徳109 (鳥取市)ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ

2時間03分55秒98 荒谷　篤史138 (松江市)ｱﾗﾀﾆ ｱﾂｼ

2時間04分17秒99 西尾　龍也124 (松江市)ﾆｼｵ ﾘｭｳﾔ

2時間04分58秒100 河津　克騎63 (境港市)ｶﾜﾂ ｶﾂｷ
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2時間05分10秒101 米塚　友哉108 (倉吉市)ﾖﾈﾂﾞｶ ﾄﾓﾔ

2時間06分27秒102 安田　龍人78 (松江市)ﾔｽﾀﾞ ﾘｭｳﾄ

2時間08分01秒103 伊藤　宏44 (出雲市)ｲﾄｳ ﾋﾛｼ

2時間08分15秒104 入江　凌太郎126 (米子市)ｲﾘｴ ﾘｮｳﾀﾛｳ

2時間09分08秒105 藤原　亮60 (出雲市)ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｮｳ

2時間09分15秒106 榊原　彰仁165 (松江市)ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱｷﾋﾄ

2時間10分05秒107 掛江　壮輔46 (米子市)ｶｹｴ ｿｳｽｹ

2時間11分18秒108 松本　直也39 (南部町)ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾔ

2時間12分16秒109 川上　嘉晃66 (出雲市)ｶﾜｶﾐ ﾖｼｱｷ

2時間13分10秒110 金津　勇人132 (松江市)ｶﾅﾂ ﾊﾔﾄ

2時間14分04秒111 松本　拓也158 (松江市)ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ

2時間14分58秒112 山本　健太郎47 (広島県)ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ

2時間16分29秒113 小村　一喜155 (松江市)ｵﾑﾗ ｶｽﾞｷ

2時間16分30秒114 土屋　幸太170 (松江市)ﾂﾁﾔ ｺｳﾀ

2時間16分30秒115 坂田　紘基143 (松江市)ｻｶﾀ ﾋﾛｷ

2時間16分45秒116 糸島　誠人102 (松江市)ｲﾄｼﾏ ﾏｺﾄ

2時間17分39秒117 田渕　一爽172 (米子市)ﾀﾌﾞﾁ ｶｽﾞｻ

2時間18分42秒118 石原　力154 (松江市)ｲｼﾊﾗ ﾘｷ

2時間19分16秒119 石川　貴司176 (伯耆町)ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ

2時間19分56秒120 大前　拓41 (伯耆町)ｵｵﾏｴ ﾀｸ

2時間21分17秒121 天野　颯也7 (米子市)ｱﾏﾉ ｿｳﾔ

2時間21分29秒122 山田　聡19 (倉吉市)ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ

2時間21分49秒123 安達　陸哉175 (松江市)ｱﾀﾞﾁ ﾘｸﾔ

2時間21分51秒124 佐伯　誠斗14 (安来市)ｻｲｷ ﾏｻﾄ

2時間24分45秒125 安井　翔171 (米子市)ﾔｽｲ ｼｮｳ

2時間28分34秒126 松原　京介153 (広島県)ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷｮｳｽｹ

2時間30分48秒127 葉山　伸也103 (松江市)ﾊﾔﾏ ｼﾝﾔ

2時間31分00秒128 森脇　大輝133 (松江市)ﾓﾘﾜｷ ﾀﾞｲｷ

2時間35分10秒129 井上　洋輔73 (雲南市)ｲﾉｳｴ ﾖｳｽｹ

2時間42分04秒130 井上　大地136 (出雲市)ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲﾁ

2時間44分19秒131 西柳　洸希114 (松江市)ﾆｼﾔﾅｷﾞ ｺｳｷ
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