
- 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30歳代
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13分53秒1 松本　晃史370 (出雲市)ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾌﾐ

1時間13分59秒2 黒﨑　遼太郎213 (出雲市)ｸﾛｻｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ

1時間14分52秒3 村上　貴亮329 (松江市)ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｱｷ

1時間18分36秒4 藤原　卓司350 (米子市)ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｸｼﾞ

1時間19分24秒5 加田　春樹289 (松江市)ｶﾀﾞ ﾊﾙｷ

1時間19分31秒6 黒田　真伍403 (松江市)ｸﾛﾀﾞ ｼﾝｺﾞ

1時間19分55秒7 湯田　聡424 (米子市)ﾕﾀﾞ ｻﾄｼ

1時間21分15秒8 矢野　秀明272 (松江市)ﾔﾉ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間21分28秒9 舟木　裕一273 (松江市)ﾌﾅｷ ﾕｳｲﾁ

1時間22分20秒10 上野　敬介414 (松江市)ｳｴﾉ ｹｲｽｹ

1時間22分29秒11 嘉藤　信一347 (松江市)ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁ

1時間23分28秒12 五島　大資506 (米子市)ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ

1時間23分34秒13 市川　久敏415 (江津市)ｲﾁｶﾜ ﾋｻﾄｼ

1時間23分40秒14 木村　謙太356 (松江市)ｷﾑﾗ ｹﾝﾀ

1時間23分50秒15 林原　正彦377 (米子市)ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾏｻﾋｺ

1時間24分25秒16 藤原　貴司267 (松江市)ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｶｼ

1時間24分44秒17 浜崎　和彬490 (鳥取市)ﾊﾏｻｷ ｶﾂﾞﾖｼ

1時間24分51秒18 陶山　隆史290 (出雲市)ｽﾔﾏ ﾀｶｼ

1時間25分01秒19 勝部　晴彦482 (米子市)ｶﾂﾍﾞ ﾊﾙﾋｺ

1時間25分47秒20 吉岡　和哉340 (松江市)ﾖｼｵｶ ｶｽﾞﾔ

1時間26分12秒21 瀧本　隼人362 (兵庫県)ﾀｷﾓﾄ ﾊﾔﾄ

1時間26分16秒22 増田　英明489 (米子市)ﾏｽﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間26分22秒23 津端　昭文438 (米子市)ﾂﾊﾞﾀ ｱｷﾌﾐ

1時間26分55秒24 舛田　裕道296 (広島県)ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ

1時間27分08秒25 松岡　良樹360 (出雲市)ﾏﾂｵｶ ﾖｼｷ

1時間27分18秒26 山下　勇作375 (兵庫県)ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｻｸ

1時間27分27秒27 足利　崇392 (倉吉市)ｱｼｶｶﾞ ﾀｶｼ

1時間28分08秒28 中村　洋彰332 (鳥取市)ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｱｷ

1時間28分26秒29 池田　耕三442 (安来市)ｲｹﾀﾞ ｺｳｿﾞｳ

1時間28分34秒30 仲田　圭佑243 (南部町)ﾅｶﾀﾞ ｹｲｽｹ

1時間28分58秒31 藤井　祐樹274 (奥出雲町)ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ

1時間29分31秒32 西　龍介276 (出雲市)ﾆｼ ﾘｭｳｽｹ

1時間29分34秒33 馬庭　広樹330 (出雲市)ﾏﾆﾜ ﾋﾛｷ

1時間29分40秒34 酒井　幸樹230 (境港市)ｻｶｲ ｺｳｷ

1時間30分13秒35 玉木　達也499 (安来市)ﾀﾏｷ ﾀﾂﾔ

1時間30分25秒36 伊藤　正幸369 (出雲市)ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ

1時間30分48秒37 池田　陽一478 (広島県)ｲｹﾀﾞ ﾖｳｲﾁ

1時間31分39秒38 逢坂　寛裕314 (米子市)ｱｲｻｶ ﾄﾓﾋﾛ

1時間32分38秒39 塚崎　大貴261 (出雲市)ﾂｶｻｷ ﾋﾛｷ

1時間32分53秒40 内田　元気404 (出雲市)ｳﾁﾀﾞ ﾓﾄｷ

1時間33分05秒41 秦　恭平563 (安来市)ﾊﾀ ｷｮｳﾍｲ

1時間33分08秒42 山根　真二225 (雲南市)ﾔﾏﾈ ｼﾝｼﾞ

1時間33分16秒43 吉岡　真治391 (松江市)ﾖｼｵｶ ｼﾝｼﾞ

1時間33分26秒44 益田　和憲469 (雲南市)ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間33分45秒45 岩見　大輔367 (松江市)ｲﾜﾐ ﾀﾞｲｽｹ

1時間33分49秒46 津森　太326 (松江市)ﾂﾓﾘ ﾌﾄｼ

1時間34分22秒47 大塚　大輔302 (米子市)ｵｵﾂｶ ﾀﾞｲｽｹ

1時間34分26秒48 南目　昌範293 (米子市)ﾅﾝﾒ ﾏｻﾉﾘ

1時間34分32秒49 大山　佑史255 (米子市)ｵｵﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

1時間34分39秒50 元井　良輔417 (米子市)ﾓﾄｲ ﾘｮｳｽｹ
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1時間34分43秒51 加地　俊吾345 (出雲市)ｶｼﾞ ｼｭﾝｺﾞ

1時間34分50秒52 伊藤　靖浩287 (出雲市)ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ

1時間35分24秒53 坂口　智康317 (兵庫県)ｻｶｸﾞﾁ ﾄﾓﾔｽ

1時間35分54秒54 山崎　恵悟425 (雲南市)ﾔﾏｻｷ ｹｲｺﾞ

1時間36分00秒55 金田　文也432 (大山町)ｶﾈﾀﾞ ﾌﾐﾔ

1時間37分09秒56 岸　達哉527 (松江市)ｷｼ ﾀﾂﾔ

1時間37分23秒57 津平　敏弘445 (米子市)ﾂﾋﾞﾗ ﾄｼﾋﾛ

1時間37分28秒58 土江　文介536 (松江市)ﾂﾁｴ ﾌﾞﾝｽｹ

1時間37分56秒59 住田　達哉256 (境港市)ｽﾐﾀﾞ ﾀﾂﾔ

1時間37分58秒60 八木　優352 (松江市)ﾔｷﾞ ﾕｳ

1時間37分59秒61 阿部　善幸205 (米子市)ｱﾍﾞ ﾖｼﾕｷ

1時間38分02秒62 出川　貴一304 (松江市)ﾃﾞｶﾞﾜ ﾀｶｶｽﾞ

1時間38分41秒63 小原　朋浩571 (米子市)ｺﾊﾗ ﾄﾓﾋﾛ

1時間38分51秒64 中村　友昭389 (米子市)ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｱｷ

1時間39分18秒65 徳江　光春431 (奥出雲町)ﾄｸｴ ﾐﾂﾊﾙ

1時間39分19秒66 田中　友紀236 (安来市)ﾀﾅｶ ﾄﾓﾉﾘ

1時間39分39秒67 立原　和弥338 (松江市)ﾀﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾔ

1時間40分12秒68 武良　佑介354 (米子市)ﾑﾗ ﾕｳｽｹ

1時間40分17秒69 藤原　宗貴312 (大田市)ﾌｼﾞﾊﾗ ﾑﾈﾀｶ

1時間40分20秒70 大久保　宏晃291 (広島県)ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛｱｷ

1時間40分23秒71 鎌田　涼介473 (出雲市)ｶﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

1時間40分23秒72 小林　昭弘357 (米子市)ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾛ

1時間40分29秒73 小倉　隼人533 (出雲市)ｵｸﾞﾗ ﾊﾔﾄ

1時間40分36秒74 石飛　裕也440 (出雲市)ｲｼﾄﾋﾞ ﾕｳﾔ

1時間40分53秒75 山口　結城342 (米子市)ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ

1時間40分55秒76 松本　隼人218 (安来市)ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾔﾄ

1時間40分56秒77 伊藤　恭平262 (松江市)ｲﾄｳ ｷｮｳﾍｲ

1時間40分57秒78 上原　正吾319 (鳥取市)ｳｴﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ

1時間40分58秒79 上田　譲司467 (松江市)ｳｴﾀﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ

1時間41分40秒80 本田　和也221 (山口県)ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾔ

1時間42分08秒81 田辺　泰章539 (松江市)ﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｱｷ

1時間42分09秒82 松本　謙一349 (米子市)ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｲﾁ

1時間42分31秒83 矢田　一363 (出雲市)ﾔﾀ ﾊｼﾞﾒ

1時間42分34秒84 錦織　健480 (松江市)ﾆｼｺｵﾘ ｹﾝ

1時間42分44秒85 角田　浩介364 (松江市)ｽﾐﾀ ｺｳｽｹ

1時間42分57秒86 大坂　良介259 (松江市)ｵｵｻｶ ﾘｮｳｽｹ

1時間43分26秒87 廣瀬　祥平245 (松江市)ﾋﾛｾ ｼｮｳﾍｲ

1時間43分29秒88 長岡　拓也421 (米子市)ﾅｶﾞｵｶ ﾀｸﾔ

1時間43分36秒89 舞原　伸也266 (松江市)ﾏｲﾊﾗ ｼﾝﾔ

1時間43分40秒90 羽根田　泰宏408 (出雲市)ﾊﾈﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

1時間44分37秒91 辻　直也497 (広島県)ﾂｼﾞ ﾅｵﾔ

1時間44分39秒92 森山　恵介395 (松江市)ﾓﾘﾔﾏ ｹｲｽｹ

1時間44分46秒93 兼折　隆351 (出雲市)ｶﾈｵﾘ ﾀｶｼ

1時間45分03秒94 羽賀　宏行540 (兵庫県)ﾊｶﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間45分15秒95 伊藤　嘉郎264 (米子市)ｲﾄｳ ﾖｼﾛｳ

1時間45分27秒96 村上　慶治215 (出雲市)ﾑﾗｶﾐ ｹｲｼﾞ

1時間45分27秒97 岡　圭介233 (出雲市)ｵｶ ｹｲｽｹ

1時間45分32秒98 大内　和之279 (米子市)ｵｵｳﾁ ｶｽﾞﾕｷ

1時間45分46秒99 坂本　佑翼222 (雲南市)ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ

1時間45分51秒100 細田　修平217 (安来市)ﾎｿﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ
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1時間46分00秒101 森本　昌樹450 (米子市)ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻｷ

1時間46分03秒102 阿部　和人481 (境港市)ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾄ

1時間46分10秒103 宮脇　光義434 (倉吉市)ﾐﾔﾜｷ ﾐﾂﾖｼ

1時間46分11秒104 今岡　健司343 (出雲市)ｲﾏｵｶ ｹﾝｼﾞ

1時間46分30秒105 大和　飛鳥493 (松江市)ﾔﾏﾄ ｱｽｶ

1時間46分33秒106 小梨　恵治247 (安来市)ｺﾅｼ ｹｲｼﾞ

1時間46分48秒107 高野　憲吾396 (松江市)ﾀｶﾉ ｹﾝｺﾞ

1時間47分06秒108 亀田　直貴258 (南部町)ｶﾒﾀﾞ ﾅｵｷ

1時間47分17秒109 岩﨑　洋平240 (安来市)ｲﾜｷ ﾖｳﾍｲ

1時間47分38秒110 門脇　輝昌333 (松江市)ｶﾄﾞﾜｷ ﾃﾙﾏｻ

1時間47分38秒111 齋藤　賢一416 (米子市)ｻｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ

1時間47分46秒112 坂口　裕樹207 (安来市)ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛｷ

1時間47分46秒113 原　貴之412 (出雲市)ﾊﾗ ﾀｶﾕｷ

1時間48分08秒114 井土　洋志545 (松江市)ｲﾂﾞﾁ ﾋﾛｼ

1時間48分15秒115 松蔭　俊介520 (松江市)ﾏﾂｶｹﾞ ｼｭﾝｽｹ

1時間48分48秒116 大村　浩平422 (広島県)ｵｵﾑﾗ ｺｳﾍｲ

1時間49分14秒117 太田　龍一465 (雲南市)ｵｵﾀ ﾘｭｳｲﾁ

1時間49分26秒118 永井　高幸406 (境港市)ﾅｶﾞｲ ﾀｶﾕｷ

1時間49分28秒119 南葉　昂志322 (伯耆町)ﾅﾝﾊﾞ ﾀｶｼ

1時間49分30秒120 西尾　友宏288 (米子市)ﾆｼｵ ﾄﾓﾋﾛ

1時間49分39秒121 後小路　英宜498 (米子市)ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間49分45秒122 小林　弘宜464 (松江市)ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ

1時間49分47秒123 松本　勇人235 (兵庫県)ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾔﾄ

1時間49分50秒124 井上　倫実470 (松江市)ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾐ

1時間50分00秒125 藤川　善行344 (出雲市)ﾌｼﾞｶﾜ ﾖｼﾕｷ

1時間50分06秒126 平山　義臣500 (境港市)ﾋﾗﾔﾏ ﾖｼｵﾐ

1時間50分06秒127 大杉　剛志281 (山口県)ｵｵｽｷﾞ ﾂﾖｼ

1時間50分18秒128 武田　泰明278 (松江市)ﾀｹﾀﾞ ﾔｽｱｷ

1時間50分27秒129 山田　優435 (松江市)ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾙ

1時間50分47秒130 松崎　文明461 (松江市)ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐｱｷ

1時間50分47秒131 内田　和樹452 (雲南市)ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞｷ

1時間50分48秒132 伊藤　亨411 (出雲市)ｲﾄｳ ﾄｵﾙ

1時間50分55秒133 松尾　真実449 (松江市)ﾏﾂｵ ﾏｻﾐ

1時間50分57秒134 渡邉　優治355 (鳥取市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ

1時間51分01秒135 谷口　和馬511 (岡山県)ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ

1時間51分02秒136 松村　昭吾209 (出雲市)ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ

1時間51分04秒137 松谷　知弘2167 (安来市)ﾏﾂﾀﾆ ﾄﾓﾋﾛ

1時間51分05秒138 横田　哲朗428 (米子市)ﾖｺﾀ ﾃﾂﾛｳ

1時間51分05秒139 日野　厚志383 (松江市)ﾋﾉ ｱﾂｼ

1時間51分07秒140 鳥居　泰邦543 (奥出雲町)ﾄﾘｲ ﾔｽｸﾆ

1時間51分08秒141 足井　雄介341 (米子市)ｱｼｲ ﾕｳｽｹ

1時間51分24秒142 小林　和人405 (安来市)ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾄ

1時間51分35秒143 松浦　大介386 (米子市)ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｽｹ

1時間51分51秒144 横山　貴弘220 (米子市)ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ

1時間52分15秒145 山崎　秀政547 (松江市)ﾔﾏｻｷ ﾋﾃﾞﾏｻ

1時間52分17秒146 澤田　浩至518 (松江市)ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛｼ

1時間52分17秒147 益崎　雄一459 (広島県)ﾏｽｻﾞｷ ﾕｳｲﾁ

1時間52分18秒148 伊藤　智康444 (松江市)ｲﾄｳ ﾄﾓﾔｽ

1時間52分22秒149 岡　康宏494 (出雲市)ｵｶ ﾔｽﾋﾛ

1時間52分27秒150 春木　伸也569 (境港市)ﾊﾙｷ ｼﾝﾔ
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1時間52分27秒151 藤原　清和501 (大山町)ﾌｼﾞﾊﾗ ｷﾖｶｽﾞ

1時間52分29秒152 齋藤　孝夫212 (浜田市)ｻｲﾄｳ ﾀｶｵ

1時間52分45秒153 佐藤　誠297 (浜田市)ｻﾄｳ ﾏｺﾄ

1時間53分33秒154 山邊　勝471 (米子市)ﾔﾏﾍﾞ ﾏｻﾙ

1時間53分51秒155 藤田　勇治487 (倉吉市)ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｼﾞ

1時間53分52秒156 真壁　仁志382 (倉吉市)ﾏｶﾍﾞ ｻﾄｼ

1時間53分52秒157 奥村　道弘228 (出雲市)ｵｸﾑﾗ ﾐﾁﾋﾛ

1時間53分59秒158 西村　敏哉451 (琴浦町)ﾆｼﾑﾗ ﾄｼﾔ

1時間53分59秒159 西村　彬361 (米子市)ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾗ

1時間54分02秒160 柴田　直昭532 (出雲市)ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｱｷ

1時間54分11秒161 尾家　利幸550 (境港市)ｵｲｴ ﾄｼﾕｷ

1時間54分25秒162 布村　裕介420 (松江市)ﾇﾉﾑﾗ ﾕｳｽｹ

1時間54分32秒163 山根　哲平334 (米子市)ﾔﾏﾈ ﾃｯﾍﾟｲ

1時間54分51秒164 錦織　健一303 (雲南市)ﾆｼｺｵﾘ ｹﾝｲﾁ

1時間54分52秒165 伊東　孝之413 (松江市)ｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ

1時間54分55秒166 池長　亮358 (鳥取市)ｲｹﾅｶﾞ ﾘｮｳ

1時間54分56秒167 青木　健太526 (湯梨浜町)ｱｵｷ ｹﾝﾀ

1時間55分02秒168 山本　裕介305 (大田市)ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ

1時間55分04秒169 田中　謙二463 (安来市)ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ

1時間55分07秒170 細田　恭平280 (安来市)ﾎｿﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ

1時間55分27秒171 土井　雄生295 (広島県)ﾄﾞｲ ﾕｳｷ

1時間55分29秒172 前田　啓介457 (徳島県)ﾏｴﾀﾞ ｹｲｽｹ

1時間55分30秒173 松橋　祐二429 (米子市)ﾏﾂﾊｼ ﾕｳｼﾞ

1時間55分42秒174 加藤　龍也206 (東京都)ｶﾄｳ ﾀﾂﾔ

1時間56分15秒175 森山　史就385 (出雲市)ﾓﾘﾔﾏ ﾌﾐﾅﾘ

1時間56分38秒176 舩北　洋平427 (米子市)ﾌﾅｷﾀ ﾖｳﾍｲ

1時間56分42秒177 山田　友貴237 (安来市)ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ

1時間56分46秒178 井口　貴広306 (岡山県)ｲｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ

1時間57分06秒179 金坂　俊二477 (松江市)ｶﾈｻｶ ｼｭﾝｼﾞ

1時間57分07秒180 橋本　祐樹426 (米子市)ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ

1時間57分12秒181 中澤　太輔2172 (大阪府)ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ

1時間57分22秒182 宮廻　隆義512 (松江市)ﾐﾔｻﾞｺ ﾀｶﾖｼ

1時間57分23秒183 手嶋　浩也393 (倉吉市)ﾃｼﾏ ﾋﾛﾔ

1時間57分27秒184 木村　誉525 (米子市)ｷﾑﾗ ﾀｶｼ

1時間57分47秒185 錦織　央祐549 (松江市)ﾆｼｺﾘ ﾖｳｽｹ

1時間58分19秒186 藤原　直人252 (米子市)ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅｵﾄ

1時間58分33秒187 田中　達也514 (米子市)ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ

1時間59分03秒188 近藤　至宏522 (日吉津村)ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋﾛ

1時間59分21秒189 川口　隆尚214 (広島県)ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶﾋｻ

1時間59分29秒190 冨永　尊弘298 (広島県)ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｶﾋﾛ

1時間59分50秒191 日野　勝利366 (安来市)ﾋﾉ ｶﾂﾄｼ

2時間00分16秒192 仲田　晴彦433 (松江市)ﾅｶﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ

2時間00分35秒193 赤堀　友彦523 (米子市)ｱｶﾎﾘ ﾄﾓﾋｺ

2時間00分45秒194 宮能　幹典504 (松江市)ﾐﾔﾉ ﾓﾄﾉﾘ

2時間00分46秒195 友森　渉254 (米子市)ﾄﾓﾓﾘ ﾜﾀﾙ

2時間00分47秒196 能登路　拓也564 (米子市)ﾉﾄｼﾞ ﾀｸﾔ

2時間00分49秒197 福田　真美229 (安来市)フクダ　マサミ

2時間00分51秒198 藤井　誠509 (松江市)ﾌｼﾞｲ ﾏｺﾄ

2時間01分03秒199 山本　健生365 (松江市)ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂｵ

2時間01分13秒200 高橋　純一301 (愛媛県)ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ
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2時間01分16秒201 大塚　善夫503 (境港市)ｵｵﾂｶ ﾖｼｵ

2時間01分27秒202 坂本　恭平251 (松江市)ｻｶﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ

2時間01分33秒203 河津　康一519 (松江市)ｶﾜﾂ ｺｳｲﾁ

2時間01分47秒204 岸本　雄太466 (広島県)ｷｼﾓﾄ ﾕｳﾀ

2時間01分47秒205 内田　智也203 (松江市)ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ

2時間02分02秒206 藤井　俊之398 (出雲市)ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝｼﾞ

2時間02分06秒207 多々納　豊368 (出雲市)ﾀﾀﾉ ﾕﾀｶ

2時間02分33秒208 浜川　明249 (琴浦町)ﾊﾏｶﾜ ｱｷﾗ

2時間02分35秒209 河崎　毅562 (米子市)ｶﾜｻｷ ﾂﾖｼ

2時間02分53秒210 懸樋　宏紀204 (松江市)ｶｹﾋ ﾋﾛﾉﾘ

2時間03分05秒211 上川　晃弘561 (松江市)ｶﾐｶﾜ ｱｷﾋﾛ

2時間03分07秒212 山崎　慎平462 (岡山県)ﾔﾏｻｷ ｼﾝﾍﾟｲ

2時間03分10秒213 蓬田　安弘286 (神奈川県)ﾖﾓｷﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ

2時間03分12秒214 松本　達也310 (岡山県)ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾔ

2時間03分21秒215 吉田　啓太456 (出雲市)ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾀ

2時間03分45秒216 泉　智明294 (出雲市)ｲｽﾞﾐ ﾄﾓｱｷ

2時間03分51秒217 曽田　哲弘537 (松江市)ｿﾀ ﾃﾂﾋﾛ

2時間04分05秒218 須田　佳孝418 (松江市)ｽﾀﾞ ﾖｼﾀｶ

2時間04分19秒219 榊原　康夫446 (松江市)ｻｶｷﾊﾗ ﾔｽｵ

2時間04分30秒220 地田　浩二268 (松江市)ﾁﾀﾞ ｺｳｼﾞ

2時間04分37秒221 坂本　貴志253 (松江市)ｻｶﾓﾄ ﾀｶｼ

2時間04分58秒222 尾庭　裕司311 (東京都)ｵﾆﾜ ﾕｳｼﾞ

2時間05分03秒223 桜井　雅史402 (松江市)ｻｸﾗｲ ﾏｻｼ

2時間05分09秒224 古山　翼308 (米子市)ﾌﾙﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ

2時間05分14秒225 陶山　透202 (松江市)ｽﾔﾏ ﾄｵﾙ

2時間05分27秒226 土井垣　幸典371 (江府町)ﾄﾞｲｶﾞｷ ﾕｷﾉﾘ

2時間05分41秒227 河野　文彦359 (松江市)ｺｳﾉ ﾌﾐﾋｺ

2時間05分52秒228 兼田　丈弘390 (倉吉市)ｶﾈﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ

2時間05分56秒229 秋庭　久志250 (米子市)ｱｷﾊﾞ ﾋｻｼ

2時間06分16秒230 塔村　健吾508 (松江市)ﾄｳﾑﾗ ｹﾝｺﾞ

2時間06分43秒231 井上　卓也300 (境港市)ｲﾉｳｴ ﾀｸﾔ

2時間06分48秒232 中村　浩人299 (松江市)ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾄ

2時間06分56秒233 白神　敬之479 (大田市)ｼﾗｶﾐ ﾀｶﾕｷ

2時間06分57秒234 小西　大輔260 (米子市)ｺﾆｼ ﾀﾞｲｽｹ

2時間07分11秒235 万代　厚博531 (松江市)ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ｱﾂﾋﾛ

2時間07分13秒236 楫　輝544 (松江市)ｶｼﾞ ﾋｶﾙ

2時間07分17秒237 樋野　智324 (出雲市)ﾋﾉ ｻﾄｼ

2時間07分36秒238 黒﨑　洋志227 (東京都)ｸﾛｻｷ ﾋﾛｼ

2時間07分43秒239 宮廻　浩彰476 (松江市)ﾐﾔｻﾞｺ ﾋﾛｱｷ

2時間08分06秒240 平原　年寿313 (境港市)ﾋﾗﾊﾗ ﾄｼﾋｻ

2時間08分14秒241 中村　優443 (米子市)ﾅｶﾑﾗ ｽｸﾞﾙ

2時間08分18秒242 遠藤　誠紀238 (安来市)ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ

2時間08分24秒243 手銭　稔552 (東京都)ﾃｾﾞﾝ ﾐﾉﾙ

2時間08分34秒244 遠藤　隆史401 (境港市)ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ

2時間08分45秒245 井原　圭輔521 (出雲市)ｲﾊﾞﾗ ｹｲｽｹ

2時間08分52秒246 野々村　風人535 (神奈川県)ﾉﾉﾑﾗ ｶｻﾞﾄ

2時間08分54秒247 青木　祐也353 (米子市)ｱｵｷ ﾕｳﾔ

2時間09分16秒248 下島　忠271 (南部町)ｼﾓｼﾞﾏ ﾏｺﾄ

2時間09分36秒249 藤原　裕也541 (松江市)ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ

2時間09分45秒250 山根　賢大231 (米子市)ﾔﾏﾈ ﾏｻﾋﾛ
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2時間10分24秒251 穴澤　辰也211 (安来市)ｱﾅｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ

2時間11分40秒252 川上　雄介447 (米子市)ｶﾜｶﾐ ﾕｳｽｹ

2時間12分06秒253 猪股　一八223 (松江市)ｲﾉﾏﾀ ｶｽﾞﾔ

2時間12分07秒254 糸川　護534 (松江市)ｲﾄｶﾞﾜ ﾏﾓﾙ

2時間12分24秒255 山岡　真之485 (広島県)ﾔﾏｵｶ ﾏｻﾕｷ

2時間12分48秒256 芥川　桂一524 (広島県)ｱｸﾀｶﾞﾜ ｹｲｲﾁ

2時間12分53秒257 藤原　嵩成505 (出雲市)ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｶﾅﾘ

2時間13分20秒258 森　健治283 (松江市)ﾓﾘ ｹﾝｼﾞ

2時間13分29秒259 目井　浩之387 (松江市)ﾒｲ ﾋﾛﾕｷ

2時間13分39秒260 山本　卓美553 (広島県)ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ

2時間14分26秒261 市川　禎理337 (倉吉市)ｲﾁｶﾜ ﾖｼﾐﾁ

2時間15分14秒262 辻　大介453 (安来市)ﾂｼﾞ ﾀﾞｲｽｹ

2時間15分36秒263 朝山　崇517 (松江市)ｱｻﾔﾏ ﾀｶｼ

2時間15分37秒264 大塚　修二348 (雲南市)ｵｵﾂｶ ｼｭｳｼﾞ

2時間15分43秒265 鎌野　真人551 (東京都)ｶﾏﾉ ﾏｻﾄ

2時間16分43秒266 池内　隆二372 (米子市)ｲｹｳﾁ ﾘｭｳｼﾞ

2時間16分47秒267 高浜　祥二郎460 (鳥取市)ﾀｶﾊﾏ ｼｮｳｼﾞﾛｳ

2時間17分15秒268 田邊　吏458 (安来市)ﾀﾅﾍﾞ ﾂｶｻ

2時間18分06秒269 常松　拓也244 (松江市)ﾂﾈﾏﾂ ﾀｸﾔ

2時間18分09秒270 高田　安博399 (出雲市)ﾀｶﾀ ﾔｽﾋﾛ

2時間18分33秒271 藤原　達也538 (松江市)ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀﾂﾔ

2時間18分39秒272 上野　康寿336 (米子市)ｳｴﾉ ﾔｽﾄｼ

2時間19分04秒273 野見　孝行507 (三朝町)ﾉﾐ ﾀｶﾕｷ

2時間19分32秒274 中島　博秋384 (出雲市)ﾅｶｼﾏ ﾋﾛｱｷ

2時間19分41秒275 木村　仁292 (松江市)ｷﾑﾗ ｼﾞﾝ

2時間19分42秒276 境井　秀一224 (境港市)ｻｶｲ ｼｭｳｲﾁ

2時間19分43秒277 安部　優一441 (松江市)ｱﾍﾞ ﾕｳｲﾁ

2時間21分47秒278 多賀　博則315 (鳥取市)ﾀｶﾞ ﾋﾛﾉﾘ

2時間22分05秒279 米谷　文孝309 (千葉県)ﾖﾈﾀﾆ ﾌﾐﾀｶ

2時間22分10秒280 足立　遼528 (境港市)ｱﾀﾞﾁ ﾘｮｳ

2時間22分28秒281 雲嶋　健太376 (松江市)ｸﾓｼﾞﾏ ｹﾝﾀ

2時間22分46秒282 高瀬　正憲502 (出雲市)ﾀｶｾ ﾏｻﾉﾘ

2時間22分46秒283 陰山　真吾320 (出雲市)ｶｹﾞﾔﾏ ｼﾝｺﾞ

2時間22分47秒284 小牧　大和400 (境港市)ｺﾏｷ ﾔﾏﾄ

2時間22分59秒285 持田　和典234 (安来市)ﾓﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ

2時間22分59秒286 吉岡　真一378 (松江市)ﾖｼｵｶ ｼﾝｲﾁ

2時間23分16秒287 畑　真一323 (米子市)ﾊﾀ ｼﾝｲﾁ

2時間23分46秒288 錦織　拓郎208 (大田市)ﾆｼｺｵﾘ ﾀｸﾛｳ

2時間23分52秒289 田中　慎吾566 (米子市)ﾀﾅｶ ｼﾝｺﾞ

2時間24分56秒290 八幡　祐介491 (米子市)ﾔﾜﾀ ﾕｳｽｹ

2時間25分04秒291 小野　悦徳410 (浜田市)ｵﾉ ｴﾂﾉﾘ

2時間25分51秒292 梅津　欣喜248 (琴浦町)ｳﾒﾂﾞ ﾖｼｷ

2時間26分06秒293 竹田　伸宏246 (松江市)ﾀｹﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ

2時間26分07秒294 門脇　崇486 (広島県)ｶﾄﾞﾜｷ ﾀｶｼ

2時間27分31秒295 森　明広380 (高知県)ﾓﾘ ｱｷﾋﾛ

2時間27分50秒296 瀧井　大介567 (米子市)ﾀｷｲ ﾀﾞｲｽｹ

2時間28分39秒297 高瀬　雅義201 (出雲市)ﾀｶｾ ﾏｻﾖｼ

2時間29分28秒298 後藤　彰信275 (伯耆町)ｺﾞﾄｳ ｱｷﾉﾌﾞ

2時間29分45秒299 吉野　真人219 (米子市)ﾖｼﾉ ﾏｻﾄ

2時間31分33秒300 松本　朗裕559 (松江市)ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾋﾛ
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2時間32分25秒301 東谷　武239 (安来市)ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾀｹｼ

2時間33分31秒302 田中　優397 (松江市)ﾀﾅｶ ﾕｳ

2時間33分32秒303 松本　政和454 (伯耆町)ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ

2時間34分37秒304 大土井　祐輔210 (岡山県)ｵｵﾄﾞｲ ﾕｳｽｹ

2時間36分31秒305 岸本　裕一郎216 (米子市)ｷｼﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ

2時間39分01秒306 本高屋　修448 (倉吉市)ﾓﾄﾀｶﾔ ｵｻﾑ

2時間41分13秒307 長谷川　悠治455 (米子市)ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ

2時間41分39秒308 杉井　英作430 (松江市)ｽｷﾞｲ ｴｲｻｸ

2時間43分09秒309 成沢　琢朗284 (愛知県)ﾅﾘｻﾜ ﾀｸﾛｳ

2時間46分14秒310 柴田　晶彦327 (米子市)ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾋｺ
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