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32分31秒1 住本　裕樹2303 (大山町)ｽﾐﾓﾄ ﾕｳｷ

34分03秒2 高津　府制2202 (山口県)ﾀｶﾂ ｱﾂﾉﾘ

34分57秒3 西村　章史2281 (米子市)ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾌﾐ

36分06秒4 加藤　晃裕2277 (安来市)ｶﾄｳ ｱｷﾋﾛ

36分14秒5 谷尻　敏行2331 (米子市)ﾀﾆｼﾞﾘ ﾄｼﾕｷ

36分41秒6 太田　考哉2203 (松江市)ｵｵﾀ ｺｳｽｹ

37分10秒7 新田　辰乃2379 (雲南市)ﾆｯﾀ ﾀﾂﾉﾘ

37分29秒8 大西　一史2369 (松江市)ｵｵﾆｼ ｶｽﾞｼ

37分45秒9 菊池　史哉2291 (神奈川県)ｷｸﾁ ﾌﾐﾔ

38分15秒10 山口　一之2406 (境港市)ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ

38分22秒11 野津　伸行2370 (松江市)ﾉﾂ ﾉﾌﾞﾕｷ

38分54秒12 岩田　陽平2259 (安来市)ｲﾜﾀ ﾖｳﾍｲ

38分58秒13 片山　慎也2357 (安来市)ｶﾀﾔﾏ ｼﾝﾔ

39分14秒14 徳島　也2319 (松江市)ﾄｸｼﾏ ﾅﾘ

39分17秒15 百瀬　彰宏2289 (松江市)ﾓﾓｾ ｱｷﾋﾛ

40分15秒16 三澤　憲生2388 (米子市)ﾐｻﾞﾜ ﾉﾘｵ

40分18秒17 秋下　岳志2324 (倉吉市)ｱｷｼﾀ ﾀｶｼ

40分23秒18 岩田　祐紀2329 (松江市)ｲﾜﾀ ﾕｳｷ

40分31秒19 井上　英明2302 (岡山県)ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞｱｷ

40分51秒20 引野　敬史2364 (米子市)ﾋｷﾉ ﾀｶﾌﾐ

41分00秒21 浅間　孝敏2239 (雲南市)ｱｻﾏ ﾀｶﾄｼ

41分01秒22 原瀬　規夫2225 (安来市)ﾊﾗｾ ﾉﾘｵ

41分32秒23 加治　賢悟2256 (飯南町)ｶｼﾞ ｹﾝｺﾞ

41分50秒24 高力　徹2317 (米子市)ｺｳﾘｷ ﾄｵﾙ

42分07秒25 福島　卓2316 (松江市)ﾌｸｼﾏ ｽｸﾞﾙ

43分02秒26 福永　亮2391 (松江市)ﾌｸﾅｶﾞ ﾘｮｳ

43分29秒27 柴田　親亮2284 (倉吉市)ｼﾊﾞﾀ ｼﾝｽｹ

43分30秒28 佐々木　蓮也2312 (松江市)ｻｻｷ ﾚﾝﾔ

43分31秒29 森山　健2414 (益田市)ﾓﾘﾔﾏ ｹﾝ

44分40秒30 山内　雅司2340 (雲南市)ﾔﾏﾉｳﾁ ﾏｻｼ

44分47秒31 大坂　俊輔2345 (境港市)ｵｵｻｶ ｼｭﾝｽｹ

45分01秒32 大島　由嗣2349 (松江市)ｵｵｼﾏ ﾖｼﾂｸﾞ

45分34秒33 飯浜　大輔2238 (雲南市)ｲｲﾊﾏ ﾀﾞｲｽｹ

45分42秒34 秦　将巳2415 (米子市)ﾊﾀ ﾏｻﾐ

45分42秒35 道祖　宏昭2346 (岡山県)ﾄﾞｳｿ ﾋﾛｱｷ

45分43秒36 山崎　貴博2292 (松江市)ﾔﾏｻｷ ﾀｶﾋﾛ

45分48秒37 柿本　和也2336 (境港市)ｶｷﾓﾄ ｶｽﾞﾔ

45分52秒38 長谷川　弘興2371 (松江市)ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｷ

45分56秒39 篠田　亮平2402 (米子市)ｼﾉﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ

45分59秒40 松田　健司2311 (米子市)ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

46分04秒41 北尾　英樹2355 (鳥取市)ｷﾀｵ ﾋﾃﾞｷ

46分12秒42 細田　大輔2206 (安来市)ﾎｿﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

46分13秒43 木本　亮一2419 (米子市)ｷﾓﾄ ﾘｮｳｲﾁ

46分15秒44 下山　翼2385 (松江市)ｼﾓﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ

46分19秒45 小原　諒太2417 (安来市)ｵﾊﾞﾗ ﾘｮｳﾀ

46分20秒46 多久和　孝義2258 (松江市)ﾀｸﾜ ﾀｶﾖｼ

46分35秒47 黒田　晋之介2252 (米子市)ｸﾛﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ

46分46秒48 瀬戸　翔平2373 (出雲市)ｾﾄ ｼｮｳﾍｲ

46分54秒49 落合　陽平2384 (出雲市)ｵﾁｱｲ ﾖｳﾍｲ

46分59秒50 二瀬　諭2286 (出雲市)ﾆﾉｾ ｻﾄｼ
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47分04秒51 新田　幹雄2363 (松江市)ﾆｯﾀ ﾐｷｵ

47分36秒52 友金　大輔2400 (岡山県)ﾄﾓｶﾈ ﾀﾞｲｽｹ

47分45秒53 福島　翔吾2275 (広島県)ﾌｸｼﾏ ｼｮｳｺﾞ

47分46秒54 長島　越夫2429 (松江市)ﾅｶﾞｼﾏ ｴﾂｵ

48分02秒55 横地　海人2285 (安来市)ﾖｺﾁ ｶｲﾄ

48分07秒56 長田　翔太郎2321 (倉吉市)ﾅｶﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ

48分08秒57 牧野　泰宏2337 (倉吉市)ﾏｷﾉ ﾔｽﾋﾛ

48分09秒58 池田　廉2255 (安来市)ｲｹﾀﾞ ﾚﾝ

48分25秒59 國頭　浩毅2327 (松江市)ｸﾆﾄｳ ﾋﾛｷ

48分28秒60 山下　嘉一2306 (伯耆町)ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｶｽﾞ

48分34秒61 宇田川　浩二2251 (安来市)ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ

48分39秒62 森山　慶秀2428 (米子市)ﾓﾘﾔﾏ ｹｲｼｭｳ

48分40秒63 百毛　公平3280 (米子市)ﾓﾓｹﾞ ｺｳﾍｲ

48分40秒64 勝部　貴裕2342 (雲南市)ｶﾂﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ

48分43秒65 栗原　靖和2354 (松江市)ｸﾘﾊﾗ ﾔｽｶｽﾞ

48分45秒66 小川　郁生2395 (松江市)ｵｶﾞﾜ ｲｸｵ

48分52秒67 藤野　樹2276 (米子市)ﾌｼﾞﾉ ｲﾂｷ

49分09秒68 田上　遼2218 (松江市)ﾀｶﾞﾐ ﾘｮｳ

49分46秒69 福田　健一2230 (安来市)ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

49分50秒70 佐藤　匠2215 (雲南市)ｻﾄｳ ﾀｸﾐ

50分19秒71 中島　亨2254 (松江市)ﾅｶｼﾏ ﾄｵﾙ

50分35秒72 川端　雅彦2335 (米子市)ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏｻﾋｺ

50分44秒73 佐藤　晶紀2405 (松江市)ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ

50分45秒74 坪内　寛2210 (米子市)ﾂﾎﾞｳﾁ ﾋﾛｼ

51分04秒75 本常　舜悟2204 (松江市)ﾓﾄﾂﾈ ｼｭﾝｺﾞ

51分12秒76 西本　義男2362 (大阪府)ﾆｼﾓﾄ ﾖｼｵ

51分14秒77 佐川　真之介2229 (安来市)ｻｶﾞﾜ ｼﾝﾉｽｹ

51分14秒78 楠本　哲史2338 (倉吉市)ｸｽﾓﾄ ｻﾄｼ

51分16秒79 大塚　陽平2366 (松江市)ｵｵﾂｶ ﾖｳﾍｲ

51分22秒80 後藤　和也2397 (伯耆町)ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾔ

51分22秒81 森脇　寛貴2383 (松江市)ﾓﾘﾜｷ ﾋﾛﾀｶ

51分29秒82 吉川　裕士2283 (出雲市)ｷｯｶﾜ ﾋﾛｼ

51分34秒83 伊藤　洋2242 (出雲市)ｲﾄｳ ﾋﾛｼ

51分39秒84 安達　公平2222 (松江市)ｱﾀﾞﾁ ｺｳﾍｲ

51分44秒85 柴田　広大2416 (伯耆町)ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾀﾞｲ

51分45秒86 松本　淳2409 (松江市)ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝ

51分51秒87 岸本　恭平2216 (松江市)ｷｼﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ

52分06秒88 難波　篤人2273 (松江市)ﾅﾝﾊﾞ ｱﾂﾄ

52分23秒89 品川　誠2341 (米子市)ｼﾅｶﾞﾜ ﾏｺﾄ

52分25秒90 飯島　竜司2293 (米子市)ｲｲｼﾞﾏ ﾘｭｳｼﾞ

52分28秒91 笹岡　貴之2207 (出雲市)ｻｻｵｶ ﾀｶﾕｷ

52分31秒92 中尾　幸夫2339 (出雲市)ﾅｶｵ ﾕｷｵ

52分33秒93 木村　圭介2209 (松江市)ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ

52分39秒94 内田　貴基2262 (米子市)ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｷ

52分43秒95 本田　勝哉2404 (米子市)ﾎﾝﾀﾞ ｶﾂﾔ

52分55秒96 仲田　奈生2426 (米子市)ﾅｶﾀﾞ ﾅｵ

53分10秒97 青戸　和成2231 (安来市)ｱｵﾄ ｶｽﾞﾅﾘ

53分18秒98 大櫃　和幸2356 (安来市)ｵｵﾋﾞﾂ ｶｽﾞﾕｷ

53分20秒99 阿部　祐太2309 (境港市)ｱﾍﾞ ﾕｳﾀ

53分26秒100 大先　秀憲2378 (米子市)ｵｵｻｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ
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53分35秒101 高橋　貴久2257 (出雲市)ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾋｻ

53分44秒102 佐々木　慎二2226 (安来市)ｻｻｷ ｼﾝｼﾞ

53分49秒103 曳野　潤2223 (松江市)ﾋｷﾉ ｼﾞｭﾝ

53分53秒104 岩見　大樹2236 (安来市)ｲﾜﾐ ﾀｲｼﾞｭ

53分56秒105 北山　大貴2247 (米子市)ｷﾀﾔﾏ ﾀﾞｲｷ

53分56秒106 田淵　翔吾2253 (安来市)ﾀﾌﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ

53分58秒107 牧田　茂人2248 (米子市)ﾏｷﾀ ｼｹﾞﾄ

54分05秒108 坪内　和之2249 (松江市)ﾂﾎﾞｳﾁ ｶｽﾞﾕｷ

54分09秒109 蔵本　知弥2334 (鹿足郡吉賀町六日市)ｸﾗﾓﾄ ﾄﾓﾔ

54分12秒110 山崎　元2294 (安来市)ﾔﾏｻｷ ﾊｼﾞﾒ

54分18秒111 木村　優仁2399 (境港市)ｷﾑﾗ ﾏｻﾋﾄ

54分20秒112 岩田　啓紀2261 (安来市)ｲﾜﾀ ﾋﾛｷ

54分34秒113 飯塚　裕紀2268 (雲南市)ｲｲﾂｶ ﾋﾛﾉﾘ

54分50秒114 福坂　康司2220 (米子市)ﾌｸｻｶ ｺｳｼﾞ

54分54秒115 松崎　咲斗2301 (出雲市)ﾏﾂｻﾞｷ ｻｷﾄ

55分14秒116 湊　友宏2274 (松江市)ﾐﾅﾄ ﾄﾓﾋﾛ

55分15秒117 瀬島　昇2374 (出雲市)ｾｼﾞﾏ ﾉﾎﾞﾙ

55分28秒118 池田　啓孝2392 (出雲市)ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ

55分34秒119 竹部　晶仁2408 (出雲市)ﾀｹﾍﾞ ｱｷﾋﾄ

55分44秒120 仲田　直希2365 (松江市)ﾅｶﾀﾞ ﾅｵｷ

55分48秒121 岡田　彬2272 (松江市)ｵｶﾀﾞ ｱｷﾗ

55分48秒122 濱島　昌寛2407 (米子市)ﾊﾏｼﾏ ﾏｻﾋﾛ

55分52秒123 Funakoshi　Hiroshi2411 (米子市)ﾏﾝﾊﾞ ﾋﾛｼ

55分54秒124 冨田　大輔2201 (安来市)ﾄﾐﾀ ﾀﾞｲｽｹ

56分08秒125 安立　正人2380 (松江市)ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾄ

56分17秒126 森本　和浩2351 (岡山県)ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ

56分18秒127 山口　智也2264 (米子市)ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ

56分23秒128 平岡　晃如2390 (松江市)ﾋﾗｵｶ ｺｳｽｹ

56分45秒129 森　智久2412 (米子市)ﾓﾘ ﾄﾓﾋｻ

57分04秒130 小澤　和也2221 (安来市)ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ

57分10秒131 石田　拓海2307 (米子市)ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾐ

57分11秒132 田中　紀行2375 (松江市)ﾀﾅｶ ﾉﾘﾕｷ

57分14秒133 大塚　友貴2246 (松江市)オオツカ　ユウキ

57分15秒134 山根　直之2212 (日吉津村)ﾔﾏﾈ ﾅｵﾕｷ

57分17秒135 田邊　優磨2348 (松江市)ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ

57分17秒136 有富　孝平2347 (松江市)ｱﾘﾄﾐ ｺｳﾍｲ

57分21秒137 米山　雄大2403 (境港市)ﾖﾈﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ

57分26秒138 毎野　卓実2235 (鳥取市)ﾏｲﾉ ﾀｸﾐ

57分50秒139 澤　純平2320 (出雲市)ｻﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

58分00秒140 宍戸　一樹2267 (米子市)ｼｼﾄﾞ ｶｽﾞｷ

58分00秒141 三津　浩一郎2389 (松江市)ﾐﾂ ｺｳｲﾁﾛｳ

58分10秒142 津森　真司2381 (松江市)ﾂﾓﾘ ｼﾝｼﾞ

58分10秒143 原　雅一2325 (境港市)ﾊﾗ ﾏｻｶｽﾞ

58分14秒144 永見　孝之2413 (米子市)ﾅｶﾞﾐ ﾀｶﾕｷ

58分16秒145 荒木　亨祐2224 (境港市)ｱﾗｷ ｺｳｽｹ

58分19秒146 青木　啓悟2282 (出雲市)ｱｵｷ ｹｲｺﾞ

58分19秒147 山口　和也2250 (北栄町)ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ

58分30秒148 小栗　裕紀2205 (安来市)ｵｸﾞﾘ ﾋﾛｷ

58分33秒149 藤井　寛幸2344 (松江市)ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾕｷ

58分41秒150 石崎　好成2308 (米子市)ｲｼｻﾞｷ ﾖｼﾅﾘ
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58分48秒151 実重　隆寿2333 (松江市)ｻﾈｼｹﾞ ﾀｶﾄｼ

58分52秒152 村社　光誠2387 (安来市)ﾑﾗｺｿ ｺｳｾｲ

59分08秒153 加納　良彦2360 (広島県)ｶﾉｳ ﾖｼﾋｺ

59分23秒154 丹羽　啓太2393 (松江市)ﾆﾜ ｹｲﾀ

59分24秒155 赤田　祐一2398 (松江市)ｱｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

59分25秒156 河田　修2313 (倉吉市)ｶﾜﾀ ｵｻﾑ

59分28秒157 富田　優史2326 (米子市)ﾄﾐﾀ ﾕｳｼﾞ

59分46秒158 周藤　大地2300 (出雲市)ｽﾄｳ ﾀﾞｲﾁ

1時間00分12秒159 下澤　秀太2278 (出雲市)ｼﾓｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ

1時間00分26秒160 石倉　直弥2279 (出雲市)ｲｼｸﾗ ﾅｵﾔ

1時間00分31秒161 福嶋　健志2330 (米子市)ﾌｸｼﾏ ｹﾝｼﾞ

1時間00分45秒162 森　和哉2367 (松江市)ﾓﾘ ｶｽﾞﾔ

1時間00分49秒163 岩本　孝平2376 (米子市)ｲﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ

1時間01分10秒164 木村　剛2427 (雲南市)ｷﾑﾗ ﾀｹｼ

1時間01分35秒165 圓山　誠司2245 (伯耆町)ﾏﾙﾔﾏ ｾｲｼﾞ

1時間02分04秒166 荒木　義尚2304 (南部町)ｱﾗｷ ﾖｼﾋｻ

1時間02分09秒167 平山　直樹2244 (安来市)ﾋﾗﾔﾏ ﾅｵｷ

1時間02分16秒168 小林　和樹2377 (西伯郡大山町上市)ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ

1時間02分22秒169 近藤　元春2332 (安来市)ｺﾝﾄﾞｳ ﾓﾄﾊﾙ

1時間02分22秒170 宮野　裕貴2305 (米子市)ﾐﾔﾉ ﾕｳｷ

1時間02分40秒171 永島　諒2269 (松江市)ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳ

1時間02分49秒172 吉田　淳2266 (米子市)ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ

1時間02分52秒173 阿部　貴礼2410 (境港市)ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ

1時間03分05秒174 景山　晴日2243 (安来市)ｶｹﾞﾔﾏ ﾊﾙﾋ

1時間03分06秒175 岡　弘幸2421 (出雲市)ｵｶ ﾋﾛﾕｷ

1時間03分37秒176 村田　卓也　2241 (鳥取市)ﾑﾗﾀ ﾀｸﾔ

1時間03分50秒177 石本　圭2310 (広島県)ｲｼﾓﾄ ｹｲ

1時間04分18秒178 徳岡　敬大2382 (松江市)ﾄｸｵｶ ﾀｶﾋﾛ

1時間04分49秒179 青木　雅至2263 (出雲市)ｱｵｷ ﾏｻｼ

1時間05分16秒180 小倉　敬右2422 (米子市)ｵｸﾞﾗ ｹｲｽｹ

1時間05分30秒181 津森　孝史2323 (松江市)ﾂﾓﾘ ﾀｶｼ

1時間06分05秒182 野口　貴宏2352 (米子市)ﾉｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ

1時間06分10秒183 勝木　司2418 (米子市)ｶﾂｷ ﾂｶｻ

1時間06分14秒184 安田　明永2328 (米子市)ﾔｽﾀﾞ ﾊﾙﾋｻ

1時間06分39秒185 磯野　隼人3282 (米子市)ｲｿﾉ ﾊﾔﾄ

1時間06分49秒186 原　悠人2260 (出雲市)ﾊﾗ ﾕｳﾄ

1時間07分33秒187 嘉藤　暁2343 (出雲市)ｶﾄｳ ｱｷﾗ

1時間07分34秒188 山増　武志2237 (安来市)ﾔﾏﾏｽ ﾀｹｼ

1時間08分11秒189 小山　雅之2314 (安来市)ｺﾔﾏ ﾏｻﾕｷ

1時間08分46秒190 本常　寿浩2217 (松江市)ﾓﾄﾂﾈ ﾄｼﾋﾛ

1時間09分06秒191 石橋　玄太2271 (松江市)ｲｼﾊﾞｼ ｹﾞﾝﾀ

1時間09分34秒192 清水　孝志2394 (鳥取市)ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ

1時間11分24秒193 森田　直樹2233 (安来市)ﾓﾘﾀ ﾅｵｷ

1時間13分07秒194 高橋　卓史2219 (出雲市)ﾀｶﾊｼ ﾀｶｼ

1時間14分27秒195 川場　大輔2425 (米子市)ｶﾜﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ

1時間16分42秒196 高木　智章2240 (雲南市)ﾀｶｷ ﾄﾓｱｷ

1時間16分53秒197 赤山　和史2350 (松江市)ｱｶﾔﾏ ｶｽﾞﾌﾐ

1時間17分24秒198 小原　昂大2232 (安来市)ｵバﾗ ｺｳﾀ

1時間18分39秒199 武田　匡史2287 (兵庫県)ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ

1時間20分55秒200 石倉　貴弘2228 (松江市)ｲｼｸﾗ ﾀｶﾋﾛ
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