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36分16秒1 竹下　陽一2630 (出雲市)ﾀｹｼﾀ ﾖｳｲﾁ

36分40秒2 入江　秀憲2565 (米子市)ｲﾘｴ ﾋﾃﾞﾉﾘ

37分34秒3 小池　仁一2637 (埼玉県)ｺｲｹ ｼﾞﾝｲﾁ

38分30秒4 川西　正一2586 (米子市)ｶﾜﾆｼ ﾏｻｶｽﾞ

38分40秒5 内坂　学2503 (邑南町)ｳﾁｻｶ ﾏﾅﾌﾞ

38分47秒6 江角　勝利2741 (出雲市)ｴｽﾐ ｶﾂﾄｼ

38分55秒7 梅津　浩治2707 (北栄町)ｳﾒﾂﾞ ﾋﾛﾊﾙ

39分02秒8 伏谷　智行2671 (安来市)ﾌｼﾀﾆ ﾄﾓﾕｷ

39分04秒9 長野　高明2518 (松江市)ﾅｶﾞﾉ ﾀｶｱｷ

39分05秒10 湯越　一郎2677 (米子市)ﾕｺｼ ｲﾁﾛｳ

39分31秒11 加藤　浩2714 (出雲市)ｶﾄｳ ﾋﾛｼ

39分37秒12 菱川　博人2617 (岡山県)ﾋｼｶﾜ ﾋﾛﾄ

39分52秒13 重田　真二2647 (大田市)ｼｹﾞﾀ ｼﾝｼﾞ

40分01秒14 石原　耕司2604 (奥出雲町)ｲｼﾊﾗ ｺｳｼﾞ

40分16秒15 佐藤　元洋2649 (松江市)ｻﾄｳ ﾓﾄﾋﾛ

40分27秒16 松浦　康2567 (安来市)ﾏﾂｳﾗ ﾔｽｼ

40分35秒17 日野　誠2675 (松江市)ﾋﾉ ﾏｺﾄ

41分02秒18 吉岡　孝朗2712 (松江市)ﾖｼｵｶ ﾀｶｱｷ

41分20秒19 林　一茂2737 (出雲市)ﾊﾔｼ ｶｽﾞｼｹﾞ

42分09秒20 小豆沢　政和2638 (松江市)ｱｽﾞｷｻﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ

42分54秒21 石原　充2689 (米子市)ｲｼﾊﾗ ﾐﾂﾙ

42分58秒22 熊谷　治2786 (広島県)ｸﾏｶﾞｲ ｵｻﾑ

43分06秒23 日野　雅美2611 (出雲市)ﾋﾉ ﾏｻﾐ

43分07秒24 松本　健2619 (東京都)ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹｼ

43分20秒25 美甘　宣之2535 (米子市)ﾐｶﾝ ﾉﾌﾞﾕｷ

43分22秒26 田中　健2734 (松江市)ﾀﾅｶ ｹﾝ

43分23秒27 江口　邦和2683 (米子市)ｴｸﾞﾁ ｸﾆｶｽﾞ

44分10秒28 佐々木　幸夫2539 (松江市)ｻｻｷ ﾕｷｵ

44分34秒29 表　輝明2620 (琴浦町)ｵﾓﾃ ﾃﾙｱｷ

44分36秒30 星野　誠2723 (雲南市)ﾎｼﾉ ﾏｺﾄ

44分52秒31 小原　健治2612 (倉吉市)ｺﾊﾗ ｹﾝｼﾞ

44分58秒32 山根　秀典2537 (出雲市)ﾔﾏﾈ ﾋﾃﾞﾉﾘ

45分50秒33 森田　修司2515 (松江市)ﾓﾘﾀ ｼｭｳｼﾞ

45分57秒34 和田守　直行2626 (出雲市)ﾜﾀﾞﾓﾘ ﾅｵﾕｷ

46分00秒35 橋本　剛2708 (米子市)ﾊｼﾓﾄ ﾂﾖｼ

46分01秒36 清水　琢也2761 (米子市)ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ

46分05秒37 瀬川　浩2599 (広島県)ｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

46分11秒38 塚本　昇2533 (米子市)ﾂｶﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ

46分16秒39 森灘　一志2740 (境港市)ﾓﾘﾅﾀﾞ ｶｽﾞｼ

46分37秒40 野口　政春2703 (米子市)ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾊﾙ

46分42秒41 山口　和彦2613 (鳥取市)ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｺ

46分51秒42 細田　一郎2666 (安来市)ﾎｿﾀﾞ ｲﾁﾛｳ

46分51秒43 柳田　雅彦2592 (松江市)ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾏｻﾋｺ

46分54秒44 谷永　英樹2732 (大山町)ﾀﾆﾅｶﾞ ﾋﾃﾞｷ

46分54秒45 松本　昭治2546 (境港市)ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ

46分57秒46 鐘築　健2699 (松江市)ｶﾈﾁｸ ﾀｹｼ

47分00秒47 渡辺　寿2660 (浜田市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻｼ

47分04秒48 生林　康範2514 (米子市)ｲｹﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾉﾘ

47分08秒49 土江　雄2628 (松江市)ﾂﾁｴ ﾀｹｼ

47分11秒50 渡部　有一朗2622 (出雲市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ
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47分20秒51 岩佐　純也2540 (松江市)ｲﾜｻ ｼﾞｭﾝﾔ

47分22秒52 岩尾　聖2663 (鳥取市)ｲﾜｵ ｻﾄｼ

47分28秒53 北尾　幸寛2680 (鳥取市)ｷﾀｵ ﾕｷﾋﾛ

47分30秒54 藤原　操2745 (境港市)ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐｻｵ

47分33秒55 大國　智之2571 (松江市)ｵｵｸﾆ ﾄﾓﾕｷ

47分42秒56 塩足　剛章2790 (米子市)ｼｵﾀﾘ ﾀｶｱｷ

47分44秒57 佐藤　進2787 (広島県)ｻﾄｳ ｽｽﾑ

48分15秒58 須田　治2528 (出雲市)ｽﾀﾞ ｵｻﾑ

48分41秒59 吉持　暢宏2655 (米子市)ﾖｼﾓﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ

48分45秒60 梶村　直樹2530 (安来市)ｶｼﾞﾑﾗ ﾅｵｷ

48分56秒61 勝部　昌訓2618 (松江市)ｶﾂﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ

49分08秒62 大櫃　英治2693 (安来市)ｵｵﾋﾞﾂ ｴｲｼﾞ

49分23秒63 田中　宏明2658 (鳥取市)ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ

49分24秒64 三島　真2635 (湯梨浜町)ﾐｼﾏ ﾏｺﾄ

49分37秒65 福島　敏幸2766 (安来市)ﾌｸｼﾏ ﾄｼﾕｷ

49分41秒66 信太　彰仁2645 (神奈川県)ｼﾀﾞ ｱｷﾋﾄ

49分44秒67 福島　保2551 (岡山県)ﾌｸｼﾏ ﾀﾓﾂ

49分45秒68 日野　治己2524 (出雲市)ﾋﾉ ﾊﾙﾐ

49分47秒69 藤森　元輝2746 (出雲市)ﾌｼﾞﾓﾘ ﾓﾄﾃﾙ

49分53秒70 吉野　司2598 (米子市)ﾖｼﾉ ﾂｶｻ

50分48秒71 多久和　重義2597 (松江市)ﾀｸﾜ ｼｹﾞﾖｼ

50分48秒72 ふじと　かずひこ2776 (米子市)ﾌｼﾞﾄ ｶｽﾞﾋｺ

50分52秒73 北村　浩司2641 (北栄町)ｷﾀﾑﾗ ｺｳｼﾞ

50分58秒74 三宅　学2593 (伯耆町)ﾐﾔｹ ﾏﾅﾌﾞ

51分02秒75 後藤　俊弘2523 (松江市)ｺﾞﾄｳ ﾄｼﾋﾛ

51分09秒76 高橋　和弘2520 (松江市)ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ

51分15秒77 多々納　正義2770 (雲南市)ﾀﾀﾉ ﾏｻﾖｼ

51分17秒78 さこ畑　将隆2771 (南部町)ｻｺﾊﾀ ﾏｻﾀｶ

51分22秒79 永見　正己2711 (出雲市)ﾅｶﾞﾐ ﾏｻﾐ

51分24秒80 高橋　智2555 (安来市)ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ

51分26秒81 奥本　正之2639 (松江市)ｵｸﾓﾄ ﾏｻﾕｷ

51分34秒82 松本　健治2529 (松江市)ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

51分37秒83 岡田　茂2685 (雲南市)ｵｶﾀﾞ ｼｹﾞﾙ

51分40秒84 田川　陽一2553 (安来市)ﾀｶﾞﾜ ﾖｳｲﾁ

51分50秒85 下本　浩行2697 (米子市)ｼﾓﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ

51分51秒86 田村　繁美2591 (松江市)ﾀﾑﾗ ｼｹﾞﾐ

51分52秒87 佐野　堅二2624 (出雲市)ｻﾉ ｹﾝｼﾞ

51分53秒88 岡山　毅2698 (鳥取市)ｵｶﾔﾏ ﾀｹｼ

51分53秒89 井上　啓一2517 (北栄町)ｲﾉｳｴ ｹｲｲﾁ

51分55秒90 和久理　健2688 (出雲市)ﾜｸﾘ ﾀｹｼ

51分57秒91 森田　将徳2681 (岡山県)ﾓﾘﾀ ﾏｻﾉﾘ

52分08秒92 佐藤　将孝2561 (松江市)ｻﾄｳ ﾏｻﾀｶ

52分11秒93 嘉儀　圭一2759 (出雲市)ｶｷﾞ ｹｲｲﾁ

52分14秒94 松浦　祐二2511 (安来市)ﾏﾂｳﾗ ﾕｳｼﾞ

52分16秒95 安部　雅彦2506 (出雲市)ｱﾍﾞ ﾏｻﾋｺ

52分23秒96 西谷　卓郎2505 (米子市)ﾆｼﾀﾆ ﾀｸﾛｳ

52分36秒97 来海　隆義2781 (松江市)ｷﾏﾁ ﾀｶﾖｼ

52分36秒98 中嶋　純樹2578 (米子市)ﾅｶｼﾏ ｼﾞｭﾝｷ

52分39秒99 戸村　健太2510 (安来市)ﾄﾑﾗ ｹﾝﾀ

52分42秒100 友田　純平2650 (松江市)ﾄﾓﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
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52分45秒101 田部　辰彦2584 (安来市)ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾋｺ

52分47秒102 岩田　公明2765 (安来市)ｲﾜﾀ ｷﾐｱｷ

52分48秒103 太田　健一2739 (岡山県)ｵｵﾀ ｹﾝｲﾁ

52分50秒104 小椋　広美2706 (若桜町)ｵｸﾞﾗ ﾋﾛﾐ

52分59秒105 杉原　雅彦2595 (松江市)ｽｷﾞﾊﾗ ﾏｻﾋｺ

53分02秒106 山本　伸弥2736 (松江市)ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾔ

53分19秒107 稻田　修敏2757 (安来市)ｲﾅﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ

53分20秒108 出羽　雄二2564 (松江市)ﾃﾞﾜ ﾕｳｼﾞ

53分27秒109 松原　稔英2651 (松江市)ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄｼﾋﾃﾞ

53分33秒110 西畑　徳二2636 (兵庫県)ﾆｼﾊﾞﾀ ﾄｸｼﾞ

53分38秒111 仙田　隆宏2780 (米子市)ｾﾝﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

53分47秒112 青木　正光2657 (松江市)ｱｵｷ ﾏｻﾐﾂ

53分50秒113 澤田　広2783 (雲南市)ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛｼ

53分54秒114 横地　高2646 (安来市)ﾖｺﾁ ﾀｶｼ

54分05秒115 小笹　悟2573 (出雲市)ｵｻﾞｻ ｻﾄﾙ

54分08秒116 実重　憲幸2504 (安来市)ｻﾈｼｹﾞ ﾉﾘﾕｷ

54分23秒117 金坂　仁志2527 (松江市)ｶﾈｻｶ ﾋﾄｼ

54分25秒118 高橋　寛2763 (松江市)ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ

54分27秒119 越野　浩一2556 (松江市)ｺｼﾉ ｺｳｲﾁ

54分28秒120 西川　隆文2545 (米子市)ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾌﾐ

54分40秒121 佐々木　忠2502 (安来市)ｻｻｷ ﾀﾀﾞｼ

55分05秒122 仙田　哲也2569 (安来市)ｾﾝﾀﾞ ﾃﾂﾔ

55分10秒123 榎木園　健2782 (松江市)ｴﾉｷｿﾞﾉ ﾀｹｼ

55分23秒124 米田　光穂2672 (倉吉市)ﾖﾈﾀﾞ ﾐﾂｵ

55分24秒125 都田　純基2568 (米子市)ﾐﾔｺﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ

55分24秒126 永井　武2729 (松江市)ﾅｶﾞｲ ﾀｹｼ

55分25秒127 小山　剛2668 (松江市)ｺﾔﾏ ﾂﾖｼ

55分29秒128 村社　和弘2756 (安来市)ﾑﾗｺｿ ｶｽﾞﾋﾛ

55分34秒129 本常　武志2508 (松江市)ﾓﾄﾂﾈ ﾀｹｼ

55分38秒130 上村　勝昭2774 (伯耆町)ｳｴﾑﾗ ｶﾂｱｷ

55分44秒131 馬場　良二2501 (境港市)ﾊﾞﾊﾞ ﾘｮｳｼﾞ

55分48秒132 鹿島　寛2610 (松江市)ｶｼﾏ ﾋﾛｼ

56分02秒133 田中　幸一2541 (安来市)ﾀﾅｶ ｺｳｲﾁ

56分14秒134 常松　正樹2538 (出雲市)ﾂﾈﾏﾂ ﾏｻｷ

56分22秒135 福井　毅顕2629 (米子市)ﾌｸｲ ﾀｹｱｷ

56分33秒136 坂東　直樹2727 (米子市)ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ

56分35秒137 佐野　智明2579 (出雲市)ｻﾉ ﾄﾓｱｷ

56分36秒138 山口　俊司2743 (米子市)ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝｼﾞ

56分40秒139 原　勇治2753 (雲南市)ﾊﾗ ﾕｳｼﾞ

56分45秒140 内藤　博之2691 (米子市)ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ

56分48秒141 高野　孝司2603 (出雲市)ﾀｶﾉ ﾀｶｼ

56分51秒142 野村　哲志2686 (米子市)ﾉﾑﾗ ﾀｶｼ

57分17秒143 花井　淳2738 (境港市)ﾊﾅｲ ｼﾞｭﾝ

57分19秒144 田邊　英敏2572 (安来市)ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ

57分23秒145 大西　利幸2772 (米子市)ｵｵﾆｼ ﾄｼﾕｷ

57分30秒146 岸　潤司2679 (出雲市)ｷｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ

57分35秒147 松本　郁郎2583 (松江市)ﾏﾂﾓﾄ ｲｸﾛｳ

57分35秒148 波多野　満2758 (出雲市)ﾊﾀﾞﾉ ﾐﾂﾙ

57分35秒149 橋田　淳一2710 (日吉津村)ﾊｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

57分37秒150 依岡　信博3281 (米子市)ﾖﾘｵｶ ﾉﾌﾞﾋﾛ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第14回なかうみマラソン全国大会 -

汐彩コース「１０km」男40歳～59歳
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2018/11/4

スタート： 10:07:00

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

57分49秒151 瀬尾　明人2549 (米子市)ｾｵ ｱｷﾄ

57分52秒152 渡部　勇2534 (松江市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｻﾑ

57分54秒153 今出　康弘2532 (米子市)ｲﾏﾃﾞ ﾔｽﾋﾛ

58分03秒154 大塚　正晃2621 (米子市)ｵｵﾂｶ ﾏｻｱｷ

58分05秒155 加藤　雄一郎2755 (米子市)ｶﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ

58分08秒156 仙田　和男2652 (松江市)ｾﾝﾀﾞ ｶｽﾞｵ

58分11秒157 内部　宏2777 (松江市)ｳﾁﾍﾞ ﾋﾛｼ

58分12秒158 久保田　知行2752 (松江市)ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓﾕｷ

58分24秒159 中田　淳一2704 (米子市)ﾅｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

58分26秒160 梶谷　誠2764 (出雲市)ｶｼﾞﾀﾆ ﾏｺﾄ

58分28秒161 一之瀬　洋一2557 (松江市)ｲﾁﾉｾ ﾖｳｲﾁ

58分30秒162 中川　隼人2590 (湯梨浜町)ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ

58分31秒163 戸田　高之2742 (松江市)ﾄﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

58分39秒164 細田　慎二2602 (安来市)ﾎｿﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

58分54秒165 石田　昭博2562 (倉吉市)ｲｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

58分57秒166 足立　哲治2784 (米子市)ｱﾀﾞﾁ ﾃﾂｼﾞ

59分01秒167 野口　大輔2664 (安来市)ﾉｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ

59分16秒168 原　紀行2605 (出雲市)ﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ

59分21秒169 坂手　邦治2521 (倉吉市)ｻｶﾃ ｸﾆﾊﾙ

59分32秒170 吉原　啓二2750 (広島県)ﾖｼﾊﾗ ｹｲｼﾞ

59分32秒171 三浦　輝明2695 (浜田市)ﾐｳﾗ ﾃﾙｱｷ

59分34秒172 高梨　敏樹2608 (松江市)ﾀｶﾅｼ ﾄｼｷ

59分39秒173 福田　浩二2525 (安来市)ﾌｸﾀﾞ ｺｳｼﾞ

59分43秒174 山本　晃2768 (米子市)ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ

59分44秒175 土江　譲2601 (安来市)ﾂﾁｴ ﾕｽﾞﾙ

59分47秒176 矢田　俊巳2522 (安来市)ﾔﾀﾞ ﾄｼﾐ

59分48秒177 片寄　治紀2705 (出雲市)ｶﾀﾖｾ ﾊﾙﾉﾘ

59分54秒178 中本　信幸2716 (倉吉市)ﾅｶﾓﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ

59分58秒179 遠藤　志三夫2575 (安来市)ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾐｵ

1時間00分02秒180 河原　一2773 (松江市)ｺﾞｳﾊﾞﾗ ﾊｼﾞﾒ

1時間00分03秒181 牧野　幸弘2792 (琴浦町)ﾏｷﾉ ﾕｷﾋﾛ

1時間00分06秒182 藤本　昌克2544 (松江市)ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻｶﾂ

1時間00分09秒183 武田　隆司2662 (松江市)ﾀｹﾀﾞ ﾀｶｼ

1時間00分21秒184 高野　誠2566 (松江市)ﾀｶﾉ ﾏｺﾄ

1時間00分28秒185 福島　誠2623 (松江市)ﾌｸｼﾏ ﾏｺﾄ

1時間00分40秒186 本池　寿2793 (米子市)ﾓﾄｲｹ ﾋｻｼ

1時間00分47秒187 水　研二2733 (松江市)ﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ

1時間01分03秒188 藤井　智之2718 (岡山県)ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾕｷ

1時間01分09秒189 渡部　充2606 (出雲市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾙ

1時間01分09秒190 飯塚　伸二2607 (安来市)ｲｲﾂｶ ｼﾝｼﾞ

1時間01分55秒191 内藤　正志2682 (出雲市)ﾅｲﾄｳ ﾏｻｼ

1時間02分03秒192 竹本　直明2669 (米子市)ﾀｹﾓﾄ ﾅｵｱｷ

1時間02分06秒193 岸　道三2512 (出雲市)ｷｼ ﾐﾁｿﾞｳ

1時間02分27秒194 宮根　仁2644 (大田市)ﾐﾔﾈ ﾋﾄｼ

1時間02分28秒195 戸次　敏也2616 (八頭町)ﾍﾞｯｷ ﾄｼﾔ

1時間02分50秒196 松崎　靖2678 (松江市)ﾏﾂｻﾞｷ ﾔｽｼ

1時間02分54秒197 藤田　正之2559 (安来市)ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾕｷ

1時間03分12秒198 桐原　学2715 (松江市)ｷﾘﾊﾗ ﾏﾅﾌﾞ

1時間03分58秒199 角折　聖2775 (米子市)ﾂﾉｵﾘ ｻﾄｼ

1時間04分14秒200 秋山　正宣2779 (倉吉市)ｱｷﾔﾏ ﾏｻﾉﾌﾞ
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1時間04分16秒201 寺下　利弘2788 (松江市)ﾃﾗｼﾀ ﾄｼﾋﾛ

1時間04分18秒202 藤原　賢二2747 (松江市)ﾌｼﾞﾊﾗ ｹﾝｼﾞ

1時間04分33秒203 砂川　淳2659 (南部町)ｽﾅｶﾜ ｼﾞｭﾝ

1時間04分36秒204 笠見　孝徳2513 (鳥取市)ｶｻﾐ ﾀｶﾉﾘ

1時間04分37秒205 原　一彦2744 (安来市)ﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ

1時間04分45秒206 景山　英樹2558 (安来市)ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

1時間04分58秒207 池田　国司2730 (出雲市)ｲｹﾀﾞ ｸﾆｼﾞ

1時間05分15秒208 足田　憲昭2721 (米子市)ｱｼﾀﾞ ﾉﾘｱｷ

1時間05分16秒209 金山　了2552 (安来市)ｶﾅﾔﾏ ﾘｮｳ

1時間05分16秒210 小橋　成人2719 (岡山県)ｺﾊﾞｼ ｼｹﾞﾄ

1時間05分31秒211 石田　俊介2785 (出雲市)ｲｼﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ

1時間05分35秒212 樋口　哲郎2696 (神奈川県)ﾋｸﾞﾁ ﾃﾂﾛｳ

1時間05分59秒213 小原　正義2550 (安来市)ｵﾊﾞﾗ ﾏｻﾖｼ

1時間06分15秒214 足立　三紀雄2735 (米子市)ｱﾀﾞﾁ ﾐｷｵ

1時間06分43秒215 米澤　龍治2694 (広島県)ﾖﾈｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ

1時間06分45秒216 南波　英樹2582 (松江市)ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾃﾞｷ

1時間06分47秒217 遠藤　喜好2690 (安来市)ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾖｼ

1時間07分02秒218 土江　克美2594 (米子市)ﾂﾁｴ ｶﾂﾐ

1時間07分03秒219 井上　義博2627 (邑南町)ｲﾉｳｴ ﾖｼﾋﾛ

1時間07分05秒220 内田　和秀2631 (安来市)ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

1時間07分10秒221 安達　浩介2596 (安来市)ｱﾀﾞﾁ ｺｳｽｹ

1時間07分15秒222 山田　裕之2709 (出雲市)ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間07分59秒223 清水　真2574 (出雲市)ｼﾐｽﾞ ﾏｺﾄ

1時間08分02秒224 土江　正司2760 (松江市)ﾂﾁｴ ｼｮｳｼﾞ

1時間08分06秒225 松下　敦也2720 (和歌山県)ﾏﾂｼﾀ ｱﾂﾔ

1時間08分59秒226 近藤　明徳2543 (広島県)ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾉﾘ

1時間09分44秒227 三原　淳2728 (出雲市)ﾐﾊﾗ ｼﾞｭﾝ

1時間09分44秒228 加藤　健一2713 (雲南市)ｶﾄｳ ｹﾝｲﾁ

1時間10分25秒229 安田　登2701 (出雲市)ﾔｽﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ

1時間10分30秒230 森脇　俊介2577 (米子市)ﾓﾘﾜｷ ｼｭﾝｽｹ

1時間10分38秒231 仁井　誠二2542 (安来市)ﾆｲ ｾｲｼﾞ

1時間10分48秒232 藤井　浩治2589 (出雲市)ﾌｼﾞｲ ｺｳｼﾞ

1時間11分35秒233 竹内　隆2531 (松江市)ﾀｹｳﾁ ﾀｶｼ

1時間11分51秒234 久保田　康司2791 (出雲市)ｸﾎﾞﾀ ｺｳｼﾞ

1時間13分25秒235 渡部　和博2570 (松江市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間13分32秒236 高橋　潤2670 (兵庫県)ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ

1時間13分52秒237 佐野　淳2554 (出雲市)ｻﾉ ｼﾞｭﾝ

1時間13分58秒238 岸本　史幸2615 (兵庫県)ｷｼﾓﾄ ﾌﾐﾕｷ

1時間14分14秒239 大前　久則2769 (米子市)ｵｵﾏｴ ﾋｻﾉﾘ

1時間14分18秒240 佐藤　亘2700 (広島県)ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ

1時間14分47秒241 大井　崇弘2754 (和歌山県)ｵｵｲ ﾀｶﾋﾛ

1時間15分01秒242 西尾　拓人2726 (香川県)ﾆｼｵ ﾀｸﾄ

1時間16分51秒243 池田　純2665 (安来市)ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝ

1時間17分48秒244 大山　行教2516 (倉吉市)ｵｵﾔﾏ ﾕｷﾉﾘ

1時間19分57秒245 坂口　敏彦2687 (浜田市)ｻｶｸﾞﾁ ﾄｼﾋｺ

1時間20分14秒246 浦上　頼昭2751 (広島県)ｳﾗｶﾐ ﾖﾘｱｷ

1時間21分21秒247 松本　有二2526 (松江市)ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞ

1時間23分48秒248 米山　博佳2762 (出雲市)ﾖﾈﾔﾏ ﾋﾛﾖｼ

1時間23分48秒249 上代　章2653 (出雲市)ｼﾞｮｳﾀﾞｲ ｱｷﾗ

2時間05分53秒250 岩田　剛2794 (安来市)ｲﾜﾀ ﾂﾖｼ
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2時間16分09秒251 大村　光輝2795 (米子市)ｵｵﾑﾗ ﾐﾂﾃﾙ
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