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16分51秒1 川上　賢育3855 (安来市)ｶﾜｶﾐ ﾀｶﾔｽ

16分54秒2 片寄　博幸3858 (雲南市)ｶﾀﾖｾ ﾋﾛﾕｷ

17分34秒3 尾原　康信3847 (出雲市)ｵﾊﾞﾗ ﾔｽﾉﾌﾞ

17分47秒4 松原　篤史3835 (米子市)ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱﾂｼ

18分46秒5 加納　雅博3880 (安来市)ｶﾉｳ ﾏｻﾋﾛ

18分46秒6 福田　彰久3886 (松江市)ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾋｻ

19分03秒7 二岡　崇弘3755 (広島県)ﾌﾀｵｶ ﾀｶﾋﾛ

19分06秒8 山口　洋二3873 (岡山県)ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳｼﾞ

19分08秒9 長岡　良隆3866 (出雲市)ﾅｶﾞｵｶ ﾖｼﾀｶ

19分54秒10 八木沼　誠一3827 (松江市)ﾔｷﾞﾇﾏ ｾｲｲﾁ

20分06秒11 山根　繁美3740 (大山町)ﾔﾏﾈ ｼｹﾞﾖｼ

20分23秒12 藤井　和美3860 (出雲市)ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾐ

20分28秒13 永島　慎一朗3837 (兵庫県)ﾅｶﾞｼﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ

20分36秒14 木村　剛3879 (松江市)ｷﾑﾗ ﾀｹｼ

20分36秒15 古藤　亮3861 (松江市)ｺﾄｳ ﾘｮｳ

20分49秒16 糸賀　公一3863 (出雲市)ｲﾄｶﾞ ｺｳｲﾁ

20分56秒17 座山　剛3701 (米子市)ｻﾞﾔﾏ ﾂﾖｼ

21分12秒18 三宅　文士3856 (邑南町)ﾐﾔｹ ﾌﾞﾝｼ

21分20秒19 冨田　文麿3704 (安来市)ﾄﾐﾀ ｱﾔﾏﾛ

21分21秒20 狩野　慎3712 (雲南市)ｶﾘﾉ ｼﾝ

21分27秒21 田子　健太郎3851 (米子市)ﾀｺﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

21分32秒22 糸賀　伸明3865 (出雲市)ｲﾄｶﾞ ﾉﾌﾞｱｷ

21分35秒23 岸本　博樹3872 (松江市)ｷｼﾓﾄ ﾋﾛｷ

21分35秒24 松田　和穂3871 (松江市)ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞｵ

21分47秒25 石倉　伸哉3794 (松江市)ｲｼｸﾗ ｼﾝﾔ

21分53秒26 前田　吉浩3713 (安来市)ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ

22分13秒27 星野　宏祥3802 (松江市)ﾎｼﾉ ﾋﾛﾖｼ

22分20秒28 勝田　慎司3809 (松江市)ｶﾂﾀ ｼﾝｼﾞ

22分31秒29 庄司　治夫3778 (安来市)ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙｵ

22分43秒30 西田　史朗3719 (出雲市)ﾆｼﾀﾞ ｼﾛｳ

22分46秒31 竹内　浩二3830 (岡山県)ﾀｹｳﾁ ｺｳｼﾞ

22分49秒32 安部　要二3737 (奥出雲町)ｱﾍﾞ ﾖｳｼﾞ

22分56秒33 日下　敏幸3890 (松江市)ｸｻｶ ﾄｼﾕｷ

23分01秒34 上田　慶3710 (出雲市)ｳｴﾀﾞ ｹｲ

23分27秒35 荒木　健3764 (安来市)ｱﾗｷ ｹﾝ

23分34秒36 藤原　金一3787 (奥出雲町)ﾌｼﾞﾊﾗ ｷﾝｲﾁ

23分38秒37 浜村　徹3868 (出雲市)ﾊﾏﾑﾗ ﾄｵﾙ

23分46秒38 中嶋　栄自3911 (出雲市)ﾅｶｼﾞﾏ ｴｲｼﾞ

24分00秒39 日野　好美3728 (松江市)ﾋﾉ ﾖｼﾐ

24分20秒40 其原　慎也3799 (出雲市)ｿﾉﾊﾗ ｼﾝﾔ

24分27秒41 中村　満3840 (埼玉県)ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾙ

24分30秒42 家島　紀幸3735 (安来市)ｲｴｼﾏ ﾉﾘﾕｷ

24分47秒43 宇原　守3711 (出雲市)ｳﾊﾞﾗ ﾏﾓﾙ

24分48秒44 黒崎　浩司3744 (松江市)ｸﾛｻｷ ｺｳｼﾞ

24分51秒45 大天　暁史3909 (米子市)ﾀﾞｲﾃﾝ ｱｷﾌﾐ

24分51秒46 絹谷　健3883 (米子市)ｷﾇﾀﾆ ｹﾝ

25分03秒47 河内　和彦3846 (米子市)ｶﾜｳﾁ ｶｽﾞﾋｺ

25分08秒48 高島　有史3780 (雲南市)ﾀｶｼﾏ ﾕｳｼﾞ

25分08秒49 吾郷　隆志3725 (米子市)ｱｺﾞｳ ﾀｶｼ

25分13秒50 岩田　睦己3810 (安来市)ｲﾜﾀ ﾑﾂｷ
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25分17秒51 森脇　明博3773 (出雲市)ﾓﾘﾜｷ ｱｷﾋﾛ

25分18秒52 佐藤　純3833 (米子市)ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ

25分25秒53 田中　豊3736 (安来市)ﾀﾅｶ ﾕﾀｶ

25分35秒54 万場　操3732 (米子市)ﾏﾝﾊﾞ ﾐｻｵ

25分38秒55 松谷　弘3772 (松江市)ﾏﾂﾀﾆ ﾋﾛｼ

25分40秒56 原田　知治3751 (米子市)ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾊﾙ

25分44秒57 赤山　伸広3756 (松江市)ｱｶﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ

25分52秒58 高木　和明3745 (美郷町)ﾀｶｷ ｶｽﾞｱｷ

25分58秒59 川島　幸3776 (米子市)ｶﾜｼﾏ ｺｳ

26分09秒60 金山　真宏3906 (松江市)ｶﾅﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ

26分11秒61 落部　博幸3709 (松江市)ｵﾁﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ

26分13秒62 梅木　孝3797 (松江市)ｳﾒｷ ﾀｶｼ

26分18秒63 重親　政継3734 (出雲市)ｼｹﾞﾁｶ ﾏｻﾂｸﾞ

26分19秒64 柿田　和男3765 (松江市)ｶｷﾀ ｶｽﾞｵ

26分21秒65 山﨑　勝己3786 (安来市)ﾔﾏｻｷ ｶﾂﾐ

26分22秒66 三笹　恵介3777 (安来市)ﾐｻｻ ｹｲｽｹ

26分27秒67 折戸　浩二3896 (米子市)ｵﾘﾄ ｺｳｼﾞ

26分28秒68 広中　勝3730 (安来市)ﾋﾛﾅｶ ﾏｻﾙ

26分30秒69 吾郷　利宏3903 (松江市)ｱｺﾞｳ ﾄｼﾋﾛ

26分34秒70 日野　賢治3743 (松江市)ﾋﾉ ｹﾝｼﾞ

26分47秒71 伴藤　明宏3724 (米子市)ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ

26分52秒72 田中　精一3768 (米子市)ﾀﾅｶ ｾｲｲﾁ

26分53秒73 千代田　智之3758 (安来市)ﾁﾖﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ

27分07秒74 岩田　知久3771 (出雲市)ｲﾜﾀ ﾄﾓﾋｻ

27分15秒75 田本　武士3875 (雲南市)ﾀﾓﾄ ﾀｹｼ

27分16秒76 藤原　盛雄3801 (奥出雲町)ﾌｼﾞﾊﾗ ﾓﾘｵ

27分23秒77 由島　修司3864 (岡山県)ﾕｼﾏ ｼｭｳｼﾞ

27分29秒78 小笠原　秀彦3894 (邑南町)ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾋﾃﾞﾋｺ

27分31秒79 山野辺　大輔3905 (松江市)ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ

27分37秒80 石飛　憲3738 (雲南市)ｲｼﾄﾋﾞ ｹﾝ

27分50秒81 鳴尾　修二3895 (松江市)ﾅﾙｵ ｼｭｳｼﾞ

27分51秒82 高田　武志3727 (安来市)ﾀｶﾀﾞ ﾀｹｼ

28分00秒83 大源　享3902 (米子市)ﾀﾞｲｹﾞﾝ ﾄｵﾙ

28分01秒84 藤原　知之3782 (安来市)ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄﾓﾕｷ

28分03秒85 鳥越　大樹3887 (岡山県)ﾄﾘｺﾞｴ ﾀﾞｲｼﾞｭ

28分22秒86 奥村　博3912 (出雲市)ｵｸﾑﾗ ﾋﾛｼ

28分29秒87 井上　啓治3717 (米子市)ｲﾉｳｴ ｹｲｼﾞ

28分35秒88 高嶋　彰彦3783 (松江市)ﾀｶｼﾏ ｱｷﾋｺ

28分39秒89 法橋　宏之3784 (松江市)ﾎｯｷｮｳ ﾋﾛﾕｷ

28分46秒90 坂本　真也3834 (米子市)ｻｶﾓﾄ ｼﾝﾔ

28分53秒91 市川　一夫3726 (安来市)ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞｵ

28分59秒92 堀尾　俊弘4573 (松江市)ﾎﾘｵ ﾄｼﾋﾛ

29分15秒93 久保　雅彦3792 (安来市)ｸﾎﾞ ﾏｻﾋｺ

29分19秒94 芦田　雅人3862 (安来市)ｱｼﾀﾞ ﾏｻﾄ

29分23秒95 中西　伸宏3722 (米子市)ﾅｶﾆｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ

29分25秒96 山崎　賢作3770 (安来市)ﾔﾏｻｷ ｹﾝｻｸ

29分28秒97 小澤　勝徳3841 (岡山県)ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ

29分35秒98 山口　基3848 (安来市)ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾄｲ

29分36秒99 柳田　慎一3748 (松江市)ﾔﾅﾀﾞ ｼﾝｲﾁ

29分39秒100 北山　功3731 (境港市)ｷﾀﾔﾏ ｲｻｵ
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29分39秒101 坂根　宏和3702 (琴浦町)ｻｶﾈ ﾋﾛｶｽﾞ

29分41秒102 秦　勇二3785 (出雲市)ﾊﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

29分43秒103 吉岡　亨3749 (境港市)ﾖｼｵｶ ﾄｵﾙ

29分46秒104 津嶋　俊也3793 (安来市)ﾂｼﾏ ﾄｼﾔ

29分51秒105 三島　卓3828 (出雲市)ﾐｼﾏ ﾀｸ

30分14秒106 中島　誠3814 (出雲市)ﾅｶｼﾏ ﾏｺﾄ

30分16秒107 石井　浩一3832 (米子市)ｲｼｲ ｺｳｲﾁ

30分25秒108 石橋　雅幸3849 (大田市)ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻﾕｷ

30分26秒109 岩田　雅彦3854 (松江市)ｲﾜﾀ ﾏｻﾋｺ

30分27秒110 長野　裕二3811 (松江市)ﾅｶﾞﾉ ﾕｳｼﾞ

30分41秒111 平野　秀治3803 (松江市)ﾋﾗﾉ ｼｭｳｼﾞ

30分43秒112 来間　賢3789 (出雲市)ｸﾙﾏ ﾏｻﾙ

30分45秒113 冨山　昭広3762 (日吉津村)ﾄﾐﾔﾏ ｱｷﾋﾛ

30分58秒114 桜井　明人3753 (米子市)ｻｸﾗｲ ｱｷﾄ

31分01秒115 川口　良3908 (安来市)ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳ

31分08秒116 嘉悦　泰博3812 (兵庫県)ｶｴﾂ ﾔｽﾋﾛ

31分14秒117 山崎　誠3817 (安来市)ﾔﾏｻｷ ﾏｺﾄ

31分24秒118 稲田　辰一3867 (松江市)ｲﾅﾀ ｼﾝｲﾁ

31分30秒119 青木　義和3790 (出雲市)ｱｵｷ ﾖｼｶｽﾞ

31分59秒120 中村　明3800 (鳥取市)ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ

32分06秒121 藤原　将3870 (松江市)ﾌｼﾞﾜﾗ ｽｽﾑ

32分12秒122 瀬尾　祐二3760 (安来市)ｾノｵ ﾕｳｼﾞ

32分14秒123 小林　和成3733 (松江市)ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾅﾘ

32分17秒124 上山根　光夫3766 (松江市)ｶﾐﾔﾏﾈ ﾐﾂｵ

32分27秒125 大島　一也3739 (松江市)ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾔ

32分47秒126 中島　建治3791 (出雲市)ﾅｶｼﾏ ｹﾝｼﾞ

32分55秒127 渋谷　省吾3831 (米子市)ｼﾌﾞﾔ ｼｮｳｺﾞ

33分03秒128 内藤　雅文3779 (八頭町)ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾌﾐ

33分04秒129 更田　暢宏3869 (倉吉市)ﾌｹﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ

33分04秒130 甲斐　勉3884 (安来市)ｶｲ ﾂﾄﾑ

33分04秒131 佐々木　謙幸3747 (米子市)ｻｻｷ ﾉﾘﾕｷ

33分07秒132 島田　員明3759 (安来市)シマダ　カズアキ

33分18秒133 横山　修司3718 (米子市)ﾖｺﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ

33分26秒134 廣芳　勝一3813 (米子市)ﾋﾛﾖｼ ｶﾂｲﾁ

33分27秒135 鴨木　章3808 (安来市)ｶﾓｷﾞ ｱｷﾗ

33分33秒136 後藤　義典3706 (松江市)ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾉﾘ

33分34秒137 菊池　健二3910 (安来市)ｷｸﾁ ｹﾝｼﾞ

33分53秒138 山根　慎司3889 (松江市)ﾔﾏﾈ ｼﾝｼﾞ

33分58秒139 石津　賢一3746 (米子市)ｲｼﾂﾞ ｹﾝｲﾁ

34分11秒140 野々村　健一3844 (米子市)ﾉﾉﾑﾗ ｹﾝｲﾁ

34分26秒141 西尾　友和3781 (倉吉市)ﾆｼｵ ﾄﾓｶｽﾞ

34分31秒142 池内　智行3850 (米子市)ｲｹｳﾁ ﾄﾓｭｷ

34分48秒143 細田　聡3892 (安来市)ﾎｿﾀﾞ ｻﾄｼ

34分50秒144 藤谷　泰勝3761 (米子市)ﾌｼﾞﾀﾆ ﾋﾛｶﾂ

34分52秒145 山根　剛史3857 (米子市)ﾔﾏﾈ ﾂﾖｼ

35分30秒146 糸原　邦宏3742 (安来市)ｲﾄﾊﾗ ｸﾆﾋﾛ

35分34秒147 山本　領3796 (松江市)ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ

35分35秒148 樋野　篤3715 (出雲市)ﾋﾉ ｱﾂｼ

35分47秒149 玉木　茂3774 (出雲市)ﾀﾏｷ ｼｹﾞﾙ

35分48秒150 佐々木　誠3752 (米子市)ｻｻｷ ﾏｺﾄ
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35分50秒151 舟町　公宏3806 (米子市)ﾌﾅﾏﾁ ｷﾐﾋﾛ

36分19秒152 佐藤　仁3838 (米子市)ｻﾄｳ ﾋﾄｼ

36分39秒153 小原　雄二郎3893 (境港市)ｺﾊﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ

37分02秒154 井塚　達人3757 (安来市)ｲﾂｶ ﾀﾂﾋﾄ

37分27秒155 舟木　哲也3741 (安来市)ﾌﾅｷ ﾃﾂﾔ

38分24秒156 林　武志3882 (松江市)ﾊﾔｼ ﾀｹｼ

38分57秒157 木谷　高3815 (兵庫県)ｷﾀﾆ ﾀｶｼ

39分51秒158 須山　昇3819 (安来市)ｽﾔﾏ ﾉﾎﾞﾙ

39分55秒159 奥元　博和3826 (安来市)ｵｸﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ

39分55秒160 楫　隆司3823 (松江市)ｶｼﾞ ﾀｶｼ

39分55秒161 後藤　好治3824 (安来市)ｺﾞﾄｳ ｺｳｼﾞ

39分56秒162 広田　直樹3820 (米子市)ﾋﾛﾀ ﾅｵｷ

40分01秒163 梅林　大三朗3805 (安来市)ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｻﾞﾌﾞﾛｳ

41分39秒164 小原　一郎3795 (松江市)ｵﾊﾞﾗ ｲﾁﾛｳ

42分09秒165 宇和田　美保3874 (岩美町)ｳﾜﾀﾞ ﾖｼｵ

42分23秒166 田村　靖史3763 (安来市)ﾀﾑﾗ ﾔｽｼ

42分27秒167 国頭　靖3899 (米子市)ｸﾆﾄｳ ﾔｽｼ

44分02秒168 実重　寿幸3825 (安来市)ｻﾈｼｹﾞ ﾋﾛﾕｷ

44分21秒169 樋口　正生3750 (米子市)ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｵ
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