
- 第15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

 2019/11/3

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08分25秒1 小田　淳史55 (愛媛県)ｵﾀﾞ ｱﾂｼ

1時間08分44秒2 渡邊　賢73 (山口県)ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝ

1時間08分52秒3 園山　健太59 (出雲市)ｿﾉﾔﾏ ｹﾝﾀ

1時間09分03秒4 永井　雄64 (雲南市)ﾅｶﾞｲ ﾕｳ

1時間11分42秒5 深谷　慧101 (出雲市)ﾌｶﾀﾆ ｻﾄﾙ

1時間13分06秒6 相田　健太郎56 (愛媛県)ｿｳﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間14分40秒7 遠藤　航49 (米子市)ｴﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ

1時間16分05秒8 笹野　忠則4 (奥出雲町)ｻｻﾉ ﾀﾀﾞﾉﾘ

1時間16分53秒9 山本　彪南11 (安来市)ﾔﾏﾓﾄ ｺﾅﾝ

1時間20分47秒10 西村　浩貴69 (日野町)ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ

1時間21分02秒11 渡部　竜弘83 (出雲市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾋﾛ

1時間21分13秒12 糸原　一輝63 (奥出雲町)ｲﾄﾊﾗ ｶｽﾞｷ

1時間22分08秒13 松井　亮仁38 (米子市)ﾏﾂｲ ｱｷﾋﾄ

1時間22分44秒14 勝部　優太8 (安来市)ｶﾂﾍﾞ ﾕｳﾀ

1時間23分37秒15 岩田　陽平18 (安来市)ｲﾜﾀ ﾖｳﾍｲ

1時間25分57秒16 淺間　孝敏52 (雲南市)ｱｻﾏ ﾀｶﾄｼ

1時間26分38秒17 三澤　慎太郎78 (奥出雲町)ﾐｻﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ

1時間27分10秒18 久我　真央39 (雲南市)ｸｶﾞ ﾏｻﾋｻ

1時間27分41秒19 都田　諒磨23 (松江市)ﾐﾔｺﾀﾞ ﾘｮｳﾏ

1時間28分44秒20 佐々木　良34 (雲南市)ｻｻｷ ﾘｮｳ

1時間30分40秒21 生田　修一51 (伯耆町)ｲｸﾀ ｼｭｳｲﾁ

1時間31分01秒22 大塚　慎也120 (松江市)ｵｵﾂｶ ｼﾝﾔ

1時間31分22秒23 寺尾　知洋36 (愛媛県)ﾃﾗｵ ﾄﾓﾋﾛ

1時間32分55秒24 森山　尚登135 (出雲市)ﾓﾘﾔﾏ ﾅｵﾄ

1時間32分55秒25 岡村　遥94 (出雲市)ｵｶﾑﾗ ﾊﾙｶ

1時間32分55秒26 武井　翔22 (奥出雲町)ﾀｹｲ ｼｮｳ

1時間33分11秒27 松本　侑樹113 (奥出雲町)ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ

1時間34分06秒28 谷本　博紀5 (倉吉市)ﾀﾆﾓﾄ ﾋﾛｷ

1時間35分08秒29 庄司　優太53 (出雲市)ｼｮｳｼﾞ ﾕｳﾀ

1時間35分10秒30 竹内　浩貴7 (安来市)ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｷ

1時間35分27秒31 石橋　泰宏14 (境港市)ｲｼﾊﾞｼ ﾔｽﾋﾛ

1時間36分07秒32 神谷　啓太57 (米子市)ｶﾐﾀﾆ ｹｲﾀ

1時間36分52秒33 伊藤　和人96 (松江市)ｲﾄｳ ｶｽﾞﾄ

1時間36分53秒34 大山　寛満43 (松江市)ｵｵﾔﾏ ﾋﾛﾐﾂ

1時間37分07秒35 深見　祐士93 (愛媛県)ﾌｶﾐ ﾕｳｼﾞ

1時間37分11秒36 春日　清明105 (出雲市)ｶｽｶﾞ ｷﾖｱｷ

1時間37分35秒37 仁科　拓也71 (出雲市)ﾆｼﾅ ﾀｸﾔ

1時間38分28秒38 杉谷　俊介10 (出雲市)ｽｷﾞﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ

1時間39分27秒39 松原　慎吾157 (倉吉市)ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾝｺﾞ

1時間39分31秒40 ?部　素良155 (境港市)ﾊﾏﾍﾞ ｿﾗ

1時間41分33秒41 河野　亮輔72 (出雲市)ｺｳﾉ ﾘｮｳｽｹ

1時間41分52秒42 山口　悠太61 (岡山県)ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ

1時間42分11秒43 中村　泰平20 (安来市)ﾅｶﾑﾗ ﾀｲﾍｲ

1時間42分41秒44 中村　亮介76 (安来市)ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ

1時間42分42秒45 神垣　亮143 (出雲市)ｶﾐｶﾞｷ ﾘｮｳ

1時間43分45秒46 安部　将司153 (奥出雲町)ｱﾍﾞ ﾏｻｼ

1時間43分49秒47 黒田　涼介6 (松江市)ｸﾛﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

1時間43分57秒48 伊藤　優汰110 (松江市)ｲﾄｳ ﾕｳﾀ

1時間44分08秒49 宮下　滉平77 (米子市)ﾐﾔｼﾀ ｺｳﾍｲ

1時間44分09秒50 白岩　正大40 (倉吉市)ｼﾗｲﾜ ｼｮｳﾀ
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1時間44分34秒51 瀬戸　翔平62 (出雲市)ｾﾄ ｼｮｳﾍｲ

1時間44分46秒52 森山　健88 (益田市)ﾓﾘﾔﾏ ｹﾝ

1時間44分55秒53 山本　俊太37 (出雲市)ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝﾀ

1時間45分20秒54 柴田　広一75 (大山町)ｼﾊﾞﾀ ｺｳｲﾁ

1時間46分34秒55 足川　誓哉28 (米子市)ｱｼｶﾜ ﾁｶﾔ

1時間48分25秒56 岩本　啓大151 (境港市)ｲﾜﾓﾄ ｹｲﾀ

1時間48分53秒57 杉岡　敬亮146 (境港市)ｽｷﾞｵｶ ｹｲｽｹ

1時間49分07秒58 太田　祥平125 (出雲市)ｵｵﾀ ｼｮｳﾍｲ

1時間49分17秒59 豊田　憲司111 (境港市)ﾄﾖﾀ ｹﾝｼﾞ

1時間49分19秒60 用田　拓也54 (境港市)ﾓﾁﾀﾞ ﾀｸﾔ

1時間51分14秒61 板持　綾一116 (出雲市)ｲﾀﾓﾁ ﾘｮｳｲﾁ

1時間51分47秒62 田中　健一97 (松江市)ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ

1時間51分59秒63 高橋　俊伍89 (出雲市)ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｺﾞ

1時間52分02秒64 曾根　明樹117 (松江市)ｿﾈ ﾊﾙｷ

1時間52分15秒65 阿部　達也106 (神奈川県)ｱﾍﾞ ﾀﾂﾔ

1時間52分53秒66 平井　良祐82 (出雲市)ﾋﾗｲ ﾘｮｳｽｹ

1時間53分07秒67 藤原　寛之3 (米子市)ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄﾓﾕｷ

1時間53分10秒68 小原　諒太16 (安来市)ｵﾊﾞﾗ ﾘｮｳﾀ

1時間53分45秒69 末弘　瞭人150 (松江市)ｽｴﾋﾛ ﾘｮｳﾄ

1時間54分03秒70 坂本　和輝70 (出雲市)ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ

1時間54分21秒71 小笠原　鴻太138 (松江市)ｵｶﾞｻﾊﾗ ｺｳﾀ

1時間54分34秒72 熱田　翔平122 (雲南市)ｱﾂﾀ ｼｮｳﾍｲ

1時間54分37秒73 勝部　佑治100 (出雲市)ｶﾂﾍﾞ ﾕｳｼﾞ

1時間55分00秒74 吉本　隼矢95 (松江市)ﾖｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間55分37秒75 松本　直也25 (南部町)ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾔ

1時間55分38秒76 内藤　優人87 (松江市)ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾄ

1時間55分47秒77 糸原　裕二1 (奥出雲町)ｲﾄﾊﾗ ﾕｳｼﾞ

1時間56分18秒78 坂田　朋優159 (安来市)ｻｶﾀ ﾄﾓﾋﾛ

1時間56分27秒79 池淵　勇斗136 (出雲市)ｲｹﾌﾞﾁ ﾕｳﾄ

1時間56分40秒80 青戸　仁志86 (安来市)ｱｵﾄ ﾋﾄｼ

1時間57分19秒81 米塚　友哉79 (倉吉市)ﾖﾈﾂﾞｶ ﾄﾓﾔ

1時間57分40秒82 今村　充志112 (米子市)ｲﾏﾑﾗ ｱﾂｼ

1時間57分56秒83 石田　広輝137 (松江市)ｲｼﾀﾞ ﾋﾛｷ

1時間58分00秒84 田中　魁人9 (境港市)ﾀﾅｶ ｶｲﾄ

1時間58分02秒85 井口　蓮156 (鳥取市)ｲｸﾞﾁ ﾚﾝ

1時間58分07秒86 堂領　翔吾81 (隠岐の島町)ﾄﾞｳﾘｮｳ ｼｮｳｺﾞ

1時間58分12秒87 谷口　真保140 (出雲市)ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾔ

1時間59分02秒88 山本　純平158 (岡山県)ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

1時間59分59秒89 広江　遼亮149 (松江市)ﾋﾛｴ ﾘｮｳｽｹ

2時間01分53秒90 森畑　晋也32 (米子市)ﾓﾘﾊﾀ ｼﾝﾔ

2時間02分35秒91 高見澤　陽平141 (京都府)ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾖｳﾍｲ

2時間03分00秒92 蓮弗　健太郎12 (安来市)ﾚﾝﾌﾞﾂ ｹﾝﾀﾛｳ

2時間05分44秒93 山口　恭介109 (松江市)ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳｽｹ

2時間05分48秒94 三浦　正也133 (雲南市)ﾐｳﾗ ｾｲﾔ

2時間06分00秒95 平岡　晃如90 (松江市)ﾋﾗｵｶ ｺｳｽｹ

2時間06分03秒96 鎌澤　尚弘121 (米子市)ｶﾏｻﾞﾜ ﾅｵﾋﾛ

2時間06分20秒97 久本　一樹42 (鳥取市)ﾋｻﾓﾄ ｶｽﾞｷ

2時間06分32秒98 内田　貴之41 (米子市)ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

2時間07分01秒99 山田　春輝21 (鳥取市)ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ

2時間08分21秒100 岡田　春祐108 (松江市)ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ
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2時間08分46秒101 出廣　光98 (広島県)ﾃﾞﾋﾛ ﾋｶﾙ

2時間09分12秒102 安増　克明131 (松江市)ｶﾂｱｷ ｶﾂｱｷ

2時間09分16秒103 稲田　健介148 (松江市)ｲﾅﾀ ｹﾝｽｹ

2時間09分16秒104 桑原　憲生45 (米子市)ｸﾜﾊﾗ ﾉﾘｵ

2時間09分28秒105 後藤　謙66 (松江市)ｺﾞﾄｳ ｹﾝ

2時間10分11秒106 野津　一歩46 (松江市)ﾉﾂ ｶｽﾞﾎ

2時間10分23秒107 森山　大地47 (松江市)ﾓﾘﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ

2時間11分10秒108 安部　駿佑85 (奥出雲町)ｱﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ

2時間12分03秒109 吾郷　啓介142 (隠岐の島町)ｱｺﾞｳ ｹｲｽｹ

2時間12分22秒110 高橋　諒50 (岡山県)ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ

2時間12分39秒111 柴田　広大2 (伯耆町)ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾀﾞｲ

2時間12分41秒112 三谷　拓三130 (米子市)ﾐﾀﾆ ﾀｸﾐ

2時間13分29秒113 稲岡　大悟134 (米子市)ｲﾅｵｶ ﾀﾞｲｺﾞ

2時間13分58秒114 石原　智紀132 (雲南市)ｲｼﾊﾗ ﾄﾓｷ

2時間14分26秒115 遠藤　康平48 (南部町)ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ

2時間18分24秒116 比嘉　朝明84 (出雲市)ﾋｶ ﾄﾓｱｷ

2時間18分32秒117 田中　浩平127 (米子市)ﾀﾅｶ ｺｳﾍｲ

2時間19分33秒118 本角　真一102 (境港市)ﾓﾄｽﾞﾐ ｼﾝｲﾁ

2時間19分34秒119 荒木　亨祐15 (境港市)ｱﾗｷ ｺｳｽｹ

2時間21分59秒120 長谷川　雅幸107 (米子市)ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ

2時間22分16秒121 岩田　太郎118 (松江市)ｲﾜﾀ ﾀﾛｳ

2時間24分07秒122 三村　祐輔29 (南部町)ﾐﾑﾗ ﾕｳｽｹ

2時間24分46秒123 嘉本　侑馬147 (雲南市)ｶﾓﾄ ﾕｳﾏ

2時間25分52秒124 野口　将志123 (松江市)ﾉｸﾞﾁ ﾏｻｼ

2時間25分56秒125 三島　拓人91 (松江市)ﾐｼﾏ ﾀｸﾄ

2時間27分10秒126 中島　亨17 (松江市)ﾅｶｼﾏ ﾄｵﾙ

2時間27分24秒127 佐藤　亮輔99 (松江市)ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ

2時間32分11秒128 端本　公平33 (出雲市)ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾍｲ

2時間38分25秒129 原谷　直樹119 (松江市)ﾊﾗﾀﾆ ﾅｵｷ

2時間39分07秒130 永見　京介115 (米子市)ﾅｶﾞﾐ ｷｮｳｽｹ

2時間58分34秒131 吉岡　聡129 (米子市)ﾖｼｵｶ ｻﾄｼ
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