
- 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30歳代

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10分26秒1 池本　大介291 (米子市)ｲｹﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ

1時間11分46秒2 村上　貴亮299 (松江市)ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｱｷ

1時間13分00秒3 松本　晃史339 (出雲市)ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾌﾐ

1時間13分08秒4 菅原　貴行345 (大田市)ｽｶﾞﾊﾗ ﾀｶﾕｷ

1時間13分27秒5 月輪　浩之389 (大田市)ﾂｷﾜ ﾋﾛﾕｷ

1時間13分41秒6 黒﨑　遼太郎484 (出雲市)ｸﾛｻｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ

1時間15分45秒7 藤原　卓司318 (米子市)ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｸｼﾞ

1時間16分38秒8 矢野　秀明260 (松江市)ﾔﾉ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間16分44秒9 本山　健306 (江津市)ﾓﾄﾔﾏ ﾀｹｼ

1時間16分56秒10 太田　考哉209 (松江市)ｵｵﾀ ｺｳｽｹ

1時間17分29秒11 増田　英明429 (米子市)ﾏｽﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間19分50秒12 青山　秀樹346 (米子市)ｱｵﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

1時間19分53秒13 足立　元448 (出雲市)ｱﾀﾞﾁ ｹﾞﾝ

1時間20分21秒14 加田　春樹271 (松江市)ｶﾀﾞ ﾊﾙｷ

1時間20分43秒15 津村　亮介293 (米子市)ﾂﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ

1時間21分35秒16 上野　敬介375 (松江市)ｳｴﾉ ｹｲｽｹ

1時間22分18秒17 伊藤　悦宏487 (松江市)ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ

1時間24分02秒18 藤原　貴司257 (松江市)ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｶｼ

1時間24分11秒19 陶山　隆史272 (出雲市)ｽﾔﾏ ﾀｶｼ

1時間24分19秒20 井堂　倫也256 (広島県)ｲﾄﾞｳ ﾄﾓﾔ

1時間24分19秒21 森合　雄志259 (松江市)ﾓﾘｱｲ ﾕｳｼﾞ

1時間24分22秒22 足利　崇360 (倉吉市)ｱｼｶｶﾞ ﾀｶｼ

1時間24分27秒23 山根　真二269 (雲南市)ﾔﾏﾈ ｼﾝｼﾞ

1時間24分43秒24 松岡　良樹326 (出雲市)ﾏﾂｵｶ ﾖｼｷ

1時間24分57秒25 川上　直秋324 (松江市)ｶﾜｶﾐ ﾅｵｱｷ

1時間25分16秒26 木村　喜一郎278 (出雲市)ｷﾑﾗ ｷｲﾁﾛｳ

1時間25分26秒27 吉廻　伸哉341 (出雲市)ﾖｼｻﾞｺ ｼﾝﾔ

1時間26分41秒28 金田　文也387 (大山町)ｶﾈﾀﾞ ﾌﾐﾔ

1時間26分57秒29 仲田　圭佑285 (南部町)ﾅｶﾀﾞ ｹｲｽｹ

1時間27分20秒30 益田　和憲415 (雲南市)ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間27分22秒31 加納　裕太252 (松江市)ｶﾉｳ ﾕｳﾀ

1時間28分36秒32 徳島　也343 (松江市)ﾄｸｼﾏ ﾅﾘ

1時間28分37秒33 伊藤　正幸336 (出雲市)ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ

1時間29分05秒34 権田　浩樹327 (伯耆町)ｺﾞﾝﾀﾞ ｺｳｷ

1時間30分24秒35 逢坂　寛裕289 (米子市)ｱｲｻｶ ﾄﾓﾋﾛ

1時間31分54秒36 角田　浩介331 (松江市)ｽﾐﾀ ｺｳｽｹ

1時間32分23秒37 領家　彬500 (松江市)ﾘｮｳｹ ｱｷﾗ

1時間32分29秒38 伊藤　靖浩268 (出雲市)ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ

1時間32分47秒39 宇田川　貴弘441 (雲南市)ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ

1時間32分53秒40 安部　達弥412 (境港市)ｱﾍﾞ ﾀﾂﾔ

1時間32分59秒41 小林　弘宜413 (松江市)ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ

1時間33分20秒42 大山　佑史250 (米子市)ｵｵﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

1時間33分26秒43 小倉　隼人459 (出雲市)ｵｸﾞﾗ ﾊﾔﾄ

1時間33分33秒44 福島　善照350 (松江市)ﾌｸｼﾏ ﾖｼﾃﾙ

1時間33分34秒45 山本　健一416 (浜田市)ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁ

1時間33分45秒46 藤井　和也372 (松江市)ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾔ

1時間33分48秒47 藤原　宗貴288 (大田市)ﾌｼﾞﾊﾗ ﾑﾈﾀｶ

1時間33分48秒48 松谷　知弘351 (安来市)ﾏﾂﾀﾆ ﾄﾓﾋﾛ

1時間34分00秒49 立原　和弥307 (松江市)ﾀﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾔ

1時間34分17秒50 土江　文介496 (松江市)ﾂﾁｴ ﾌﾞﾝｽｹ
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1時間34分25秒51 秦　恭平552 (安来市)ﾊﾀ ｷｮｳﾍｲ

1時間34分32秒52 小林　瑶469 (鳥取市)ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳ

1時間34分34秒53 山口　結城309 (米子市)ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ

1時間34分40秒54 阿部　善幸202 (米子市)ｱﾍﾞ ﾖｼﾕｷ

1時間34分43秒55 小林　豊和298 (鳥取市)ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾖｶｽﾞ

1時間34分43秒56 中川　浩太郎480 (岡山県)ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ

1時間35分06秒57 野田　圭太朗438 (日野町)ﾉﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ

1時間35分14秒58 尾形　祐次郎261 (南部町)ｵｶﾞﾀ ﾕｳｼﾞﾛｳ

1時間35分21秒59 大塚　修二314 (雲南市)ｵｵﾂｶ ｼｭｳｼﾞ

1時間35分25秒60 大塚　大輔279 (米子市)ｵｵﾂｶ ﾀﾞｲｽｹ

1時間35分27秒61 田中　友紀229 (安来市)ﾀﾅｶ ﾕｳｷ

1時間36分00秒62 今岡　健司243 (出雲市)ｲﾏｵｶ ｹﾝｼﾞ

1時間36分16秒63 市橋　悠介516 (米子市)ｲﾁﾊｼ ﾕｳｽｹ

1時間36分22秒64 勝部　智之493 (雲南市)ｶﾂﾍﾞ ﾄﾓﾕｷ

1時間36分26秒65 住田　達哉251 (米子市)ｽﾐﾀﾞ ﾀﾂﾔ

1時間36分50秒66 徳江　光春386 (奥出雲町)ﾄｸｴ ﾐﾂﾊﾙ

1時間37分05秒67 山内　雅司392 (雲南市)ﾔﾏﾉｳﾁ ﾏｻｼ

1時間37分20秒68 田川　大介357 (岡山県)ﾀｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ

1時間37分40秒69 平川　典242 (米子市)ﾋﾗｶﾜ ﾂｶｻ

1時間37分47秒70 段塚　裕一286 (米子市)ﾀﾞﾝﾂｶ ﾕｳｲﾁ

1時間37分54秒71 足立　晃一525 (境港市)ｱﾀﾞﾁ ｺｳｲﾁ

1時間37分57秒72 福井　雄一396 (長崎県)ﾌｸｲ ﾕｳｲﾁ

1時間38分05秒73 石飛　充貴361 (出雲市)ｲｼﾄﾋﾞ ﾐﾂｷ

1時間38分08秒74 高橋　真巳530 (米子市)ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾐ

1時間38分23秒75 藤井　学223 (境港市)ﾌｼﾞｲ ﾏﾅﾌﾞ

1時間38分37秒76 武良　佑介320 (米子市)ﾑﾗ ﾕｳｽｹ

1時間38分39秒77 津平　敏弘395 (米子市)ﾂﾋﾞﾗ ﾄｼﾋﾛ

1時間38分41秒78 大島　由嗣403 (雲南市)ｵｵｼﾏ ﾖｼﾂｸﾞ

1時間38分45秒79 松浦　大介474 (米子市)ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｽｹ

1時間38分47秒80 錦織　晋也281 (江津市)ﾆｼｺﾘ ｼﾝﾔ

1時間38分50秒81 鎌田　涼介418 (出雲市)ｶﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

1時間39分19秒82 生田　圭二472 (琴浦町)ｲｸﾀ ｹｲｼﾞ

1時間39分25秒83 高本　峻伍330 (松江市)ﾀｶﾓﾄ ｼｭﾝｺﾞ

1時間39分28秒84 宮脇　光義388 (倉吉市)ﾐﾔﾜｷ ﾐﾂﾖｼ

1時間39分48秒85 柴田　佑樹531 (米子市)ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｷ

1時間40分00秒86 坂本　佑翼213 (雲南市)ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ

1時間40分04秒87 山根　博之312 (出雲市)ﾔﾏﾈ ﾋﾛﾕｷ

1時間40分13秒88 岩見　大輔335 (松江市)ｲﾜﾐ ﾀﾞｲｽｹ

1時間40分16秒89 原　貴之371 (出雲市)ﾊﾗ ﾀｶﾕｷ

1時間40分16秒90 土江　祥也317 (松江市)ﾂﾁｴ ﾔｽﾅﾘ

1時間40分20秒91 羽山　大樹432 (広島県)ﾊﾔﾏ ﾀﾞｲｷ

1時間40分28秒92 森山　恵介362 (松江市)ﾓﾘﾔﾏ ｹｲｽｹ

1時間40分32秒93 曽田　智史414 (松江市)ｿﾀ ｻﾄｼ

1時間40分45秒94 引野　敬史422 (米子市)ﾋｷﾉ ﾀｶﾌﾐ

1時間40分49秒95 松浦　一史266 (米子市)ﾏﾂｳﾗ ｶｽﾞﾌﾐ

1時間41分23秒96 岡　圭介226 (出雲市)ｵｶ ｹｲｽｹ

1時間42分21秒97 錦織　三郎273 (出雲市)ﾆｼｺｵﾘ ｻﾌﾞﾛｳ

1時間42分32秒98 熱田　展芳205 (松江市)ｱﾂﾀ ﾉﾌﾞﾖｼ

1時間42分35秒99 岩田　輝461 (出雲市)ｲﾜﾀ ｱｷﾗ

1時間42分38秒100 谷口　和馬454 (岡山県)ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ
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1時間42分47秒101 末田　聖幸300 (松江市)ｽｴﾀﾞ ﾄｼﾕｷ

1時間42分59秒102 和田　拓也518 (境港市)ﾜﾀﾞ ﾀｸﾔ

1時間43分00秒103 福島　利昌523 (出雲市)ﾌｸｼﾏ ﾄｼﾏｻ

1時間43分09秒104 岡　康宏437 (出雲市)ｵｶ ﾔｽﾋﾛ

1時間43分44秒105 羽賀　宏行539 (兵庫県)ﾊｶﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間43分46秒106 奥村　道弘206 (出雲市)ｵｸﾑﾗ ﾐﾁﾋﾛ

1時間44分05秒107 野口　誠人211 (伯耆町)ﾉｸﾞﾁ ﾏｺﾄ

1時間44分22秒108 細田　大輔228 (安来市)ﾎｿﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

1時間44分28秒109 佐藤　勇介277 (松江市)ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ

1時間44分42秒110 本田　勝哉468 (米子市)ﾎﾝﾀﾞ ｶﾂﾔ

1時間44分54秒111 灘脇　健太郎464 (米子市)ﾅﾀﾞﾜｷ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間44分58秒112 宮脇　幸司507 (米子市)ﾐﾔﾜｷ ｺｳｼﾞ

1時間45分01秒113 坂口　裕樹203 (安来市)ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛｷ

1時間45分07秒114 加多納　拓也502 (雲南市)ｶﾀﾉ ﾀｸﾔ

1時間45分08秒115 本田　和也204 (山口県)ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾔ

1時間45分14秒116 河野　宜弘443 (奥出雲町)ｺｳﾉ ﾖｼﾋﾛ

1時間45分23秒117 田邊　泰章201 (松江市)ﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｱｷ

1時間45分25秒118 南葉　昂志292 (伯耆町)ﾅﾝﾊﾞ ﾀｶｼ

1時間45分32秒119 八木　優319 (松江市)ﾔｷﾞ ﾕｳ

1時間45分36秒120 川上　良浩406 (大阪府)ｶﾜｶﾐ ﾖｼﾋﾛ

1時間46分03秒121 藤川　善行310 (出雲市)ﾌｼﾞｶﾜ ﾖｼﾕｷ

1時間46分05秒122 田本　直弘274 (米子市)ﾀﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ

1時間46分07秒123 藤井　貴宏316 (松江市)ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾋﾛ

1時間46分20秒124 井原　康輔384 (松江市)ｲﾊﾞﾗ ｺｳｽｹ

1時間46分38秒125 中尾　聡志450 (江津市)ﾅｶｵ ｻﾄｼ

1時間46分58秒126 伊藤　恭平254 (松江市)ｲﾄｳ ｷｮｳﾍｲ

1時間47分05秒127 高野　憲吾363 (松江市)ﾀｶﾉ ｹﾝｺﾞ

1時間47分22秒128 藤井　竜太334 (雲南市)ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳﾀ

1時間47分45秒129 三尾　壮平313 (出雲市)ﾐﾂｵ ｿｳﾍｲ

1時間48分13秒130 小暮　哲也287 (松江市)ｺｸﾞﾚ ﾃﾂﾔ

1時間48分26秒131 山口　智也470 (米子市)ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ

1時間48分34秒132 石原　崇236 (松江市)ｲｼﾊﾗ ﾀｶｼ

1時間48分35秒133 西村　敏哉404 (琴浦町)ﾆｼﾑﾗ ﾄｼﾔ

1時間48分38秒134 石飛　裕也393 (出雲市)ｲｼﾄﾋﾞ ﾕｳﾔ

1時間48分47秒135 高浜　祥二郎410 (鳥取市)ﾀｶﾊﾏ ｼｮｳｼﾞﾛｳ

1時間48分49秒136 松田　健519 (伯耆町)ﾏﾂﾀﾞ ﾂﾖｼ

1時間48分52秒137 田川　裕太543 (米子市)ﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾀ

1時間49分00秒138 山邊　勝248 (米子市)ﾔﾏﾍﾞ ﾏｻﾙ

1時間49分03秒139 本道　勝也262 (米子市)ﾎﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾔ

1時間49分18秒140 森山　慶秀463 (米子市)ﾓﾘﾔﾏ ｹｲｼｭｳ

1時間49分20秒141 大和　飛鳥436 (松江市)ﾔﾏﾄ ｱｽｶ

1時間49分41秒142 松本　隼人241 (安来市)ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾔﾄ

1時間49分42秒143 安達　勇545 (松江市)ｱﾀﾞﾁ ｲｻﾑ

1時間49分52秒144 本城　裕一377 (鳥取市)ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾕｳｲﾁ

1時間49分54秒145 和田　雄基383 (松江市)ﾜﾀﾞ ﾕｳｷ

1時間50分01秒146 伊東　孝之374 (松江市)ｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ

1時間50分01秒147 錦織　健一280 (雲南市)ﾆｼｺｵﾘ ｹﾝｲﾁ

1時間50分12秒148 山本　太一358 (米子市)ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲﾁ

1時間50分22秒149 柴田　直昭475 (出雲市)ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｱｷ

1時間50分33秒150 松村　昭吾212 (出雲市)ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ
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1時間50分49秒151 加藤　春樹385 (北栄町)ｶﾄｳ ﾊﾙｷ

1時間51分04秒152 石倉　真一489 (松江市)ｲｼｸﾗ ｼﾝｲﾁ

1時間51分31秒153 渡邉　優治321 (鳥取市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ

1時間51分34秒154 細田　修平353 (安来市)ﾎｿﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ

1時間51分44秒155 西村　彬328 (米子市)ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾗ

1時間51分55秒156 平尾　敦司329 (米子市)ﾋﾗｵ ｱﾂｼ

1時間51分58秒157 伊藤　亨370 (出雲市)ｲﾄｳ ﾄｵﾙ

1時間52分03秒158 小玉　敏幸501 (出雲市)ｺﾀﾞﾏ ﾄｼﾕｷ

1時間52分03秒159 平林　健太315 (松江市)ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ

1時間52分05秒160 菅井　琢史509 (松江市)ｽｶﾞｲ ﾀｸﾐ

1時間52分26秒161 佐々木　康文265 (松江市)ｻｻｷ ﾔｽﾌﾐ

1時間52分34秒162 松本　載景508 (松江市)ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘｶｹﾞ

1時間53分09秒163 原　良太471 (米子市)ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ

1時間53分16秒164 八幡　祐介433 (米子市)ﾔﾜﾀ ﾕｳｽｹ

1時間53分38秒165 木村　謙太322 (松江市)ｷﾑﾗ ｹﾝﾀ

1時間53分38秒166 安田　和司434 (松江市)ﾔｽﾀﾞ ｶｽﾞｼ

1時間53分43秒167 懸樋　宏紀457 (松江市)ｶｹﾋ ﾋﾛﾉﾘ

1時間53分57秒168 大﨑　雄志479 (境港市)ｵｵｻｷ ﾕｳｼ

1時間54分01秒169 大池　昇503 (米子市)ｵｵｲｹ ﾉﾎﾞﾙ

1時間54分05秒170 実崎　真琴349 (松江市)ｼﾞﾂｻﾞｷ ﾏｺﾄ

1時間54分13秒171 森田　洸弘498 (出雲市)ﾓﾘﾀ ﾐﾂﾋﾛ

1時間54分17秒172 井土　洋志515 (松江市)ｲﾂﾞﾁ ﾋﾛｼ

1時間54分29秒173 清水　友揮485 (八頭町)ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ

1時間55分05秒174 山岡　真之425 (広島県)ﾔﾏｵｶ ﾏｻﾕｷ

1時間55分13秒175 山崎　真吾492 (雲南市)ﾔﾏｻｷ ｼﾝｺﾞ

1時間55分23秒176 佐貫　友哉391 (浜田市)ｻﾇｷ ﾄﾓﾔ

1時間55分31秒177 鳥居　泰邦538 (奥出雲町)ﾄﾘｲ ﾔｽｸﾆ

1時間56分16秒178 坂本　恭平232 (松江市)ｻｶﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ

1時間56分23秒179 西尾　貴大497 (出雲市)ﾆｼｵ ﾀｶﾋﾛ

1時間56分26秒180 舩北　洋平382 (米子市)ﾌﾅｷﾀ ﾖｳﾍｲ

1時間56分37秒181 森井　準444 (米子市)ﾓﾘｲ ｼﾞｭﾝ

1時間56分45秒182 若林　佑太439 (隠岐の島町)ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ

1時間56分47秒183 宇田川　浩二233 (安来市)ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ

1時間57分06秒184 山根　賢大240 (米子市)ﾔﾏﾈ ﾏｻﾋﾛ

1時間57分09秒185 池内　隆二342 (米子市)ｲｹｳﾁ ﾘｭｳｼﾞ

1時間57分10秒186 山田　友貴230 (安来市)ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｷ

1時間57分13秒187 松蔭　俊介458 (松江市)ﾏﾂｶｹﾞ ｼｭﾝｽｹ

1時間57分14秒188 毎野　卓実210 (鳥取市)ﾏｲﾉ ﾀｸﾐ

1時間57分16秒189 山崎　充431 (雲南市)ﾔﾏｻｷ ﾐﾂﾙ

1時間57分37秒190 上村　篤史465 (米子市)ｶﾐﾑﾗ ｱﾂｼ

1時間57分57秒191 坂本　聡456 (出雲市)ｻｶﾓﾄ ｻﾄｼ

1時間58分05秒192 高倉　慶太344 (松江市)ﾀｶｸﾗ ｹｲﾀ

1時間58分07秒193 太田　哲史486 (松江市)ｵｵﾀ ｱｷﾌﾐ

1時間58分13秒194 川瀬　篤志481 (松江市)ｶﾜｾ ｱﾂｼ

1時間58分21秒195 竹内　洋之533 (安来市)ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾕｷ

1時間58分36秒196 吉田　典正238 (松江市)ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘﾏｻ

1時間58分41秒197 後小路　英宜445 (米子市)ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間58分42秒198 小林　和人369 (安来市)ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾄ

1時間58分43秒199 小西　大輔253 (米子市)ｺﾆｼ ﾀﾞｲｽｹ

1時間59分10秒200 福富　隆介297 (大田市)ﾌｸﾄﾐ ﾘｭｳｽｹ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 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30歳代

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59分11秒201 米田　善雄542 (安来市)ﾖﾈﾀﾞ ﾖｼｵ

1時間59分22秒202 宮内　洋平218 (安来市)ﾐﾔｳﾁ ﾖｳﾍｲ

1時間59分26秒203 槙尾　悦史235 (香川県)ﾏｷｵ ｴﾂｼ

1時間59分56秒204 泉　智明276 (出雲市)ｲｽﾞﾐ ﾄﾓｱｷ

2時間00分01秒205 岩城　大祐290 (鳥取市)ｲﾜｷ ﾀﾞｲｽｹ

2時間00分28秒206 多々納　豊337 (出雲市)ﾀﾀﾉ ﾕﾀｶ

2時間00分56秒207 足立　至511 (米子市)ｱﾀﾞﾁ ｲﾀﾙ

2時間01分25秒208 佐藤　晶紀411 (松江市)ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ

2時間01分48秒209 尾家　利幸549 (境港市)ｵｲｴ ﾄｼﾕｷ

2時間01分55秒210 塔村　健吾452 (松江市)ﾄｳﾑﾗ ｹﾝｺﾞ

2時間01分58秒211 溝越　将之407 (香川県)ﾐｿﾞｺｼ ﾏｻﾕｷ

2時間01分59秒212 砂田　隆之494 (米子市)ｽﾅﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

2時間02分37秒213 藤江　亮介527 (出雲市)ﾌｼﾞｴ ﾘｮｳｽｹ

2時間02分50秒214 小室　一機402 (松江市)ｺﾑﾛ ｶｽﾞｷ

2時間02分50秒215 栗原　靖和234 (松江市)ｸﾘﾊﾗ ﾔｽｶｽﾞ

2時間03分40秒216 錦織　央祐446 (松江市)ﾆｼｺｵﾘ ﾖｳｽｹ

2時間03分55秒217 原田　啓嗣430 (鳥取市)ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｼ

2時間04分14秒218 宮廻　隆義455 (松江市)ﾐﾔｻﾞｺ ﾀｶﾖｼ

2時間04分36秒219 日野　勝利333 (安来市)ﾋﾉ ｶﾂﾄｼ

2時間04分46秒220 曳野　潤237 (松江市)ﾋｷﾉ ｼﾞｭﾝ

2時間04分58秒221 森　健治267 (松江市)ﾓﾘ ｹﾝｼﾞ

2時間05分01秒222 弘部　紘司532 (米子市)ﾋﾛﾍﾞ ｺｳｼﾞ

2時間05分07秒223 出川　貴一283 (松江市)ﾃﾞｶﾞﾜ ﾀｶｶｽﾞ

2時間05分12秒224 阿部　祐太304 (境港市)ｱﾍﾞ ﾕｳﾀ

2時間05分43秒225 穴澤　辰也208 (安来市)ｱﾅｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ

2時間05分46秒226 内田　智也427 (松江市)ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ

2時間06分01秒227 岡本　侑樹347 (香川県)ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ

2時間06分05秒228 山川　祥太420 (浜田市)ﾔﾏｶﾜ ｼｮｳﾀ

2時間06分20秒229 東谷　武220 (安来市)ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾀｹｼ

2時間06分26秒230 鳥屋尾　克哉499 (松江市)ﾄﾔｵ ｶﾂﾔ

2時間06分45秒231 永見　俊也482 (米子市)ﾅｶﾞﾐ ｼｭﾝﾔ

2時間07分02秒232 楫　輝541 (松江市)ｶｼﾞ ﾋｶﾙ

2時間07分13秒233 高畑　靖325 (岡山県)ﾀｶﾊﾀ ﾔｽｼ

2時間07分22秒234 川上　忠宏535 (松江市)ｶﾜｶﾐ ﾀﾀﾞﾋﾛ

2時間07分47秒235 大内　和之264 (米子市)ｵｵｳﾁ ｶｽﾞﾕｷ

2時間07分54秒236 浅山　和志551 (出雲市)ｱｻﾔﾏ ｶｽﾞｼ

2時間08分05秒237 下見　祐人282 (雲南市)ｼﾀﾐ ﾕｳﾄ

2時間08分18秒238 近藤　元春376 (安来市)ｺﾝﾄﾞｳ ﾓﾄﾊﾙ

2時間08分25秒239 村田　啓輔540 (境港市)ﾑﾗﾀ ｹｲｽｹ

2時間08分30秒240 近藤　雅俊405 (米子市)ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄｼ

2時間08分34秒241 遠藤　友和379 (出雲市)ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｶｽﾞ

2時間08分53秒242 多賀　朗浩249 (米子市)ﾀｶﾞ ｱｷﾋﾛ

2時間08分54秒243 若林　浩史295 (鳥取市)ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ

2時間08分58秒244 湯淺　健太245 (鳥取市)ﾕｱｻ ｹﾝﾀ

2時間08分59秒245 藤井　俊之366 (出雲市)ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝｼﾞ

2時間09分03秒246 山根　誠526 (米子市)ﾔﾏﾈ ﾏｺﾄ

2時間09分15秒247 嶋本　剛401 (松江市)ｼﾏﾓﾄ ｺﾞｳ

2時間09分16秒248 武田　泰明263 (松江市)ﾀｹﾀﾞ ﾔｽｱｷ

2時間09分29秒249 春木　貴司311 (松江市)ﾊﾙｷ ﾀｶｼ

2時間09分47秒250 猪股　一八214 (松江市)ｲﾉﾏﾀ ｶｽﾞﾔ
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2時間09分50秒251 中井　俊之488 (米子市)ﾅｶｲ ﾄｼﾕｷ

2時間10分08秒252 平井　伸久453 (松江市)ﾋﾗｲ ﾉﾌﾞﾋｻ

2時間10分19秒253 大澤　好充490 (出雲市)ｵｵｻﾜ ﾖｼﾐﾂ

2時間10分26秒254 山本　裕介284 (松江市)ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ

2時間10分53秒255 山本　健生332 (松江市)ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂｵ

2時間11分09秒256 小林　健太440 (奥出雲町)ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ

2時間11分12秒257 田上　遼239 (松江市)ﾀｶﾞﾐ ﾘｮｳ

2時間11分28秒258 加田　幹夫478 (松江市)ｶﾀﾞ ﾐｷｵ

2時間11分57秒259 本間　祐二郎537 (出雲市)ﾎﾝﾏ ﾕｳｼﾞﾛｳ

2時間12分04秒260 野口　智博338 (大山町)ﾉｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ

2時間12分13秒261 山根　雄介380 (倉吉市)ﾔﾏﾈ ﾕｳｽｹ

2時間12分50秒262 森田　創305 (兵庫県)ﾓﾘﾀ ﾊｼﾞﾒ

2時間12分57秒263 佐藤　大536 (出雲市)ｻﾄｳ ﾀﾞｲ

2時間12分59秒264 陶山　竜二400 (米子市)ｽﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ

2時間13分02秒265 石田　智章417 (米子市)ｲｼﾀﾞ ﾄﾓｱｷ

2時間13分28秒266 藤田　勇治428 (倉吉市)ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｼﾞ

2時間13分29秒267 竹部　晶仁529 (出雲市)ﾀｹﾍﾞ ｱｷﾋﾄ

2時間14分45秒268 足立　遼462 (境港市)ｱﾀﾞﾁ ﾘｮｳ

2時間14分48秒269 金坂　俊二421 (松江市)ｶﾈｻｶ ｼｭﾝｼﾞ

2時間15分24秒270 原　正明397 (安来市)ﾊﾗ ﾏｻｱｷ

2時間15分32秒271 笠井　大司373 (岡山県)ｶｻｲ ﾀﾞｲｼﾞ

2時間16分35秒272 山田　真吾473 (米子市)ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｺﾞ

2時間16分42秒273 馬場　和樹510 (米子市)ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞｷ

2時間17分15秒274 山崎　裕司409 (鳥取市)ﾔﾏｻｷ ﾕｳｼﾞ

2時間17分30秒275 大土井　祐輔222 (岡山県)ｵｵﾄﾞｲ ﾕｳｽｹ

2時間17分41秒276 青砥　宗一505 (安来市)ｱｵﾄ ｿｳｲﾁ

2時間18分02秒277 山根　哲平303 (米子市)ﾔﾏﾈ ﾃｯﾍﾟｲ

2時間18分05秒278 佐々木　亮太449 (松江市)ｻｻｷ ﾘｮｳﾀ

2時間18分07秒279 境井　秀一215 (境港市)ｻｶｲ ｼｭｳｲﾁ

2時間18分49秒280 小原　正記506 (米子市)ｺﾊﾗ ﾏｻﾌﾐ

2時間18分49秒281 深田　一輝534 (米子市)ﾌｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ

2時間18分50秒282 田中　一364 (松江市)ﾀﾅｶ ﾊｼﾞﾒ

2時間19分38秒283 山口　和也390 (北栄町)ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ

2時間20分20秒284 渡部　晃央9002 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾙｵ

2時間20分34秒285 品川　幸広522 (松江市)ｼﾅｶﾞﾜ ﾕｷﾋﾛ

2時間20分41秒286 松井　稔528 (米子市)ﾏﾂｲ ﾐﾉﾙ

2時間20分57秒287 杉中　喬513 (松江市)ｽｷﾞﾅｶ ﾀｶｼ

2時間21分28秒288 地田　浩二258 (松江市)ﾁﾀﾞ ｺｳｼﾞ

2時間22分22秒289 中林　延人207 (松江市)ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾋﾄ

2時間22分35秒290 川上　雄介398 (米子市)ｶﾜｶﾐ ﾕｳｽｹ

2時間23分13秒291 池田　海渡355 (境港市)ｲｹﾀﾞ ｶｲﾄ

2時間23分18秒292 亀本　泰弘352 (米子市)ｶﾒﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

2時間23分41秒293 畑　真一354 (米子市)ﾊﾀ ｼﾝｲﾁ

2時間24分52秒294 佐藤　稔517 (出雲市)ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ

2時間25分09秒295 中原　広志447 (米子市)ﾅｶﾊﾗ ﾋﾛｼ

2時間25分09秒296 宮崎　琢磨483 (松江市)ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾏ

2時間26分49秒297 本常　寿浩246 (松江市)ﾓﾄﾂﾈ ﾄｼﾋﾛ

2時間27分19秒298 中村　優394 (米子市)ﾅｶﾑﾗ ｽｸﾞﾙ

2時間29分26秒299 白神　敬之423 (大田市)ｼﾗｶﾐ ﾀｶﾕｷ

2時間29分44秒300 鷲見　靖平495 (南部町)ｽﾐ ﾔｽﾋﾗ
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2時間30分38秒301 大塚　雅樹547 (境港市)ｵｵﾂｶ ﾏｻｷ

2時間31分02秒302 家本　啓佑442 (出雲市)ｲｴﾓﾄ ｹｲｽｹ

2時間33分12秒303 岸本　裕一郎231 (米子市)ｷｼﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ

2時間33分35秒304 門脇　崇426 (広島県)ｶﾄﾞﾜｷ ﾀｶｼ

2時間34分01秒305 井上　敦介520 (雲南市)ｲﾉｳｴ ﾀｲｽｹ

2時間35分34秒306 田中　優365 (松江市)ﾀﾅｶ ﾕｳ

2時間36分05秒307 矢内　均356 (松江市)ﾔﾅｲ ﾋﾄｼ

2時間40分09秒308 小田原　大217 (安来市)ｵﾀﾞﾊﾗ ﾀﾞｲ

2時間45分43秒309 柴田　晶彦294 (米子市)ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾋｺ
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