
- 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40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15分55秒1 片寄　博幸779 (雲南市)ｶﾀﾖｾ ﾋﾛﾕｷ

1時間16分10秒2 仲西　宏606 (安来市)ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｼ

1時間17分06秒3 井原　志樹713 (松江市)ｲﾊﾞﾗ ﾓﾄｷ

1時間20分36秒4 嘉藤　信一830 (松江市)ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁ

1時間20分54秒5 野田　嘉彦789 (邑南町)ﾉﾀﾞ ﾖｼﾋｺ

1時間23分44秒6 尾沢　直樹787 (米子市)ｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ

1時間23分57秒7 寺本　貴志759 (八頭町)ﾃﾗﾓﾄ ﾀｶｼ

1時間24分08秒8 光谷　嘉高952 (雲南市)ﾐﾂﾀﾆ ﾖｼﾀｶ

1時間24分50秒9 松尾　淳897 (松江市)ﾏﾂｵ ｱﾂｼ

1時間25分26秒10 長住　康二1006 (日野町)ﾅｶﾞｽﾐ ｺｳｼﾞ

1時間25分42秒11 福原　崇之755 (広島県)ﾌｸﾊﾗ ﾀｶﾕｷ

1時間25分52秒12 尾原　智彦715 (松江市)ｵﾊﾞﾗ ﾄﾓﾋｺ

1時間26分30秒13 亀山　泰彦816 (出雲市)ｶﾒﾔﾏ ﾔｽﾋｺ

1時間26分35秒14 林原　正彦1063 (米子市)ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾏｻﾋｺ

1時間26分54秒15 小谷　洋768 (鳥取市)ｺﾀﾞﾆ ﾋﾛｼ

1時間26分54秒16 和木田　悟708 (江津市)ﾜｷﾀ ｻﾄﾙ

1時間27分29秒17 前田　啓助656 (鳥取市)ﾏｴﾀ ｹｲｽｹ

1時間27分36秒18 加藤　清志775 (出雲市)ｶﾄｳ ｷﾖｼ

1時間27分39秒19 池田　耕三926 (安来市)ｲｹﾀﾞ ｺｳｿﾞｳ

1時間28分09秒20 森田　太一914 (鳥取市)ﾓﾘﾀ ﾀｲﾁ

1時間28分11秒21 山口　一紀766 (松江市)ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ

1時間28分29秒22 小川　浩773 (松江市)ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

1時間28分36秒23 川岡　浩之896 (松江市)ｶﾜｵｶ ﾋﾛﾕｷ

1時間28分37秒24 安食　剛志882 (出雲市)ｱｼﾞｷ ﾂﾖｼ

1時間29分05秒25 宅野　聡815 (益田市)ﾀｸﾉ ｻﾄｼ

1時間29分10秒26 青山　智889 (松江市)ｱｵﾔﾏ ｻﾄｼ

1時間29分17秒27 有働　健945 (境港市)ｳﾄﾞｳ ｹﾝ

1時間29分34秒28 大塚　誠744 (出雲市)ｵｵﾂｶ ﾏｺﾄ

1時間29分43秒29 木村　賢治842 (松江市)ｷﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

1時間29分53秒30 小室　昌宣1074 (松江市)ｵﾑﾛ ﾏｻﾉﾘ

1時間29分55秒31 高尾　徳寛833 (松江市)ﾀｶｵ ﾉﾘﾋﾛ

1時間30分13秒32 山口　洋二912 (岡山県)ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳｼﾞ

1時間30分16秒33 遠藤　直樹767 (米子市)ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ

1時間30分20秒34 橋田　祐一郎762 (米子市)ﾊｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1時間30分26秒35 鷲見　公一838 (琴浦町)ｽﾐ ｺｳｲﾁ

1時間30分56秒36 松下　孝治1026 (広島県)ﾏﾂｼﾀ ｺｳｼﾞ

1時間31分14秒37 江口　邦和811 (米子市)ｴｸﾞﾁ ｸﾆｶｽﾞ

1時間31分53秒38 竹村　公宏901 (愛媛県)ﾀｹﾑﾗ ｷﾐﾋﾛ

1時間32分00秒39 岩波　昭宏679 (米子市)ｲﾜﾅﾐ ｱｷﾋﾛ

1時間32分13秒40 宮崎　大介711 (米子市)ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ

1時間32分17秒41 林　孝充788 (出雲市)ﾊﾔｼ ﾀｶﾐﾂ

1時間32分23秒42 村上　兼一791 (鳥取市)ﾑﾗｶﾐ ｹﾝｲﾁ

1時間32分48秒43 大道　謙太郎650 (松江市)ｵｵﾐﾁ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間33分12秒44 小村　普保941 (松江市)ｵﾑﾗ ﾋﾛﾔｽ

1時間33分18秒45 山本　桂1047 (愛知県)ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ

1時間33分24秒46 又葉　大毅1062 (安来市)ﾏﾀﾊﾞ ﾀｲｷ

1時間33分43秒47 田中　健932 (松江市)ﾀﾅｶ ｹﾝ

1時間34分02秒48 串崎　智章786 (大田市)ｸｼｻﾞｷ ﾄﾓｱｷ

1時間34分08秒49 錦織　誠治730 (出雲市)ﾆｼｺｵﾘ ｾｲｼﾞ

1時間34分14秒50 松浦　康666 (安来市)ﾏﾂｳﾗ ﾔｽｼ
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1時間34分24秒51 岸　孝史783 (出雲市)ｷｼ ﾀｶｼ

1時間34分36秒52 植田　知之1008 (八頭町)ｳｴﾀ ﾄﾓﾕｷ

1時間34分43秒53 山崎　隆志710 (松江市)ﾔﾏｻｷ ﾀｶｼ

1時間34分47秒54 杉谷　昭雄946 (倉吉市)ｽｷﾞﾀﾆ ｱｷｵ

1時間34分54秒55 伊藤　智康929 (松江市)ｲﾄｳ ﾄﾓﾔｽ

1時間34分57秒56 山田　剛久1025 (米子市)ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋｻ

1時間34分58秒57 山崎　利幸951 (鳥取市)ﾔﾏｻｷ ﾄｼﾕｷ

1時間35分07秒58 谷内　幹弘635 (鳥取市)ﾀﾆｳﾁ ﾐｷﾋﾛ

1時間35分26秒59 多久和　克美983 (出雲市)ﾀｸﾜ ｶﾂﾐ

1時間35分27秒60 景山　智彦890 (伯耆町)ｶｹﾞﾔﾏ ﾄﾓﾋｺ

1時間35分28秒61 藤村　憲章777 (広島県)ﾌｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ

1時間35分54秒62 松岡　勝治841 (岡山県)ﾏﾂｵｶ ｶﾂｼﾞ

1時間35分59秒63 吉留　真一975 (米子市)ﾖｼﾄﾒ ｼﾝｲﾁ

1時間36分00秒64 花原　伸幸627 (境港市)ﾊﾅﾊﾞﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間36分03秒65 阿部　総雄1068 (安来市)ｱﾍﾞ ﾌｻｵ

1時間36分14秒66 西村　圭介825 (松江市)ﾆｼﾑﾗ ｹｲｽｹ

1時間36分21秒67 岡田　和久633 (南部町)ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋｻ

1時間36分35秒68 岩崎　満740 (松江市)ｲﾜｻｷ ﾐﾂﾙ

1時間36分36秒69 山本　紀史820 (雲南市)ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾌﾐ

1時間36分42秒70 永井　健悟970 (山口県)ﾅｶﾞｲ ｹﾝｺﾞ

1時間36分57秒71 大國　貴寿725 (境港市)ｵｵｸﾞﾆ ﾀｶﾋｻ

1時間37分03秒72 小笹　歩843 (松江市)ｵｻﾞｻ ｱﾕﾐ

1時間37分09秒73 坂本　幹男618 (出雲市)ｻｶﾓﾄ ﾐｷｵ

1時間37分23秒74 山本　雄二868 (岩美町)ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾞ

1時間37分25秒75 新田　幹雄683 (松江市)ﾆｯﾀ ﾐｷｵ

1時間37分34秒76 谷口　貴俊829 (米子市)ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶﾄｼ

1時間37分37秒77 佐藤　渉950 (鳥取市)ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ

1時間37分39秒78 山崎　仁士875 (出雲市)ﾔﾏｻｷ ｻﾄｼ

1時間37分41秒79 田中　健志622 (広島県)ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ

1時間37分41秒80 東　隆洋860 (松江市)ﾋｶﾞｼ ﾀｶﾋﾛ

1時間37分50秒81 安立　順也808 (松江市)ｱﾀﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間38分00秒82 原　秀夫798 (松江市)ﾊﾗ ﾋﾃﾞｵ

1時間38分07秒83 奥村　慎1023 (松江市)ｵｸﾑﾗ ｼﾝ

1時間38分10秒84 宮野　祥次919 (米子市)ﾐﾔﾉ ｼｮｳｼﾞ

1時間38分14秒85 和田　悟611 (松江市)ﾜﾀﾞ ｻﾄﾙ

1時間38分34秒86 大國　真849 (出雲市)ｵｵｸﾞﾆ ﾏｺﾄ

1時間38分35秒87 前原　淳一623 (境港市)ﾏｴﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間39分13秒88 錦織　健968 (松江市)ﾆｼｺｵﾘ ｹﾝ

1時間39分13秒89 山本　哲夫846 (安来市)ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｵ

1時間39分22秒90 稲村　竜太1072 (出雲市)ｲﾅﾑﾗ ﾘｭｳﾀ

1時間39分26秒91 林原　伸樹802 (琴浦町)ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾉﾌﾞｷ

1時間39分28秒92 石井　稔1009 (松江市)ｲｼｲ ﾐﾉﾙ

1時間39分30秒93 曽田　賢一948 (出雲市)ｿﾀ ｹﾝｲﾁ

1時間39分33秒94 宮川　直人876 (岡山県)ﾐﾔｶﾞﾜ ﾅｵﾄ

1時間39分38秒95 錦織　英司763 (松江市)ﾆｼｺｵﾘ ｴｲｼﾞ

1時間39分49秒96 山田　健治877 (出雲市)ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

1時間40分11秒97 水口　潤一669 (米子市)ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間40分18秒98 松本　章757 (琴浦町)ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ

1時間40分28秒99 楠本　武蔵1071 (米子市)ｸｽﾓﾄ ﾀｹｿﾞｳ

1時間40分41秒100 夏目　保雄691 (千葉県)ﾅﾂﾒ ﾔｽｵ
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1時間40分53秒101 磯田　泰徳741 (出雲市)ｲｿﾀ ﾔｽﾉﾘ

1時間41分01秒102 村上　昭夫969 (鳥取市)ﾑﾗｶﾐ ｱｷｵ

1時間41分04秒103 狩野　和幸813 (雲南市)ｶﾘﾉ ｶｽﾞﾕｷ

1時間41分10秒104 足立　浩二631 (安来市)ｱﾀﾞﾁ ｺｳｼﾞ

1時間41分15秒105 山田　拓史1059 (松江市)ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾌﾐ

1時間41分36秒106 鈴木　雅彦754 (倉吉市)ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋｺ

1時間41分41秒107 加藤　高志724 (米子市)ｶﾄｳ ﾀｶｼ

1時間41分52秒108 竹内　裕也1014 (米子市)ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾔ

1時間41分53秒109 木次　直志614 (出雲市)ｺﾂｷﾞ ﾅｵｼ

1時間41分54秒110 岩見　慎也769 (松江市)ｲﾜﾐ ｼﾝﾔ

1時間41分56秒111 伊達　宏和910 (松江市)ﾀﾞﾃ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間41分59秒112 佐藤　直也636 (米子市)ｻﾄｳ ﾅｵﾔ

1時間42分00秒113 小谷　卓也892 (倉吉市)ｺﾀﾞﾆ ﾀｸﾔ

1時間42分05秒114 潮　直樹641 (松江市)ｳｼｵ ﾅｵｷ

1時間42分41秒115 実重　靖宏907 (安来市)ｻﾈｼｹﾞ ﾔｽﾋﾛ

1時間43分00秒116 神崎　宏治862 (広島県)ｶﾝｻﾞｷ ｺｳｼﾞ

1時間43分06秒117 森　昌平942 (広島県)ﾓﾘ ﾏｻﾀｶ

1時間43分17秒118 水本　順一752 (鳥取市)ﾐｽﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間43分20秒119 安部　博美697 (安来市)ｱﾍﾞ ﾋﾛﾐ

1時間43分24秒120 江原　啓申962 (米子市)ｴﾊﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ

1時間43分38秒121 山根　良平747 (松江市)ﾔﾏﾈ ﾘｮｳﾍｲ

1時間43分47秒122 斉野　喜郎1038 (松江市)ｻｲﾉ ﾖｼﾛｳ

1時間43分52秒123 江角　友和921 (出雲市)ｴｽﾐ ﾄﾓｶｽﾞ

1時間43分55秒124 白崎　茂一郎973 (松江市)ｼﾗｻｷ ｼｹﾞｲﾁﾛｳ

1時間44分05秒125 伊藤　弘二709 (出雲市)ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ

1時間44分06秒126 原　康介628 (安来市)ﾊﾗ ｺｳｽｹ

1時間44分08秒127 小豆澤　剛1049 (松江市)ｱｽﾞｷｻﾞﾜ ﾂﾖｼ

1時間44分15秒128 青砥　将史1036 (南部町)ｱｵﾄ ﾏｻﾌﾐ

1時間44分22秒129 内田　淳961 (出雲市)ｳﾁﾀﾞ ｱﾂｼ

1時間44分26秒130 松本　太一967 (松江市)ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲﾁ

1時間44分39秒131 西　祐樹997 (松江市)ﾆｼ ﾕｳｷ

1時間44分51秒132 盛山　哲郎884 (琴浦町)ｾｲﾔﾏ ﾃﾂﾛｳ

1時間44分55秒133 北脇　学859 (出雲市)ｷﾀﾜｷ ﾏﾅﾌﾞ

1時間45分01秒134 小椋　一生780 (鳥取市)ｵｸﾞﾗ ｶｽﾞﾅﾘ

1時間45分12秒135 實重　雅彦790 (安来市)ｻﾈｼｹﾞ ﾏｻﾋｺ

1時間45分13秒136 安喰　雅也988 (出雲市)ｱﾝｼﾞｷ ﾏｻﾔ

1時間45分24秒137 仙田　隆宏1058 (米子市)ｾﾝﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

1時間45分25秒138 柴田　浩司792 (米子市)ｼﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ

1時間45分31秒139 原田　泰弘734 (米子市)ﾊﾗﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

1時間45分50秒140 岡野　卓911 (広島県)ｵｶﾉ ｽｸﾞﾙ

1時間45分51秒141 野崎　史明905 (東京都)ﾉｻﾞｷ ﾌﾐｱｷ

1時間45分54秒142 古瀬　雅章917 (松江市)ﾌﾙｾ ﾏｻｱｷ

1時間45分57秒143 本池　洋樹819 (米子市)ﾓﾄｲｹ ﾋﾛｷ

1時間46分10秒144 宇津井　智昭774 (江津市)ｳﾂｲ ﾄﾓｱｷ

1時間46分10秒145 掛部　晋695 (東京都)ｶｹﾍﾞ ｽｽﾑ

1時間46分20秒146 甲田　貴義1016 (広島県)ｺｳﾀﾞ ﾀｶﾖｼ

1時間46分37秒147 勝部　高彰863 (松江市)ｶﾂﾍﾞ ﾀｶｱｷ

1時間46分44秒148 佐藤　慎也1003 (米子市)ｻﾄｳ ｼﾝﾔ

1時間46分45秒149 長谷川　宏基1060 (奥出雲町)ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｷ

1時間46分47秒150 神崎　草太1021 (米子市)ｶﾝｻﾞｷ ｿｳﾀ
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1時間46分58秒151 田平　貴志639 (川本町)ﾀﾋﾞﾗ ﾀｶｼ

1時間47分00秒152 原　淳601 (安来市)ﾊﾗ ｱﾂｼ

1時間47分00秒153 桑田　隆994 (松江市)ｸﾜﾀ ﾘｭｳ

1時間47分08秒154 高力　英樹677 (米子市)ｺｳﾘｷ ﾋﾃﾞｷ

1時間47分14秒155 横木　俊657 (出雲市)ﾖｺｷﾞ ｼｭﾝ

1時間47分25秒156 山根　秀典634 (出雲市)ﾔﾏﾈ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間47分34秒157 岸　正太郎1019 (出雲市)ｷｼ ｼｮｳﾀﾛｳ

1時間47分40秒158 加納　諭史705 (南部町)ｶﾉｳ ｻﾄｼ

1時間47分46秒159 岡本　誠918 (米子市)ｵｶﾓﾄ ﾏｺﾄ

1時間47分48秒160 猪熊　隆行716 (岡山県)ｲﾉｸﾏ ﾀｶﾕｷ

1時間47分53秒161 森山　謙吾718 (境港市)ﾓﾘﾔﾏ ｹﾝｺﾞ

1時間48分13秒162 遠藤　武志1011 (米子市)ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ

1時間48分14秒163 高田　正樹723 (松江市)ﾀｶﾀ ﾏｻｷ

1時間48分28秒164 高井　亮1067 (松江市)ﾀｶｲ ﾘｮｳ

1時間48分34秒165 藤井　克宗764 (松江市)ﾌｼﾞｲ ｶﾂﾋﾛ

1時間48分38秒166 土江　徹822 (松江市)ﾂﾁｴ ﾄｵﾙ

1時間48分39秒167 内田　貴基933 (米子市)ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｷ

1時間48分42秒168 池田　竜也908 (鳥取市)ｲｹﾀﾞ ﾀﾂﾔ

1時間48分42秒169 松井　武史866 (琴浦町)ﾏﾂｲ ﾀｹｼ

1時間48分43秒170 村上　丈伸797 (米子市)ﾑﾗｶﾐ ﾀｹﾉﾌﾞ

1時間48分46秒171 野津　愉一1053 (松江市)ﾉﾂ ﾕｳｲﾁ

1時間48分52秒172 細田　祐輔909 (松江市)ﾎｿﾀﾞ ﾕｳｽｹ

1時間48分58秒173 日野　厚志869 (松江市)ﾋﾉ ｱﾂｼ

1時間49分03秒174 金築　暁782 (出雲市)ｶﾈﾂｷ ｻﾄﾙ

1時間49分05秒175 安藤　広乗940 (松江市)ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾉﾘ

1時間49分11秒176 栗原　健一885 (出雲市)ｸﾘﾊﾗ ｹﾝｲﾁ

1時間49分12秒177 浜本　暁秀682 (米子市)ﾊﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾃﾞ

1時間49分21秒178 三ツ中　淳二778 (鳥取市)ﾐﾂﾅｶ ｼﾞｭﾝｼﾞ

1時間49分34秒179 矢田　一845 (出雲市)ﾔﾀ ﾊｼﾞﾒ

1時間49分43秒180 吉野　智信878 (松江市)ﾖｼﾉ ﾄﾓﾉﾌﾞ

1時間49分50秒181 大西　則男837 (米子市)ｵｵﾆｼ ﾉﾘｵ

1時間49分50秒182 伊藤　直人604 (出雲市)ｲﾄｳ ﾅｵﾄ

1時間50分18秒183 勝部　直晴947 (出雲市)ｶﾂﾍﾞ ﾅｵﾊﾙ

1時間50分22秒184 穐田　和司939 (米子市)ｱｷﾀ ｶｽﾞｼ

1時間50分25秒185 中田　陽645 (大田市)ﾅｶﾀﾞ ｱｷﾗ

1時間50分27秒186 陶山　透621 (松江市)ｽﾔﾏ ﾄｵﾙ

1時間50分46秒187 富田　マーク　ヒデアキ609 (雲南市)ﾄﾐﾀ ﾏｰｸ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間51分17秒188 鎌田　孝則1054 (出雲市)ｶﾏﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ

1時間51分21秒189 谷　祐介642 (大山町)ﾀﾆ ﾕｳｽｹ

1時間51分25秒190 高橋　憲一874 (松江市)ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ

1時間51分26秒191 稲田　琢1034 (松江市)ｲﾅﾀ ﾀｸ

1時間51分49秒192 井上　倫実956 (松江市)ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾐ

1時間51分51秒193 後藤　憲司1030 (松江市)ｺﾞﾄｳ ｹﾝｼﾞ

1時間52分01秒194 勝部　雅之873 (出雲市)ｶﾂﾍﾞ ﾏｻﾕｷ

1時間52分03秒195 太田　友樹854 (米子市)ｵｵﾀ ﾄﾓｷ

1時間52分08秒196 本田　智和814 (松江市)ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ

1時間52分12秒197 北尾　幸寛807 (鳥取市)ｷﾀｵ ﾕｷﾋﾛ

1時間52分13秒198 近藤　隆司1064 (安来市)ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ

1時間52分24秒199 坂ノ上　暢646 (安来市)ｻｶﾉｳｴ ﾄｵﾙ

1時間52分29秒200 小川　明宏1076 (山口県)ｵｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ
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1時間52分32秒201 丸山　創684 (松江市)ﾏﾙﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ

1時間52分38秒202 高島　太一616 (米子市)ﾀｶｼﾏ ﾀｲﾁ

1時間52分45秒203 飯塚　真樹615 (出雲市)ｲｲﾂｶ ﾏｻｷ

1時間53分01秒204 井澤　実661 (伯耆町)ｲｻﾞﾜ ﾐﾉﾙ

1時間53分04秒205 吉岡　健太郎1037 (松江市)ﾖｼｵｶ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間53分13秒206 江藤　雄生980 (米子市)ｴﾄｳ ﾕｳｾｲ

1時間53分18秒207 坂根　智博743 (松江市)ｻｶﾈ ﾄﾓﾋﾛ

1時間53分19秒208 田中　宏治603 (松江市)ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ

1時間53分31秒209 今村　剛984 (松江市)ｲﾏﾑﾗ ﾂﾖｼ

1時間53分50秒210 小村　啓介993 (出雲市)ｵﾑﾗ ｹｲｽｹ

1時間53分59秒211 小東　元城770 (米子市)ｺﾋｶﾞｼ ﾓﾄｷ

1時間54分10秒212 生田　徳明906 (伯耆町)ｲｸﾀ ﾉﾘｱｷ

1時間54分22秒213 内田　広幸851 (米子市)ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間54分25秒214 足川　栄一1057 (米子市)ｱｼｶﾜ ｴｲｲﾁ

1時間54分28秒215 松原　享志785 (南部町)ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｶｼ

1時間54分29秒216 岡田　拓男826 (松江市)ｵｶﾀﾞ ﾀｸｵ

1時間54分35秒217 中島　博秋870 (出雲市)ﾅｶｼﾏ ﾋﾛｱｷ

1時間54分44秒218 女鹿田　秀穂735 (雲南市)ﾒｶﾀﾞ ﾋﾃﾞﾎ

1時間54分46秒219 真壁　仁志867 (倉吉市)ﾏｶﾍﾞ ｻﾄｼ

1時間54分49秒220 伊藤　広昭958 (出雲市)ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ

1時間54分55秒221 坂口　七起986 (米子市)ｻｶｸﾞﾁ ﾅｵｷ

1時間54分56秒222 大野　隆治985 (松江市)ｵｵﾉ ﾘｭｳｼﾞ

1時間54分56秒223 松田　久永894 (米子市)ﾏﾂﾀﾞ ﾋｻﾉﾘ

1時間55分08秒224 小見　悠957 (松江市)ｵﾐ ﾊﾙｶ

1時間55分08秒225 田代　浩章978 (松江市)ﾀｼﾛ ﾋﾛﾌﾐ

1時間55分14秒226 高橋　博989 (松江市)ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ

1時間55分15秒227 栗山　大樹1061 (福岡県)ｸﾘﾔﾏ ﾀﾞｲｷ

1時間55分27秒228 梅野　幸彦1073 (鳥取市)ｳﾒﾉ ﾕｷﾋｺ

1時間55分47秒229 山本　浩二690 (琴浦町)ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1時間55分48秒230 藤川　迅矢953 (江津市)ﾌｼﾞｶﾜ ｼﾞﾝﾔ

1時間56分21秒231 熊澤　功680 (松江市)ｸﾏｻﾞﾜ ｲｻｵ

1時間56分36秒232 安達　大輔1010 (松江市)ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ

1時間56分37秒233 高木　俊輔861 (松江市)ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝｽｹ

1時間56分40秒234 田中　友和982 (松江市)ﾀﾅｶ ﾄﾓｶｽﾞ

1時間56分43秒235 遠藤　清二848 (安来市)ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲｼﾞ

1時間56分46秒236 海田　勝俊756 (米子市)ｶｲﾀﾞ ｶﾂﾄｼ

1時間56分48秒237 牧田　茂人1002 (米子市)ﾏｷﾀ ｼｹﾞﾄ

1時間56分52秒238 大道　智弘753 (松江市)ｵｵﾐﾁ ﾄﾓﾋﾛ

1時間56分56秒239 田村　一幸750 (岐阜県)ﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ

1時間57分04秒240 東中　拓路1065 (米子市)ﾋｶﾞｼﾅｶ ﾀｸｼﾞ

1時間57分18秒241 稻田　修敏1048 (安来市)ｲﾅﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間57分33秒242 梶村　直樹625 (安来市)ｶｼﾞﾑﾗ ﾅｵｷ

1時間57分36秒243 岩谷　誠638 (松江市)ｲﾜﾀﾆ ﾏｺﾄ

1時間57分40秒244 門脇　健大963 (出雲市)ｶﾄﾞﾜｷ ﾀｹﾋﾛ

1時間57分43秒245 立原　哲也852 (出雲市)ﾀﾁﾊﾗ ﾃﾂﾔ

1時間57分44秒246 大島　慎司817 (出雲市)ｵｵｼﾏ ｼﾝｼﾞ

1時間57分49秒247 加納　真紀659 (安来市)ｶﾉｳ ﾏｻｷ

1時間58分03秒248 谷村　隆志799 (松江市)ﾀﾆﾑﾗ ﾀｶｼ

1時間58分15秒249 渡邊　光春610 (大田市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾊﾙ

1時間58分16秒250 定廣　真一900 (境港市)ｻﾀﾞﾋﾛ ｼﾝｲﾁ
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1時間58分21秒251 白銀　陽平903 (出雲市)ｼﾛｶﾈ ﾖｳﾍｲ

1時間58分35秒252 野津　健市955 (米子市)ﾉﾂﾞ ｹﾝｲﾁ

1時間58分36秒253 恩田　一樹936 (松江市)ｵﾝﾀﾞ ｶｽﾞｷ

1時間58分40秒254 手島　豊856 (境港市)ﾃｼﾏ ﾕﾀｶ

1時間58分44秒255 松尾　寿726 (松江市)ﾏﾂｵ ﾋｻｼ

1時間58分46秒256 岩佐　直弘647 (南部町)ｲﾜｻ ﾅｵﾋﾛ

1時間58分47秒257 藤江　満619 (出雲市)ﾌｼﾞｴ ﾐﾂﾙ

1時間58分47秒258 桑谷　正樹974 (松江市)ｸﾜﾀﾆ ﾏｻｷ

1時間58分58秒259 綾野　正雄1039 (香川県)ｱﾔﾉ ﾏｻｵ

1時間58分59秒260 生田　雄二733 (南部町)ｲｸﾀ ﾕｳｼﾞ

1時間59分02秒261 古瀬　武士632 (境港市)ﾌﾙｾ ﾀｹｼ

1時間59分18秒262 矢田貝　大志731 (南部町)ﾔﾀｶﾞｲ ﾋﾛｼ

1時間59分22秒263 西村　浩明745 (日吉津村)ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｱｷ

1時間59分28秒264 内田　剛965 (松江市)ｳﾁﾀﾞ ｺﾞｵ

1時間59分31秒265 大坂　慎也887 (松江市)ｵｵｻｶ ｼﾝﾔ

1時間59分42秒266 秋間　智行891 (安来市)ｱｷﾏ ﾄﾓﾕｷ

1時間59分48秒267 望月　秀一郎972 (米子市)ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｭｳｲﾁﾛｳ

1時間59分53秒268 椙原　恵771 (南部町)ｽｷﾞﾊﾗ ﾒｸﾞﾑ

2時間00分02秒269 中村　卓司671 (松江市)ﾅｶﾑﾗ ﾀｸｼﾞ

2時間00分03秒270 林　英二850 (出雲市)ﾊﾔｼ ｴｲｼﾞ

2時間00分05秒271 高瀬　正憲981 (出雲市)ﾀｶｾ ﾏｻﾉﾘ

2時間00分07秒272 榎木園　健801 (松江市)ｴﾉｷｿﾞﾉ ﾀｹｼ

2時間00分21秒273 石部　淳987 (山口県)ｲｼﾍﾞ ｼﾞｭﾝ

2時間00分22秒274 西本　一夫1020 (松江市)ﾆｼﾓﾄ ｶｽﾞｵ

2時間00分47秒275 持田　達朗686 (出雲市)ﾓﾁﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ

2時間00分52秒276 松井　則善991 (松江市)ﾏﾂｲ ﾉﾘﾖｼ

2時間00分57秒277 安部　敦1000 (松江市)ｱﾍﾞ ｱﾂｼ

2時間01分11秒278 太田　秀穂1031 (松江市)ｵｵﾀ ﾋﾃﾞｵ

2時間01分11秒279 菱本　秀樹607 (安来市)ﾋｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ

2時間01分17秒280 梅田　善和904 (滋賀県)ｳﾒﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ

2時間01分39秒281 石原　達也979 (松江市)ｲｼﾊﾗ ﾀﾂﾔ

2時間01分48秒282 木村　武志717 (日吉津村)ｷﾑﾗ ﾀｹｼ

2時間02分11秒283 星野　太志992 (米子市)ﾎｼﾉ ﾀｲｼ

2時間02分29秒284 原　淳也810 (安来市)ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ

2時間02分48秒285 小原　淳一675 (安来市)ｵﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間03分07秒286 朝比奈　圭678 (松江市)ｱｻﾋﾅ ｹｲ

2時間03分14秒287 坂本　徹776 (松江市)ｻｶﾓﾄ ﾄｵﾙ

2時間03分27秒288 岩淵　隆弘835 (松江市)ｲﾜﾌﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ

2時間03分34秒289 落合　康晴902 (安来市)ｵﾁｱｲ ﾔｽﾊﾙ

2時間03分34秒290 安達　公平670 (松江市)ｱﾀﾞﾁ ｺｳﾍｲ

2時間03分39秒291 岡本　典久964 (広島県)ｵｶﾓﾄ ﾉﾘﾋｻ

2時間03分44秒292 香田　正晴761 (米子市)ｺｳﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ

2時間03分56秒293 岩城　和寿928 (兵庫県)ｲﾜｷ ｶｽﾞﾄｼ

2時間04分08秒294 鷲見　明698 (米子市)ｽﾐ ｱｷﾗ

2時間04分08秒295 八束　政義998 (松江市)ﾔﾂｶ ﾏｻﾖｼ

2時間04分16秒296 三浦　一毅1015 (東京都)ﾐｳﾗ ｶｽﾞｷ

2時間04分27秒297 山花　康浩784 (米子市)ﾔﾏﾊﾅ ﾔｽﾋﾛ

2時間04分29秒298 松原　寛672 (松江市)ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛｼ

2時間04分32秒299 田中　武志858 (伯耆町)ﾀﾅｶ ﾀｹｼ

2時間04分37秒300 田子　智宏800 (南部町)ﾀｺﾞ ﾄﾓﾋﾛ
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2時間04分43秒301 三島　純平644 (松江市)ﾐｼﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

2時間04分48秒302 角　裕一977 (米子市)ｽﾐ ﾕｳｲﾁ

2時間04分57秒303 錦織　裕介966 (松江市)ﾆｼｺﾘ ﾕｳｽｹ

2時間04分57秒304 足立　哲治880 (湯梨浜町)ｱﾀﾞﾁ ﾃﾂﾊﾙ

2時間05分02秒305 大石　和育1022 (松江市)ｵｵｲｼ ｶｽﾞｲｸ

2時間05分17秒306 岡田　操651 (松江市)ｵｶﾀﾞ ﾐｻｵ

2時間05分26秒307 井澤　誠660 (伯耆町)ｲｻﾞﾜ ﾏｺﾄ

2時間05分53秒308 脇　雅敏871 (松江市)ﾜｷ ﾏｻﾄｼ

2時間06分35秒309 中村　浩人765 (松江市)ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾄ

2時間06分36秒310 千足　明良847 (兵庫県)ﾁｱｼ ｱｷﾗ

2時間06分45秒311 中田　暢幸971 (米子市)ﾅｶﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間06分47秒312 野津　誠834 (松江市)ﾉﾂ ﾏｺﾄ

2時間06分47秒313 森本　昌史643 (米子市)ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ

2時間06分59秒314 崔　源煥1042 (松江市)ﾁｪ ｳｫﾅﾝ

2時間07分18秒315 小田　浩喜881 (鳥取市)ｵﾀﾞ ﾋﾛｷ

2時間07分48秒316 小林　弘典1040 (出雲市)ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾉﾘ

2時間07分52秒317 Assahida　Maiki1069 (大田市)Assahida Maiki

2時間07分57秒318 土江　隆976 (雲南市)ﾂﾁｴ ﾀｶｼ

2時間08分17秒319 角脇　新一1066 (安来市)ｶﾄﾞﾜｷ ｼﾝｲﾁ

2時間08分22秒320 藤本　昌克667 (松江市)ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻｶﾂ

2時間08分35秒321 吉岡　隆行795 (松江市)ﾖｼｵｶ ﾀｶﾕｷ

2時間08分53秒322 井上　則肇806 (岡山県)ｲﾉｳｴ ﾉﾘﾄｼ

2時間09分02秒323 長谷川　卓史1050 (鳥取市)ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ

2時間09分15秒324 大西　利幸1001 (米子市)ｵｵﾆｼ ﾄｼﾕｷ

2時間09分15秒325 矢野　守944 (出雲市)ﾔﾉ ﾏﾓﾙ

2時間09分18秒326 内田　雄久938 (米子市)ｳﾁﾀﾞ ｶﾂﾋｻ

2時間09分19秒327 藤本　勝宏1027 (出雲市)ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ

2時間09分32秒328 藤谷　智紘840 (米子市)ﾌｼﾞﾀﾆ ﾄﾓﾋﾛ

2時間09分32秒329 小林　昭弘839 (米子市)ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾛ

2時間09分33秒330 福田　恵一883 (倉吉市)ﾌｸﾀﾞ ｹｲｲﾁ

2時間09分38秒331 藤原　裕也668 (松江市)ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾔ

2時間09分42秒332 馬場　達生781 (鳥取市)ﾊﾞﾊﾞ ﾀﾂｵ

2時間10分05秒333 関口　洋729 (隠岐の島町)ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛｼ

2時間10分08秒334 佐藤　将孝931 (松江市)ｻﾄｳ ﾏｻﾀｶ

2時間10分55秒335 高橋　幸志1024 (米子市)ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ

2時間11分03秒336 田中　英也1070 (南部町)ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾔ

2時間11分04秒337 上橋　顕望728 (米子市)ｳｴﾊｼ ｱｷﾉﾘ

2時間11分08秒338 細田　将之1046 (安来市)ﾎｿﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

2時間11分34秒339 新井　誠937 (松江市)ｱﾗｲ ﾏｺﾄ

2時間11分55秒340 岡田　和明1044 (松江市)ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ

2時間12分04秒341 奥岩　貴宏652 (伯耆町)ｵｸｲﾜ ﾀｶﾋﾛ

2時間12分07秒342 常松　正樹742 (出雲市)ﾂﾈﾏﾂ ﾏｻｷ

2時間12分28秒343 村上　孝次864 (益田市)ﾑﾗｶﾐ ｺｳｼﾞ

2時間13分19秒344 田中　義人857 (松江市)ﾀﾅｶ ﾖｼﾄ

2時間13分24秒345 西田　茂雄665 (安来市)ﾆｼﾀﾞ ｼｹﾞｵ

2時間13分49秒346 矢田　康二630 (安来市)ﾔﾀﾞ ｺｳｼﾞ

2時間13分52秒347 藤山　治郎637 (安来市)ﾌｼﾞﾔﾏ ｼﾞﾛｳ

2時間13分55秒348 岡　高史1005 (倉吉市)ｵｶ ﾀｶﾌﾐ

2時間14分03秒349 浦上　真二687 (米子市)ｳﾗｶﾐ ｼﾝｼﾞ

2時間14分29秒350 高田　安博886 (出雲市)ﾀｶﾀ ﾔｽﾋﾛ
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- 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40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

2時間14分42秒351 細田　慎二676 (安来市)ﾎｿﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

2時間15分13秒352 石田　辰也1035 (隠岐の島町)ｲｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ

2時間15分50秒353 長谷川　勝己995 (米子市)ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾐ

2時間16分25秒354 松本　政和935 (伯耆町)ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ

2時間16分44秒355 吉川　健一1055 (安来市)ｷｯｶﾜ ｹﾝｲﾁ

2時間16分48秒356 原　周司605 (出雲市)ﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ

2時間17分44秒357 木村　将一郎999 (松江市)ｷﾑﾗ ｼｮｳｲﾁﾛｳ

2時間17分55秒358 田仲　洋一640 (米子市)ﾀﾅｶ ﾖｳｲﾁ

2時間18分22秒359 野津　賢一654 (松江市)ﾉﾂ ｹﾝｲﾁ

2時間18分23秒360 上代　英之662 (松江市)ｼﾞｮｳﾀﾞｲ ﾋﾃﾞﾕｷ

2時間18分53秒361 内田　和樹934 (雲南市)ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞｷ

2時間19分18秒362 小室　範明746 (松江市)ｺﾑﾛ ﾉﾘｱｷ

2時間19分30秒363 小西　博658 (米子市)ｺﾆｼ ﾋﾛｼ

2時間19分51秒364 長尾　純一823 (松江市)ﾅｶﾞｵ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間21分30秒365 坂本　博之828 (出雲市)ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ

2時間22分11秒366 竹野下　聡629 (安来市)ﾀｹﾉｼﾀ ｻﾄｼ

2時間23分05秒367 杉原　弘貢714 (米子市)ｽｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾂｸﾞ

2時間24分05秒368 稲田　稔990 (鳥取市)ｲﾅﾀ ﾐﾉﾙ

2時間24分05秒369 石飛　健748 (雲南市)ｲｼﾄﾋﾞ ｹﾝ

2時間24分07秒370 竹田　伸宏681 (松江市)ﾀｹﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ

2時間24分15秒371 嘉藤　暁925 (出雲市)ｶﾄｳ ｱｷﾗ

2時間24分19秒372 石川　順一736 (松江市)ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間24分41秒373 加納　健司693 (兵庫県)ｶﾉｳ ｹﾝｼﾞ

2時間24分47秒374 澤　建治1051 (安来市)ｻﾜ ｹﾝｼﾞ

2時間25分43秒375 高村　雄二959 (広島県)ﾀｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞ

2時間26分34秒376 高木　昌文704 (雲南市)ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾌﾐ

2時間27分00秒377 江角　太一郎626 (松江市)ｴｽﾐ ﾀｲﾁﾛｳ

2時間27分01秒378 松村　茂樹624 (松江市)ﾏﾂﾑﾗ ｼｹﾞｷ

2時間27分53秒379 笹田　佳孝772 (邑南町)ｻｻﾀﾞ ﾖｼﾀｶ

2時間28分39秒380 松尾　圭祐1075 (松江市)ﾏﾂｵ ｹｲｽｹ

2時間29分11秒381 嘉悦　泰博674 (兵庫県)ｶｴﾂ ﾔｽﾋﾛ

2時間29分15秒382 田丸　大樹703 (広島県)ﾀﾏﾙ ﾀﾞｲｷ

2時間29分20秒383 新宅　宏利719 (境港市)ｼﾝﾀｸ ﾋﾛﾄｼ

2時間30分45秒384 芳川　裕章996 (浜田市)ﾖｼｶﾜ ﾋﾛｱｷ

2時間31分10秒385 竹並　弘732 (出雲市)ﾀｹﾅﾐ ﾋﾛｼ

2時間31分26秒386 佐々木　宏治960 (松江市)ｻｻｷ ｺｳｼﾞ

2時間32分45秒387 佐野　史幸1018 (出雲市)ｻﾉ ﾌﾐﾕｷ

2時間33分21秒388 杉井　英作913 (松江市)ｽｷﾞｲ ｴｲｻｸ

2時間33分46秒389 高瀬　雅義608 (出雲市)ﾀｶｾ ﾏｻﾖｼ

2時間33分58秒390 川上　淳一617 (米子市)ｶﾜｶﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間36分00秒391 中井　広彰832 (米子市)ﾅｶｲ ﾋﾛｱｷ

2時間37分57秒392 石倉　洋司664 (出雲市)ｲｼｸﾗ ﾖｳｼﾞ

2時間38分44秒393 松田　秀規1043 (大田市)ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ

2時間44分14秒394 藤原　一浩760 (雲南市)ﾌｼﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間47分22秒395 石原　耕司673 (奥出雲町)ｲｼﾊﾗ ｺｳｼﾞ

2時間47分35秒396 城市　龍矢924 (松江市)ｼﾞｮｳｲﾁ ﾀﾂﾔ
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