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31分49秒1 住本　裕樹2377 (大山町)ｽﾐﾓﾄ ﾕｳｷ

32分54秒2 日野　裕貴2429 (江津市)ﾋﾉ ﾕｳｷ

33分00秒3 勝平　拓也2361 (雲南市)ｶﾂﾋﾗ ﾀｸﾔ

33分20秒4 村岡　拓弥2389 (松江市)ﾑﾗｵｶ ﾀｸﾔ

34分01秒5 高津　府制2463 (山口県)ﾀｶﾂ ｱﾂﾉﾘ

34分06秒6 古山　義久2428 (松江市)ﾌﾙﾔﾏ ﾖｼﾋｻ

34分18秒7 永田　晃弘2330 (安来市)ﾅｶﾞﾀ ｱｷﾋﾛ

35分17秒8 荒銀　雄志2410 (安来市)ｱﾗｶﾞﾈ ﾕｳｼﾞ

35分58秒9 青山　大夢2446 (松江市)ｱｵﾔﾏ ﾋﾛﾑ

35分59秒10 永田　崇弘2331 (安来市)ﾅｶﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ

36分23秒11 新田　辰乃2452 (雲南市)ﾆｯﾀ ﾀﾂﾉﾘ

36分23秒12 谷野　聖和2433 (松江市)ﾀﾆﾉ ｼｮｳﾜ

36分48秒13 浜崎　和彬2441 (鳥取市)ﾊﾏｻｷ ｶﾂﾞﾖｼ

37分05秒14 西村　章史2362 (米子市)ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾌﾐ

37分17秒15 吉岡　和哉2388 (松江市)ﾖｼｵｶ ｶｽﾞﾔ

37分21秒16 佐藤　章典2440 (安来市)ｻﾄｳ ｱｷﾉﾘ

37分27秒17 桑谷　信也2472 (松江市)ｸﾜﾀﾆ ｼﾝﾔ

38分13秒18 山口　一之2386 (境港市)ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ

38分14秒19 秋下　岳志2401 (倉吉市)ｱｷｼﾀ ﾀｶｼ

38分40秒20 平木　洋輔2387 (米子市)ﾋﾗｷﾞ ﾖｳｽｹ

39分15秒21 勝部　晴彦2439 (米子市)ｶﾂﾍﾞ ﾊﾙﾋｺ

39分17秒22 小川　貴大2461 (米子市)ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ

40分21秒23 福島　卓2396 (松江市)ﾌｸｼﾏ ｽｸﾞﾙ

40分25秒24 藤井　祐樹2364 (奥出雲町)ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ

40分51秒25 柿本　和也2411 (境港市)ｶｷﾓﾄ ｶｽﾞﾔ

41分05秒26 井上　英明2376 (岡山県)ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞｱｷ

41分25秒27 大塚　智宏2492 (雲南市)ｵｵﾂｶ ﾄﾓﾋﾛ

41分33秒28 津森　英徳2515 (松江市)ﾂﾓﾘ ﾋﾃﾞﾉﾘ

41分58秒29 柴田　親亮2363 (倉吉市)ｼﾊﾞﾀ ｼﾝｽｹ

42分10秒30 福永　亮2455 (松江市)ﾌｸﾅｶﾞ ﾘｮｳ

42分22秒31 高力　徹2397 (米子市)ｺｳﾘｷ ﾄｵﾙ

42分50秒32 濱田　寛顕2305 (米子市)ﾊﾏﾀﾞ ﾄﾓｱｷ

42分58秒33 岡田　重敏2485 (南部町)ｵｶﾀﾞ ｼｹﾞﾄｼ

43分27秒34 長谷川　豊2390 (米子市)ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾀｶ

43分30秒35 野津　伸行2431 (松江市)ﾉﾂ ﾉﾌﾞﾕｷ

44分16秒36 斎藤　亮太2336 (松江市)ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ

44分38秒37 川端　浩史2394 (大阪府)ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ

45分04秒38 飯浜　大輔2466 (雲南市)ｲｲﾊﾏ ﾀﾞｲｽｹ

45分15秒39 桑本　直紀2367 (米子市)ｸﾜﾓﾄ ﾅｵｷ

45分15秒40 杉谷　一樹2418 (松江市)ｽｷﾞﾀﾆ ｶｽﾞｷ

45分20秒41 横野　直史2333 (鳥取市)ﾖｺﾉ ﾅｵﾌﾐ

45分24秒42 大坂　俊輔2419 (境港市)ｵｵｻｶ ｼｭﾝｽｹ

45分27秒43 南目　昌範2506 (米子市)ﾅﾝﾒ ﾏｻﾉﾘ

45分32秒44 長島　越夫2332 (松江市)ﾅｶﾞｼﾏ ｴﾂｵ

45分37秒45 岡本　浩2447 (浜田市)ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｼ

45分57秒46 小原　翔2339 (安来市)ｵﾊﾞﾗ ｶｹﾙ

46分09秒47 大橋　広昂2484 (松江市)ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾀｶ

46分19秒48 藤本　翔平2391 (松江市)ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ

46分45秒49 岩倉　一樹2358 (米子市)ｲﾜｸﾗ ｶｽﾞｷ

47分26秒50 木本　準2473 (安来市)ｷﾓﾄ ｼﾞｭﾝ
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47分32秒51 木本　亮一2414 (米子市)ｷﾓﾄ ﾘｮｳｲﾁ

47分36秒52 山本　逸人2490 (松江市)ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾄ

47分39秒53 山下　嘉一2380 (大山町)ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｶｽﾞ

47分42秒54 大塚　陽平2436 (松江市)ｵｵﾂｶ ﾖｳﾍｲ

47分55秒55 牧野　泰宏2412 (倉吉市)ﾏｷﾉ ﾔｽﾋﾛ

48分04秒56 楯　康平2382 (大山町)ﾀﾃ ｺｳﾍｲ

48分15秒57 長野　翔馬2334 (松江市)ﾅｶﾞﾉ ｼｮｳﾏ

48分20秒58 中田　翔太2320 (伯耆町)ﾅｶﾀﾞ ｼｮｳﾀ

48分23秒59 佐々木　蓮也2392 (安来市)ｻｻｷ ﾚﾝﾔ

48分51秒60 水野　豪貴2467 (松江市)ﾐｽﾞﾉ ｺﾞｳｷ

48分54秒61 笹岡　貴之2306 (出雲市)ｻｻｵｶ ﾀｶﾕｷ

48分55秒62 長谷川　弘興2443 (松江市)ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｷ

48分57秒63 大塚　佳史2303 (安来市)ｵｵﾂｶ ﾖｼﾌﾐ

48分58秒64 佐々木　翼2437 (米子市)ｻｻｷ ﾂﾊﾞｻ

48分58秒65 黒田　開夢2501 (境港市)ｸﾛﾀﾞ ｶｲﾑ

49分06秒66 実重　隆寿2408 (松江市)ｻﾈｼｹﾞ ﾀｶﾄｼ

49分24秒67 伊藤　洋2353 (出雲市)ｲﾄｳ ﾋﾛｼ

49分39秒68 山本　柊太2497 (松江市)ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾀ

50分02秒69 栂野　晶洋2523 (松江市)ﾄｶﾞﾉ ｱｷﾋﾛ

50分15秒70 冨田　純平2517 (安来市)ﾄﾐﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

50分33秒71 小川　郁生2458 (松江市)ｵｶﾞﾜ ｲｸｵ

50分36秒72 義原　豊可2338 (安来市)ﾖｼﾊﾗ ﾕﾀｶ

50分50秒73 中井　隆2323 (安来市)ﾅｶｲ ﾀｶｼ

51分04秒74 雲嶋　健太2399 (松江市)ｸﾓｼﾞﾏ ｹﾝﾀ

51分08秒75 グエン　ヒュートン2356 (米子市)ｸﾞｴﾝ ﾋｭｰﾄﾝ

51分19秒76 木村　圭介2312 (松江市)ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ

51分24秒77 足立　尭2311 (安来市)ｱﾀﾞﾁ ﾀｶｼ

51分43秒78 福嶋　唯人2482 (出雲市)ﾌｸｼﾏ ﾕｲﾄ

52分12秒79 安達　健2471 (安来市)ｱﾀﾞﾁ ﾀｹｼ

52分34秒80 小中　凌2470 (隠岐の島町)ｺﾅｶ ﾘｮｳ

52分45秒81 甲斐　大貴2483 (安来市)ｶｲ ﾋﾛｷ

52分46秒82 糸田川　啓2368 (日南町)ｲﾄﾀｶﾞﾜ ｹｲ

52分51秒83 冨田　大輔2413 (安来市)ﾄﾐﾀ ﾀﾞｲｽｹ

52分51秒84 瀬崎　雄太2343 (松江市)ｾｻｷ ﾕｳﾀ

52分51秒85 山崎　晋治2494 (出雲市)ﾔﾏｻｷ ｼﾝｼﾞ

52分59秒86 飯島　竜司2374 (米子市)ｲｲｼﾞﾏ ﾘｭｳｼﾞ

53分16秒87 景山　智央2360 (出雲市)ｶｹﾞﾔﾏ ﾄﾓｵ

53分22秒88 和泉　尚吾2308 (安来市)ｲｽﾞﾐ ｼｮｳｺﾞ

53分23秒89 川口　隆尚2309 (広島県)ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶﾋｻ

53分35秒90 太田　淳友2384 (大山町)ｵｵﾀ ｱﾂﾄﾓ

53分41秒91 坪内　和之2491 (松江市)ﾂﾎﾞｳﾁ ｶｽﾞﾕｷ

53分44秒92 池田　廉2346 (安来市)ｲｹﾀﾞ ﾚﾝ

53分46秒93 北山　大貴2317 (米子市)ｷﾀﾔﾏ ﾀﾞｲｷ

53分54秒94 石塚　佳太2427 (松江市)ｲｼﾂﾞｶ ｹｲﾀ

53分55秒95 前川　貴正2469 (岡山県)ﾏｴｶﾜ ﾀｶﾏｻ

53分58秒96 小川　遥也2342 (松江市)ｵｶﾞﾜ ﾊﾙﾔ

54分01秒97 稲田　陽介2518 (松江市)ｲﾅﾀ ﾖｳｽｹ

54分12秒98 黒田　貴司2395 (雲南市)ｸﾛﾀﾞ ﾀｶｼ

54分24秒99 伊東　成一2513 (松江市)ｲﾄｳ ｾｲｲﾁ

54分24秒100 西田　達郎2383 (大山町)ﾆｼﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ
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54分34秒101 湊　友宏2521 (松江市)ﾐﾅﾄ ﾄﾓﾋﾛ

54分46秒102 野坂　洋輔2366 (米子市)ﾉｻｶ ﾖｳｽｹ

54分50秒103 天野　紘2502 (松江市)ｱﾏﾉ ﾋﾛｼ

55分00秒104 岡　弘幸2344 (出雲市)ｵｶ ﾋﾛﾕｷ

55分02秒105 本常　舜悟2307 (松江市)ﾓﾄﾂﾈ ｼｭﾝｺﾞ

55分04秒106 門脇　裕2453 (松江市)ｶﾄﾞﾜｷ ﾕｳ

55分08秒107 小澤　和也2322 (安来市)ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ

55分09秒108 榊原　康夫2416 (松江市)ｻｶｷﾊﾗ ﾔｽｵ

55分14秒109 吉田　政司2409 (琴浦町)ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｼ

55分29秒110 永瀬　正行2402 (出雲市)ﾅｶﾞｾ ﾏｻﾕｷ

55分34秒111 石田　拓海2381 (大山町)ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾐ

55分37秒112 村上　拓也2407 (松江市)ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ

55分41秒113 桑本　雄平2496 (大山町)ｸﾜﾓﾄ ﾕｳﾍｲ

55分41秒114 川谷　知亮2373 (大阪府)ｶﾜﾀﾆ ﾄﾓｱｷ

55分41秒115 川合　礼文2328 (安来市)ｶﾜｲ ﾏｻﾕｷ

55分44秒116 加藤　元太2347 (安来市)ｶﾄｳ ｹﾞﾝﾀ

56分06秒117 東田　智宏2315 (米子市)ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

56分13秒118 長瀬　龍太郎2505 (松江市)ﾅｶﾞｾ ﾘｭｳﾀﾛｳ

56分20秒119 加藤　竜輝2424 (米子市)ｶﾄｳ ﾘｭｳｷ

56分40秒120 西尾　直也2349 (松江市)ﾆｼｵ ﾅｵﾔ

56分45秒121 井原　圭輔2456 (出雲市)ｲﾊﾞﾗ ｹｲｽｹ

56分48秒122 長谷川　雄紀2495 (米子市)ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ

56分49秒123 前原　浩司2405 (山口県)ﾏｴﾊﾗ ｺｳｼﾞ

56分51秒124 仲田　直希2435 (松江市)ﾅｶﾀﾞ ﾅｵｷ

57分09秒125 大先　秀憲2450 (米子市)ｵｵｻｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ

57分10秒126 森脇　寛貴2451 (安来市)ﾓﾘﾜｷ ﾋﾛﾀｶ

57分10秒127 塚野　優2354 (松江市)ﾂｶﾉ ﾏｻﾙ

57分10秒128 松井　靖志2465 (米子市)ﾏﾂｲ ﾔｽｼ

57分21秒129 入江　拓弥2302 (松江市)ｲﾘｴ ﾀｸﾐ

57分23秒130 原　佑樹2507 (鳥取市)ﾊﾗ ﾕｳｷ

57分33秒131 坂田　祥士2478 (米子市)ｻｶﾀ ｼｮｳｼﾞ

57分38秒132 万場　俊介2321 (米子市)ﾏﾝﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ

57分41秒133 河本　太一2477 (米子市)ｶﾜﾓﾄ ﾀｲﾁ

58分00秒134 青木　雅至2355 (出雲市)ｱｵｷ ﾏｻｼ

58分22秒135 督永　功城2489 (浜田市)ﾄｸﾅｶﾞ ｺｳｷ

58分24秒136 濱島　昌寛2512 (米子市)ﾊﾏｼﾏ ﾏｻﾋﾛ

58分27秒137 村田　卓也2335 (鳥取市)ﾑﾗﾀ ﾀｸﾔ

58分33秒138 米谷　文孝2371 (千葉県)ﾖﾈﾀﾆ ﾌﾐﾀｶ

58分51秒139 野口　貴宏2421 (米子市)ﾉｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ

59分19秒140 福井　魁晟2385 (大山町)ﾌｸｲ ｶｲｾｲ

59分27秒141 安部　慎也2340 (安来市)ｱﾍﾞ ｼﾝﾔ

59分38秒142 福寄　拓人2352 (安来市)ﾌｸﾖﾘ ﾀｸﾄ

59分38秒143 平山　海斗2350 (安来市)ﾋﾗﾔﾏ ｶｲﾄ

59分51秒144 小川　峰2498 (松江市)ｵｶﾞﾜ ﾀｶｼ

1時間00分04秒145 天野　颯也2310 (米子市)ｱﾏﾉ ｿｳﾔ

1時間00分07秒146 河野　洋平2319 (米子市)ｺｳﾉ ﾖｳﾍｲ

1時間00分21秒147 内藤　圭祐2415 (出雲市)ﾅｲﾄｳ ｹｲｽｹ

1時間00分23秒148 岩本　孝平2448 (米子市)ｲﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ

1時間01分00秒149 中村　研介2375 (米子市)ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｽｹ

1時間01分01秒150 奥田　正裕2479 (米子市)ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ
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1時間01分24秒151 高木　翔太郎2417 (松江市)ﾀｶｷ ｼｮｳﾀﾛｳ

1時間01分27秒152 岡　未来2341 (松江市)ｵｶ ﾐﾗｲ

1時間01分37秒153 長島　凌哉2500 (大田市)ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳﾔ

1時間01分50秒154 松本　淳2445 (境港市)ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝ

1時間01分54秒155 圓山　誠司2316 (伯耆町)ﾏﾙﾔﾏ ｾｲｼﾞ

1時間01分55秒156 景山　晴日2508 (安来市)ｶｹﾞﾔﾏ ﾊﾙﾋ

1時間02分12秒157 大瀧　直也2493 (松江市)ｵｵﾀｷ ﾅｵﾔ

1時間02分13秒158 三津　浩一郎2454 (松江市)ﾐﾂ ｺｳｲﾁﾛｳ

1時間02分23秒159 小栗　裕紀2301 (安来市)ｵｸﾞﾘ ﾋﾛｷ

1時間03分00秒160 川田　壮一郎2462 (米子市)ｶﾜﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ

1時間03分17秒161 丹羽　啓太2457 (松江市)ﾆﾜ ｹｲﾀ

1時間03分20秒162 石倉　直弥2359 (出雲市)ｲｼｸﾗ ﾅｵﾔ

1時間03分36秒163 清水　優2486 (出雲市)ｼﾐｽﾞ ﾕｳ

1時間03分36秒164 清水　海2487 (浜田市)ｼﾐｽﾞ ｶｲ

1時間03分46秒165 木村　優太2370 (雲南市)ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ

1時間03分55秒166 石倉　侑樹2499 (安来市)ｲｼｸﾗ ﾕｳｷ

1時間04分35秒167 長島　宏司2400 (松江市)ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛｼ

1時間04分45秒168 渡部　卓視2430 (松江市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ

1時間04分48秒169 伊豆味　隆河2426 (松江市)ｲｽﾞﾐ ﾘｭｳｶﾞ

1時間04分48秒170 近藤　祐太2425 (安来市)ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ

1時間04分51秒171 岩成　良平2504 (江府町)ｲﾜﾅﾘ ﾘｮｳﾍｲ

1時間04分54秒172 安田　匡材2480 (米子市)ﾔｽﾀﾞ ﾏｻｷ

1時間04分54秒173 石倉　悠生2525 (松江市)ｲｼｸﾗ ﾕｳｷ

1時間04分56秒174 横田　莉功2432 (川本町)ﾖｺﾀ ﾘｸ

1時間05分00秒175 武島　弘樹2357 (米子市)ﾀｹｼﾏ ﾋﾛｷ

1時間05分42秒176 難波　篤人2520 (松江市)ﾅﾝﾊﾞ ｱﾂﾄ

1時間06分30秒177 平山　直樹2314 (安来市)ﾋﾗﾔﾏ ﾅｵｷ

1時間06分39秒178 小林　和樹2449 (大山町)ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ

1時間07分43秒179 石倉　尚樹2442 (隠岐の島町)ｲｼｸﾗ ﾅｵｷ

1時間08分04秒180 遠藤　哲志2329 (埼玉県)ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ

1時間08分15秒181 石橋　玄太2519 (松江市)ｲｼﾊﾞｼ ｹﾞﾝﾀ

1時間08分36秒182 勝木　司2468 (米子市)ｶﾂｷ ﾂｶｻ

1時間09分14秒183 永島　諒2524 (松江市)ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳ

1時間09分15秒184 宇民　健一郎2522 (松江市)ｳﾀﾐ ｹﾝｲﾁﾛｳ

1時間09分30秒185 大塚　友貴2313 (松江市)ｵｵﾂｶ ﾕｳｷ

1時間09分33秒186 佐藤　祐貴2327 (松江市)ｻﾄｳ ﾕｳｷ

1時間10分18秒187 小原　昂大2509 (安来市)ｵﾊﾞﾗ ｺｳﾀ

1時間10分20秒188 西尾　孝洋2324 (安来市)ﾆｼｵ ﾀｶﾋﾛ

1時間10分33秒189 若槻　幸治2369 (広島県)ﾜｶﾂｷ ｺｳｼﾞ

1時間11分43秒190 岩﨑　光洋2351 (安来市)ｲﾜｻｷ ﾐﾂﾋﾛ

1時間11分48秒191 高橋　卓史2326 (出雲市)ﾀｶﾊｼ ﾀｶｼ

1時間11分51秒192 岩永　達也2420 (境港市)ｲﾜﾅｶﾞ ﾀﾂﾔ

1時間12分03秒193 糸原　大佑2510 (松江市)ｲﾄﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ

1時間12分47秒194 安達　すばる2434 (松江市)ｱﾀﾞﾁ ｽﾊﾞﾙ

1時間13分35秒195 紙谷　淳司2516 (大阪府)ｶﾐﾀﾆ ｱﾂｼ

1時間14分18秒196 万場　寛史2337 (米子市)ﾏﾝﾊﾞ ﾋﾛｼ

1時間15分36秒197 佐田　明弘2406 (松江市)ｻﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

1時間18分01秒198 森下　幸弘2459 (境港市)ﾓﾘｼﾀ ﾕｷﾋﾛ

1時間19分57秒199 井上　耕作2474 (松江市)ｲﾉｳｴ ｺｳｻｸ

1時間23分24秒200 原田　翔太2403 (岡山県)ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳﾀ
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