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34分46秒1 新田　淳也2813 (益田市)ﾆｯﾀ ｼﾞｭﾝﾔ

35分11秒2 井上　礼二2749 (奥出雲町)ｲﾉｳｴ ﾚｲｼﾞ

35分23秒3 永井　誠2738 (埼玉県)ﾅｶﾞｲ ﾏｺﾄ

36分05秒4 持田　淳2632 (松江市)ﾓﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝ

37分06秒5 小池　仁一2737 (埼玉県)ｺｲｹ ｼﾞﾝｲﾁ

38分10秒6 竹下　陽一2734 (出雲市)ﾀｹｼﾀ ﾖｳｲﾁ

38分17秒7 陶山　邦明2848 (出雲市)ｽﾔﾏ ｸﾆｱｷ

38分33秒8 池上　高司2689 (岡山県)ｲｹｶﾞﾐ ﾀｶｼ

38分52秒9 長戸　政利2708 (益田市)ﾅｶﾞﾄ ﾏｻﾄｼ

38分57秒10 長岡　良隆2797 (出雲市)ﾅｶﾞｵｶ ﾖｼﾀｶ

39分19秒11 内坂　学2605 (邑南町)ｳﾁｻｶ ﾏﾅﾌﾞ

39分32秒12 中本　洋志2768 (鳥取市)ﾅｶﾓﾄ ﾋﾛｼ

39分44秒13 加藤　浩2806 (出雲市)ｶﾄｳ ﾋﾛｼ

40分20秒14 日野　誠2775 (松江市)ﾋﾉ ﾏｺﾄ

40分20秒15 重田　真二2753 (大田市)ｼｹﾞﾀ ｼﾝｼﾞ

40分54秒16 森川　直人2638 (岡山県)ﾓﾘｶﾜ ﾅｵﾄ

41分09秒17 吉岡　孝朗2804 (松江市)ﾖｼｵｶ ﾀｶｱｷ

41分30秒18 入江　秀憲2663 (米子市)ｲﾘｴ ﾋﾃﾞﾉﾘ

41分36秒19 神庭　悠介2752 (松江市)ｶﾝﾊﾞ ﾕｳｽｹ

41分41秒20 千代　知明2796 (松江市)ﾁｼﾛ ﾄﾓｱｷ

41分43秒21 山根　繁美2681 (大山町)ﾔﾏﾈ ｼｹﾞﾖｼ

41分52秒22 小豆沢　政和2739 (松江市)ｱｽﾞｷｻﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ

42分02秒23 浜辺　友厚2913 (鳥取市)ﾊﾏﾍﾞ ﾄﾓｱﾂ

42分03秒24 熊谷　治2909 (広島県)ｸﾏｶﾞｲ ｵｻﾑ

42分11秒25 袖本　健一2901 (松江市)ｿﾃﾞﾓﾄ ｹﾝｲﾁ

43分01秒26 楫屋　洋一2863 (米子市)ｶｼﾞﾔ ﾖｳｲﾁ

43分01秒27 加納　健一2644 (安来市)ｶﾉｳ ｹﾝｲﾁ

43分19秒28 美甘　宣之2606 (米子市)ﾐｶﾝ ﾉﾌﾞﾕｷ

43分24秒29 松本　健2719 (東京都)ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹｼ

43分43秒30 高羽　英文2856 (益田市)ﾀｶﾊﾞ ﾋﾃﾞﾌﾐ

43分52秒31 生林　康範2610 (米子市)ｲｹﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾉﾘ

44分16秒32 田邊　忍2648 (米子市)ﾀﾅﾍﾞ ｼﾉﾌﾞ

44分29秒33 南　弘志2818 (境港市)ﾐﾅﾐ ﾋﾛｼ

44分35秒34 大石　得学2789 (岡山県)ｵｵｲｼ ﾄｸﾏ

44分46秒35 清水　達也2619 (鳥取市)ｼﾐｽﾞ ﾀﾂﾔ

44分46秒36 星野　誠2817 (雲南市)ﾎｼﾉ ﾏｺﾄ

45分10秒37 谷本　俊治2751 (松江市)ﾀﾆﾓﾄ ｼｭﾝｼﾞ

45分13秒38 深津　英夫2894 (松江市)ﾌｶﾂ ﾋﾃﾞｵ

45分37秒39 田野　崇右2828 (米子市)ﾀﾉ ｿｳｽｹ

45分42秒40 大國　智之2861 (松江市)ｵｵｸﾞﾆ ﾄﾓﾕｷ

45分53秒41 森田　修司2607 (松江市)ﾓﾘﾀ ｼｭｳｼﾞ

45分58秒42 狩野　慎2707 (雲南市)ｶﾘﾉ ｼﾝ

46分08秒43 山川　正人2650 (安来市)ﾔﾏｶﾜ ﾏｻﾄ

46分22秒44 大坂　良介2721 (松江市)ｵｵｻｶ ﾘｮｳｽｹ

46分23秒45 谷永　英樹2824 (大山町)ﾀﾆﾅｶﾞ ﾋﾃﾞｷ

46分46秒46 岩谷　悟2883 (松江市)ｲﾜﾀﾆ ｻﾄﾙ

47分23秒47 山田　英樹2802 (松江市)ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ

47分27秒48 藤原　操2835 (境港市)ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐｻｵ

47分30秒49 桑原　亘治2722 (雲南市)ｸﾜﾊﾞﾗ ｺｳｼﾞ

47分31秒50 森灘　一志2830 (境港市)ﾓﾘﾅﾀﾞ ｶｽﾞｼ
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47分37秒51 佐桑　秀樹2793 (松江市)ｻｸﾜ ﾋﾃﾞｷ

47分37秒52 竹原　隆司2757 (出雲市)ﾀｹﾊﾗ ﾘｭｳｼﾞ

47分41秒53 児山　則和2714 (岡山県)ｺﾔﾏ ﾉﾘｶｽﾞ

48分00秒54 濱本　容大2712 (米子市)ﾊﾏﾓﾄ ﾖｳﾀﾞｲ

48分08秒55 松本　昭治2674 (境港市)ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ

48分11秒56 大櫃　英治2684 (安来市)ｵｵﾋﾞﾂ ｴｲｼﾞ

48分19秒57 永見　正己2803 (出雲市)ﾅｶﾞﾐ ﾏｻﾐ

48分22秒58 小山　剛2767 (松江市)ｺﾔﾏ ﾂﾖｼ

48分36秒59 清水　誠二2858 (出雲市)ｼﾐｽﾞ ｾｲｼﾞ

48分41秒60 山根　栄寿2747 (松江市)ﾔﾏﾈ ｴｲｼﾞ

49分07秒61 上田　慶2677 (出雲市)ｳｴﾀﾞ ｹｲ

49分11秒62 信本　利宏2718 (鳥取市)ﾉﾌﾞﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ

49分21秒63 岡村　穣2815 (岡山県)ｵｶﾑﾗ ﾕﾀｶ

49分28秒64 日野　治己2657 (出雲市)ﾋﾉ ﾊﾙﾐ

49分29秒65 福島　保2633 (岡山県)ﾌｸｼﾏ ﾀﾓﾂ

49分32秒66 田川　陽一2906 (安来市)ﾀｶﾞﾜ ﾖｳｲﾁ

49分34秒67 岩田　公明2850 (安来市)ｲﾜﾀ ｷﾐｱｷ

49分37秒68 原田　晋也2833 (松江市)ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝﾔ

49分39秒69 小原　宜克2643 (安来市)コﾊﾗ ﾀｶﾖｼ

49分47秒70 浜崎　聡2825 (南部町)ﾊﾏｻｷ ｻﾄｼ

49分51秒71 森田　久仁彦2842 (松江市)ﾓﾘﾀ ｸﾆﾋｺ

49分53秒72 阿式　利浩2826 (米子市)ｱｼﾞｷ ﾄｼﾋﾛ

50分05秒73 加納　秀二2754 (松江市)ｶﾉｳ ｼｭｳｼﾞ

50分14秒74 八久保　安治2885 (大阪府)ﾊﾁｸﾎﾞ ﾔｽﾊﾙ

50分19秒75 吉野　司2682 (米子市)ﾖｼﾉ ﾂｶｻ

50分21秒76 木下　雅弘2622 (鳥取市)ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾋﾛ

50分23秒77 木島　徹二2890 (八頭町)ｷｼﾏ ﾃﾂｼﾞ

50分24秒78 森田　将徳2780 (岡山県)ﾓﾘﾀ ﾏｻﾉﾘ

50分24秒79 松本　直樹2870 (境港市)ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ

50分25秒80 松尾　護2869 (松江市)ﾏﾂｵ ﾏﾓﾙ

50分26秒81 臼井　利光2777 (松江市)ｳｽｲ ﾄｼﾐﾂ

50分27秒82 長谷川　善2665 (安来市)ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾙ

50分27秒83 内林　義治2832 (京都府)ｳﾁﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾊﾙ

50分41秒84 山口　和彦2716 (鳥取市)ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｺ

50分45秒85 渡辺　裕介2862 (米子市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ

50分48秒86 平丸　圭吾2844 (松江市)ﾋﾗﾏﾙ ｹｲｺﾞ

50分52秒87 水口　賢吾2713 (米子市)ﾐｽﾞｸﾁ ｹﾝｺﾞ

50分57秒88 さこ畑　将隆2851 (南部町)ｻｺﾊﾀ ﾏｻﾀｶ

51分05秒89 岩田　睦己2697 (安来市)ｲﾜﾀ ﾑﾂﾐ

51分08秒90 石原　英樹2688 (松江市)ｲｼﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ

51分11秒91 安部　雅彦2626 (出雲市)ｱﾍﾞ ﾏｻﾋｺ

51分12秒92 奥原　哲也2678 (松江市)ｵｸﾊﾗ ﾃﾂﾔ

51分18秒93 松本　健治2609 (松江市)ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

51分25秒94 後藤　俊弘2603 (松江市)ｺﾞﾄｳ ﾄｼﾋﾛ

51分28秒95 馬渡　謙二2881 (松江市)ﾏﾜﾀﾘ ｹﾝｼﾞ

51分31秒96 藤原　智弘2629 (松江市)ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄﾓﾋﾛ

51分32秒97 武上　武志2611 (松江市)ﾀｹｶﾞﾐ ﾀｹｼ

51分36秒98 山本　義浩2880 (出雲市)ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ

51分42秒99 澤田　広2702 (雲南市)ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛｼ

51分46秒100 佐藤　靖夫2846 (松江市)ｻﾄｳ ﾔｽｵ
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51分46秒101 多久和　重義2655 (松江市)ﾀｸﾜ ｼｹﾞﾖｼ

51分51秒102 松浦　祐二2615 (安来市)ﾏﾂｳﾗ ﾕｳｼﾞ

52分03秒103 中嶋　純樹2683 (米子市)ﾅｶｼﾏ ｼﾞｭﾝｷ

52分16秒104 佐々木　慎二2614 (安来市)ｻｻｷ ｼﾝｼﾞ

52分19秒105 石倉　勝志2743 (松江市)ｲｼｸﾗ ｶﾂｼ

52分25秒106 鐘築　健2795 (松江市)ｶﾈﾁｸ ﾀｹｼ

52分27秒107 永井　武2820 (松江市)ﾅｶﾞｲ ﾀｹｼ

52分30秒108 米山　博佳2700 (出雲市)ﾖﾈﾔﾏ ﾋﾛﾖｼ

52分33秒109 庄司　治夫2658 (安来市)ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙｵ

52分45秒110 本常　武志2604 (松江市)ﾓﾄﾂﾈ ﾀｹｼ

52分49秒111 岡山　毅2794 (鳥取市)ｵｶﾔﾏ ﾀｹｼ

52分50秒112 原　勇治2630 (雲南市)ﾊﾗ ﾕｳｼﾞ

52分53秒113 高橋　和弘2613 (松江市)ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ

53分02秒114 山崎　純2875 (安来市)ﾔﾏｻｷ ﾏｺﾄ

53分16秒115 井上　啓一2711 (北栄町)ｲﾉｳｴ ｹｲｲﾁ

53分21秒116 実重　憲幸2608 (安来市)ｻﾈｼｹﾞ ﾉﾘﾕｷ

53分27秒117 大塚　正晃2727 (米子市)ｵｵﾂｶ ﾏｻｱｷ

53分36秒118 伊藤　哲也2646 (松江市)ｲﾄｳ ﾃﾂﾔ

53分41秒119 永田　裕也2853 (松江市)ﾅｶﾞﾀ ﾕｳﾔ

53分49秒120 賀原　健司2755 (岡山県)ｶﾊﾗ ｹﾝｼﾞ

54分03秒121 釜谷　由貴2779 (広島県)ｶﾏﾀﾆ ﾕﾀｶ

54分15秒122 松原　薫2810 (兵庫県)ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶｵﾙ

54分19秒123 足立　哲治2873 (米子市)ｱﾀﾞﾁ ﾃﾂｼﾞ

54分19秒124 吉田　典史2741 (松江市)ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘﾌﾐ

54分32秒125 品川　誠2821 (米子市)ｼﾅｶﾞﾜ ﾏｺﾄ

54分39秒126 上田　秀司2679 (米子市)ｳｴﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ

54分48秒127 渋山　直伸2735 (松江市)ｼﾌﾞﾔﾏ ﾅｵﾉﾌﾞ

54分52秒128 原　和行2687 (松江市)ﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ

54分53秒129 西谷　卓郎2602 (米子市)ﾆｼﾀﾆ ﾀｸﾛｳ

54分58秒130 米澤　裕一2746 (倉吉市)ﾖﾈｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ

55分02秒131 系　信裕2720 (広島県)ｲﾄ ﾉﾌﾞﾋﾛ

55分10秒132 大天　暁史2910 (米子市)ﾀﾞｲﾃﾝ ｱｷﾌﾐ

55分19秒133 渡部　学2877 (出雲市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾌﾞ

55分21秒134 坪倉　匡宏2867 (米子市)ﾂﾎﾞｸﾗ ﾏｻﾋﾛ

55分27秒135 原　紀行2710 (出雲市)ﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ

55分28秒136 重見　守昭2827 (松江市)ｼｹﾞﾐ ﾓﾘｱｷ

55分41秒137 加納　雅章2893 (松江市)ｶﾉｳ ﾏｻｱｷ

55分46秒138 二見　順治2745 (愛媛県)ﾌﾀﾐ ｼﾞｭﾝｼﾞ

55分47秒139 田原　烈2865 (出雲市)ﾀﾊﾗ ﾚﾂ

55分48秒140 藤田　正之2652 (安来市)ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾕｷ

55分52秒141 越野　浩一2692 (松江市)ｺｼﾉ ｺｳｲﾁ

55分56秒142 佐々木　忠2866 (安来市)ｻｻｷ ﾀﾀﾞｼ

55分57秒143 杉原　雅彦2705 (松江市)ｽｷﾞﾊﾗ ﾏｻﾋｺ

56分12秒144 前谷　誠2799 (南部町)ﾏｴﾀﾆ ﾏｺﾄ

56分16秒145 奥田　宗三2659 (宮崎県)ｵｸﾀﾞ ｼｭｳｿﾞｳ

56分20秒146 高橋　貴史2699 (松江市)ﾀｶﾊｼ ﾀｶｼ

56分26秒147 内藤　博之2792 (米子市)ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ

56分40秒148 吉木　孝之2694 (米子市)ﾖｼｷﾞ ﾀｶﾕｷ

56分41秒149 佐野　智明2661 (出雲市)ｻﾉ ﾄﾓｱｷ

56分47秒150 大森　雄介2760 (安来市)ｵｵﾓﾘ ﾕｳｽｹ
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56分51秒151 西尾　康弘2882 (松江市)ﾆｼｵ ﾔｽﾋﾛ

56分53秒152 飯塚　誠司2891 (松江市)ｲｲﾂｶ ｾｲｼﾞ

56分54秒153 西川　隆文2671 (米子市)ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾌﾐ

56分54秒154 小川　晋志2899 (松江市)ｵｶﾞﾜ ｼﾝｼﾞ

57分08秒155 常松　慶久2860 (松江市)ﾂﾈﾏﾂ ﾖｼﾋｻ

57分15秒156 安岡　隆秀2816 (米子市)ﾔｽｵｶ ﾀｶﾋﾃﾞ

57分19秒157 加藤　雄一郎2845 (米子市)ｶﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ

57分27秒158 上村　勝昭2620 (伯耆町)ｳｴﾑﾗ ｶﾂｱｷ

57分36秒159 都田　慎也2706 (南部町)ﾐﾔｺﾀﾞ ｼﾝﾔ

57分38秒160 柿田　和男2645 (松江市)ｶｷﾀ ｶｽﾞｵ

57分40秒161 石津　賢一2668 (米子市)ｲｼﾂﾞ ｹﾝｲﾁ

57分41秒162 仙田　哲也2660 (安来市)ｾﾝﾀﾞ ﾃﾂﾔ

57分46秒163 米谷　圭司2822 (鳥取市)ﾖﾈﾀﾆ ｹｲｼﾞ

57分54秒164 黒田　和男2855 (南部町)ｸﾛﾀﾞ ｶｽﾞｵ

57分56秒165 馬場　良二2601 (境港市)ﾊﾞﾊﾞ ﾘｮｳｼﾞ

58分01秒166 竹内　敏幸2770 (出雲市)ﾀｹｳﾁ ﾄｼﾕｷ

58分03秒167 吉岡　智久2907 (松江市)ﾖｼｵｶ ﾄﾓﾋｻ

58分04秒168 原　一彦2834 (安来市)ﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ

58分10秒169 波多野　満2849 (出雲市)ﾊﾀﾞﾉ ﾐﾂﾙ

58分33秒170 内藤　正志2781 (出雲市)ﾅｲﾄｳ ﾏｻｼ

58分38秒171 竹本　直明2772 (米子市)ﾀｹﾓﾄ ﾅｵｱｷ

58分41秒172 本　池　寿2903 (米子市)ﾓﾄｲｹ ﾋｻｼ

58分43秒173 谷本　健二2784 (大山町)ﾀﾆﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

58分46秒174 藤井　智之2811 (岡山県)ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾕｷ

58分48秒175 福田　浩二2631 (安来市)ﾌｸﾀﾞ ｺｳｼﾞ

58分51秒176 矢田　俊己2656 (安来市)ﾔﾀﾞ ﾄｼﾐ

58分57秒177 原田　洋2889 (大田市)ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｼ

59分40秒178 大西　博史2618 (南部町)ｵｵﾆｼ ﾋﾛｼ

59分40秒179 福間　和基2859 (出雲市)ﾌｸﾏ ｶｽﾞﾓﾄ

59分45秒180 清水　真2886 (出雲市)ｼﾐｽﾞ ﾏｺﾄ

59分50秒181 瀬尾　明人2654 (米子市)ｾｵ ｱｷﾄ

59分52秒182 渡部　勇2666 (松江市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｻﾑ

59分54秒183 角折　聖2639 (米子市)ﾂﾉｵﾘ ｻﾄｼ

59分56秒184 森　和哉2837 (松江市)ﾓﾘ ｶｽﾞﾔ

1時間00分18秒185 中本　貴美2773 (松江市)ﾅｶﾓﾄ ﾖｼﾐ

1時間00分21秒186 細田　裕史2868 (松江市)ﾎｿﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ

1時間00分22秒187 角西　厚彦2878 (鳥取市)ｶﾄﾞﾆｼ ｱﾂﾋｺ

1時間00分25秒188 野木　寿也2852 (兵庫県)ﾉｷﾞ ﾋｻﾔ

1時間00分35秒189 森脇　俊介2805 (米子市)ﾓﾘﾜｷ ｼｭﾝｽｹ

1時間00分42秒190 實重　真2624 (安来市)ｻﾈｼｹﾞ ﾏｺﾄ

1時間00分51秒191 森　紳二郎2778 (米子市)ﾓﾘ ｼﾝｼﾞﾛｳ

1時間00分52秒192 岩田　雅彦2765 (松江市)ｲﾜﾀ ﾏｻﾋｺ

1時間00分59秒193 佐藤　仁2696 (米子市)ｻﾄｳ ﾋﾄｼ

1時間01分06秒194 長谷川　弘2801 (出雲市)ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

1時間01分31秒195 河原　一2892 (松江市)ｺﾞｳﾊﾞﾗ ﾊｼﾞﾒ

1時間01分42秒196 山下　賢次2839 (米子市)ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｼﾞ

1時間01分49秒197 石井　浩一2725 (米子市)ｲｼｲ ｺｳｲﾁ

1時間02分10秒198 宮崎　亮2732 (松江市)ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳ

1時間02分13秒199 永島　秀典2864 (松江市)ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間02分15秒200 福田　康伴2769 (出雲市)ﾌｸﾀﾞ ﾔｽﾄﾓ
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1時間02分16秒201 櫻井　明人2843 (米子市)ｻｸﾗｲ ｱｷﾄ

1時間02分17秒202 樋口　正生2672 (米子市)ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｵ

1時間02分20秒203 髙野　誠2625 (松江市)ﾀｶﾉ ﾏｺﾄ

1時間02分23秒204 小椋　広美2800 (若桜町)ｵｸﾞﾗ ﾋﾛﾐ

1時間02分43秒205 吉岡　亨2673 (境港市)ﾖｼｵｶ ﾄｵﾙ

1時間02分48秒206 今出　康弘2649 (米子市)ｲﾏﾃﾞ ﾔｽﾋﾛ

1時間03分03秒207 石田　正実2653 (安来市)ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾐ

1時間03分10秒208 小川　雅隆2776 (松江市)ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾀｶ

1時間03分11秒209 中本　信幸2809 (倉吉市)ﾅｶﾓﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間03分24秒210 久保田　康司2854 (出雲市)ｸﾎﾞﾀ ｺｳｼﾞ

1時間03分44秒211 中西　真之2888 (松江市)ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾕｷ

1時間03分46秒212 木村　克志2763 (雲南市)ｷﾑﾗ ｶﾂｼ

1時間04分05秒213 秋山　正宣2887 (倉吉市)ｱｷﾔﾏ ﾏｻﾉﾌﾞ

1時間04分24秒214 遠藤　喜好2791 (安来市)ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾖｼ

1時間04分34秒215 原　浩一2703 (安来市)ﾊﾗ ｺｳｲﾁ

1時間04分53秒216 金山　了2905 (安来市)ｶﾅﾔﾏ ﾘｮｳ

1時間05分10秒217 山根　一幸2662 (出雲市)ﾔﾏﾈ ｶｽﾞﾕｷ

1時間05分27秒218 岩成　安博2847 (松江市)ｲﾜﾅﾘ ﾔｽﾋﾛ

1時間05分33秒219 飴谷　資樹2758 (米子市)ｱﾒﾀﾆ ﾓﾄｷ

1時間05分36秒220 中西　伸宏2623 (米子市)ﾅｶﾆｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間05分40秒221 坂本　真也2728 (米子市)ｻｶﾓﾄ ｼﾝﾔ

1時間05分54秒222 石川　裕資2695 (日吉津村)ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾓﾄ

1時間05分55秒223 木村　剛2912 (雲南市)ｷﾑﾗ ﾀｹｼ

1時間06分39秒224 小原　正義2612 (安来市)ｵﾊﾞﾗ ﾏｻﾖｼ

1時間06分46秒225 金森　淳也2819 (松江市)ｶﾅﾓﾘ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間06分51秒226 澤田　誠2896 (米子市)ｻﾜﾀﾞ ﾏｺﾄ

1時間07分02秒227 岩田　健治2829 (安来市)ｲﾜﾀ ｹﾝｼﾞ

1時間07分15秒228 桐原　学2808 (松江市)ｷﾘﾊﾗ ﾏﾅﾌﾞ

1時間07分29秒229 高野　照章2898 (出雲市)ﾀｶﾉ ﾃﾙｱｷ

1時間07分30秒230 田代　智彦2876 (米子市)ﾀｼﾛ ﾄﾓﾋｺ

1時間08分01秒231 石倉　研司2637 (松江市)ｲｼｸﾗ ｹﾝｼﾞ

1時間08分03秒232 柳田　慎一2670 (松江市)ﾔﾅﾀﾞ ｼﾝｲﾁ

1時間08分06秒233 松田　秀和2874 (米子市)ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

1時間08分38秒234 笠見　孝徳2616 (鳥取市)ｶｻﾐ ﾀｶﾉﾘ

1時間09分40秒235 加藤　秀史2807 (愛知県)ｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾌﾐ

1時間09分46秒236 田中　学2788 (益田市)ﾀﾅｶ ﾏﾅﾌﾞ

1時間09分52秒237 渡部　和博2628 (松江市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間09分58秒238 高橋　潤2704 (兵庫県)ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ

1時間10分06秒239 佐々木　謙幸2669 (米子市)ｻｻｷ ﾉﾘﾕｷ

1時間10分09秒240 内田　和秀2736 (安来市)ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

1時間10分23秒241 角　一彦2762 (米子市)ｽﾐ ｶｽﾞﾋｺ

1時間10分32秒242 佐々木　固生2872 (境港市)ｻｻｷ ｺｾｲ

1時間10分35秒243 鹿島　孝視2798 (松江市)ｶｼﾏ ﾀｶｼ

1時間10分36秒244 佐藤　達明2812 (松江市)ｻﾄｳ ﾀﾂｱｷ

1時間10分37秒245 山本　公司2814 (松江市)ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1時間11分07秒246 有本　史哉2785 (大山町)ｱﾘﾓﾄ ﾌﾐﾔ

1時間11分12秒247 稲葉　崇文2642 (松江市)ｲﾅﾊﾞ ﾀｶﾌﾐ

1時間11分13秒248 小原　幸照2726 (米子市)ｺﾊﾞﾗ ﾃﾙｱｷ

1時間11分15秒249 仁井　誠二2690 (安来市)ﾆｲ ｾｲｼﾞ

1時間12分23秒250 細川　英一2787 (出雲市)ﾎｿｶﾜ ﾋﾃﾞｶｽﾞ
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1時間12分33秒251 横山　修司2640 (米子市)ﾖｺﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ

1時間12分47秒252 戸田　高之2831 (松江市)ﾄﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

1時間13分13秒253 山増　武志2651 (安来市)ﾔﾏﾏｽ ﾀｹｼ

1時間13分28秒254 杉原　真司2823 (出雲市)ｽｷﾞﾊﾗ ｼﾝｼﾞ

1時間13分46秒255 内田　洋祐2884 (松江市)ｳﾁﾀﾞ ﾖｳｽｹ

1時間14分06秒256 増成　太郎2786 (広島県)ﾏｽﾅﾘ ﾀﾛｳ

1時間15分23秒257 尾崎　和也2840 (鳥取市)ｵｻｷ ｶｽﾞﾔ

1時間16分19秒258 藤井　浩治2676 (出雲市)ﾌｼﾞｲ ｺｳｼﾞ

1時間16分33秒259 上代　章2759 (出雲市)ｼﾞｮｳﾀﾞｲ ｱｷﾗ

1時間18分52秒260 山根　剛史2771 (米子市)ﾔﾏﾈ ﾂﾖｼ

1時間23分35秒261 浦上　頼昭2841 (岡山県)ｳﾗｶﾐ ﾖﾘｱｷ

1時間24分25秒262 大山　行教2641 (倉吉市)ｵｵﾔﾏ ﾕｷﾉﾘ

1時間38分00秒263 梅迫　久男2733 (広島県)ｳﾒｻｺ ﾋｻｵ

1時間38分26秒264 浜田　幹也2723 (境港市)ﾊﾏﾀﾞ ﾐｷﾔ
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