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 2019/11/3

スタート： 10:07:00

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

39分33秒1 大塚　昭3002 (出雲市)ｵｵﾂｶ ｱｷﾗ

43分46秒2 林　武男3061 (松江市)ﾊﾔｼ ﾀｹｵ

45分45秒3 柳田　雅彦3083 (松江市)ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾏｻﾋｺ

45分53秒4 藤原　剛司3039 (岡山県)ﾌｼﾞﾜﾗ ﾂﾖｼ

46分06秒5 那須　一仁3124 (琴浦町)ﾅｽ ｶｽﾞﾋﾄ

46分10秒6 鍵谷　昌之3119 (兵庫県)ｶｷﾞﾀﾆ ﾏｻﾕｷ

47分07秒7 中村　正昭3093 (山口県)ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｱｷ

47分09秒8 金山　秀敏3021 (安来市)ｶﾅﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ

47分36秒9 古田　秀夫3085 (雲南市)ﾌﾙﾀ ﾋﾃﾞｵ

48分20秒10 三島　武3037 (松江市)ﾐｼﾏ ﾀｹｼ

48分59秒11 渡　勝也3126 (松江市)ﾜﾀﾘ ｶﾂﾔ

49分29秒12 井川　孝昭3091 (米子市)ｲｶﾞﾜ ﾀｶｱｷ

50分10秒13 堀江　祥吉3076 (出雲市)ﾎﾘｴ ｼｮｳｷﾁ

50分28秒14 嘉藤　幸久3056 (松江市)ｶﾄｳ ﾕｷﾋｻ

51分40秒15 畑　正幸3065 (出雲市)ﾊﾀ ﾏｻﾕｷ

51分59秒16 川上　義則3073 (出雲市)ｶﾜｶﾐ ﾖｼﾉﾘ

52分06秒17 金坂　仁志3142 (松江市)ｶﾈｻｶ ﾋﾄｼ

52分29秒18 中武　幸教3064 (境港市)ﾅｶﾀｹ ﾕｷﾉﾘ

52分37秒19 足立　正3026 (安来市)ｱﾀﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ

53分05秒20 里田　和徳3090 (米子市)ｻﾄﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ

53分08秒21 田中　昭美3044 (大山町)ﾀﾅｶ ｱｷﾐ

53分14秒22 石倉　隆3106 (出雲市)ｲｼｸﾗ ﾀｶｼ

53分36秒23 小豆澤　忠夫3067 (松江市)ｱｽﾞｷｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｵ

53分40秒24 坂本　久3059 (松江市)ｻｶﾓﾄ ﾋｻｼ

54分13秒25 落合　史朗3055 (兵庫県)ｵﾁｱｲ ｼﾛｳ

54分28秒26 岩田　公明3109 (安来市)ｲﾜﾀ ｷﾐｱｷ

54分28秒27 濱坂　英雄3147 (岡山県)ﾊﾏｻｶ ﾋﾃﾞｵ

54分49秒28 足立　唯雄3086 (出雲市)ｱﾀﾞﾁ ﾀﾀﾞｵ

54分52秒29 多田　薫3113 (米子市)ﾀﾀﾞ ｶｵﾙ

54分52秒30 田中　幸一3047 (安来市)ﾀﾅｶ ｺｳｲﾁ

54分53秒31 前田　純一3098 (倉吉市)ﾏｴﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ

55分05秒32 永海　幹夫3117 (出雲市)ﾅｶﾞﾐ ﾐｷｵ

55分05秒33 木本　修3141 (松江市)ｷﾓﾄ ｵｻﾑ

55分14秒34 奥田　道生3135 (広島県)ｵｸﾀﾞ ﾐﾁｵ

55分18秒35 大菅　四志夫3019 (出雲市)ｵｵｽｹﾞ ﾖｼｵ

55分25秒36 神田　貞男3087 (出雲市)ｶﾝﾀﾞ ｻﾀﾞｵ

55分31秒37 安川　正信3107 (滋賀県)ﾔｽｶﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ

55分32秒38 増野　清人3099 (岡山県)ﾏｼﾉ ｷﾖﾄ

55分40秒39 竹崎　善一3101 (大田市)ﾀｹｻﾞｷ ｾﾞﾝｲﾁ

56分00秒40 村山　進3143 (出雲市)ﾑﾗﾔﾏ ｽｽﾑ

56分02秒41 福島　高明3030 (松江市)ﾌｸｼﾏ ﾀｶｱｷ

56分14秒42 屋原　進3003 (邑南町)ﾔﾊﾞﾗ ｽｽﾑ

56分18秒43 石原　晴雄3077 (松江市)ｲｼﾊﾗ ﾊﾙｵ

56分22秒44 原　仁史3110 (松江市)ﾊﾗ ﾋﾄｼ

56分24秒45 松田　時雄3084 (松江市)ﾏﾂﾀﾞ ﾄｷｵ

56分33秒46 秋本　民夫3118 (北栄町)ｱｷﾓﾄ ﾀﾐｵ

56分34秒47 河原　俊隆3042 (出雲市)ｺﾞｳﾊﾞﾗ ﾄｼﾀｶ

56分35秒48 野場　尚3052 (兵庫県)ﾉﾊﾞ ﾀｶｼ

56分38秒49 原戸　博幸3104 (松江市)ﾊﾗﾄ ﾋﾛﾕｷ

56分42秒50 水島　博史3050 (米子市)ﾐｽﾞｼﾏ ﾋﾛｼ
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56分48秒51 石賀　敏3075 (倉吉市)ｲｼｶﾞ ｻﾄｼ

57分01秒52 岩本　謙司3024 (松江市)ｲﾜﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

57分19秒53 小川　雅幸3018 (松江市)ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ

57分23秒54 椿　俊司3017 (松江市)ﾂﾊﾞｷ ｼｭﾝｼﾞ

57分37秒55 新井　義久3041 (安来市)ｱﾗｲ ﾖｼﾋｻ

57分56秒56 小室　僚3150 (松江市)ｺﾑﾛ ﾘｮｳ

58分46秒57 宇田川　満3007 (埼玉県)ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾐﾂﾙ

58分46秒58 佐々木　秀登3006 (大田市)ｻｻｷ ﾋﾃﾞﾄ

58分49秒59 前田　昭治3134 (松江市)ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ

58分52秒60 宮本　薫3136 (安来市)ﾐﾔﾓﾄ ｶｵﾙ

58分56秒61 谷本　光正3025 (広島県)ﾀﾆﾓﾄ ﾐﾂﾏｻ

58分56秒62 中川　昇3074 (北栄町)ﾅｶｶﾞﾜ ﾉﾎﾞﾙ

59分03秒63 笠木　重人3097 (松江市)ｶｻｷﾞ ｼｹﾞﾄ

59分12秒64 野口　哲男3010 (伯耆町)ﾉｸﾞﾁ ﾃﾂｵ

59分13秒65 永井　裕二3046 (松江市)ﾅｶﾞｲ ﾕｳｼﾞ

59分16秒66 深津　勉3038 (出雲市)ﾌｶﾂ ﾂﾄﾑ

59分19秒67 別所　史男3028 (松江市)ﾍﾞｯｼｮ ﾌﾐｵ

59分19秒68 吉村　富士夫3033 (倉吉市)ﾖｼﾑﾗ ﾌｼﾞｵ

59分21秒69 川島　均3066 (松江市)ｶﾜｼﾏ ﾋﾄｼ

59分34秒70 金津　光則3111 (松江市)ｶﾅﾂ ﾐﾂﾉﾘ

59分52秒71 小村　芳康3001 (安来市)ｵﾑﾗ ﾖｼﾔｽ

59分57秒72 浅井　正寛3096 (埼玉県)ｱｻｲ ﾏｻﾋﾛ

1時間00分12秒73 柳田　二三男3004 (安来市)ﾔﾅｷﾞﾀ ﾌﾐｵ

1時間00分26秒74 塩田　英一3080 (米子市)ｼｵﾀ ｴｲｲﾁ

1時間00分34秒75 舟木　宏次3079 (松江市)ﾌﾅｷ ﾋﾛﾂｷﾞ

1時間00分48秒76 細田　正美3054 (安来市)ﾎｿﾀﾞ ﾏｻﾐ

1時間00分50秒77 日野　義信3121 (雲南市)ﾋﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ

1時間01分06秒78 江角　宏3034 (松江市)ｴｽﾐ ﾋﾛｼ

1時間02分07秒79 木村　敏彦3013 (東京都)ｷﾑﾗ ﾄｼﾋｺ

1時間02分24秒80 阿式　孝雄3105 (出雲市)ｱｼﾞｷ ﾀｶｵ

1時間02分37秒81 伊藤　學3125 (鳥取市)ｲﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ

1時間02分49秒82 景山　俊邦3088 (米子市)ｶｹﾞﾔﾏ ﾄｼｸﾆ

1時間02分54秒83 小橋　成人3132 (岡山県)ｺﾊﾞｼ ｼｹﾞﾄ

1時間02分56秒84 蔦宗　政敏3129 (岡山県)ﾂﾀﾑﾈ ﾏｻﾄｼ

1時間02分56秒85 大下　誠3089 (出雲市)ｵｵｼﾀ ﾏｺﾄ

1時間03分26秒86 三谷　禎一3043 (松江市)ﾐﾀﾆ ﾃｲｲﾁ

1時間03分39秒87 前田　日出夫3122 (日吉津村)ﾏｴﾀ ﾋﾃﾞｵ

1時間03分52秒88 曽田　一也3127 (松江市)ｿﾀ ｶｽﾞﾅﾘ

1時間04分03秒89 山下　善正3032 (北栄町)ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾏｻ

1時間04分07秒90 土山　秀雄3060 (岡山県)ﾂﾁﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ

1時間04分21秒91 横山　勝巳3051 (広島県)ﾖｺﾔﾏ ｶﾂﾐ

1時間04分38秒92 田中　晴美3062 (安来市)ﾀﾅｶ ﾊﾙﾐ

1時間04分49秒93 笹岡　功3011 (出雲市)ｻｻｵｶ ｲｻｵ

1時間04分57秒94 竹下　健二3072 (出雲市)ﾀｹｼﾀ ｹﾝｼﾞ

1時間05分19秒95 山口　昌吾3139 (米子市)ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ

1時間05分41秒96 三嶋　幸弘3031 (湯梨浜町)ﾐｼﾏ ﾕｷﾋﾛ

1時間06分36秒97 田中　信之3023 (大山町)ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間06分40秒98 渡部　舟海3014 (出雲市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳｶｲ

1時間07分18秒99 岡本　知巳3112 (米子市)ｵｶﾓﾄ ﾄﾓﾐ

1時間07分59秒100 内田　光則3152 (岡山県)ｳﾁﾀﾞ ﾐﾂﾉﾘ
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1時間08分07秒101 足田　憲昭3133 (米子市)ｱｼﾀﾞ ﾉﾘｱｷ

1時間08分15秒102 福間　淳道3063 (広島県)ﾌｸﾏ ｼﾞｭﾝﾄﾞｳ

1時間08分20秒103 大田　信雄3115 (境港市)ｵｵﾀ ﾉﾌﾞｵ

1時間08分25秒104 山下　善教3040 (岡山県)ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾉﾘ

1時間08分37秒105 爲石　益章3128 (出雲市)ﾀﾒｲｼ ﾏｽｱｷ

1時間08分46秒106 加持谷　邦男3012 (江府町)ｶｼﾞﾀﾆ ｸﾆｵ

1時間08分47秒107 石川　直樹3144 (松江市)ｲｼｶﾜ ﾅｵｷ

1時間09分19秒108 井汲　邦雄3130 (米子市)ｲｸﾐ ｸﾆｵ

1時間09分35秒109 矢田貝　洋3035 (日南町)ﾔﾀｶﾞｲ ﾋﾛｼ

1時間09分37秒110 梅田　学3008 (岡山県)ｳﾒﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ

1時間09分59秒111 岸本　幹3081 (岡山県)ｷｼﾓﾄ ｶﾝ

1時間10分08秒112 安田　勝文3027 (安来市)ﾔｽﾀﾞ ｶﾂﾌﾐ

1時間10分59秒113 福島　浩之3138 (松江市)ﾌｸｼﾏ ﾋﾛﾕｷ

1時間11分29秒114 原　治男3022 (安来市)ﾊﾗ ﾊﾙｵ

1時間11分48秒115 内藤　陽次3102 (埼玉県)ﾅｲﾄｳ ﾖｳｼﾞ

1時間11分51秒116 中本　秀行3068 (湯梨浜町)ﾅｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間11分54秒117 若林　邦明3103 (京都府)ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｸﾆｱｷ

1時間11分58秒118 浅野　幹夫3095 (松江市)ｱｻﾉ ﾐｷｵ

1時間12分26秒119 近藤　邦博3151 (安来市)ｺﾝﾄﾞｳ ｸﾆﾋﾛ

1時間13分53秒120 原　秋夫3016 (兵庫県)ﾊﾗ ｱｷｵ

1時間14分30秒121 須山　均3048 (米子市)ｽﾔﾏ ﾋﾄｼ

1時間17分00秒122 合志　熊次3120 (熊本県)ｺｳｼ ｸﾏｼﾞ

1時間18分30秒123 大西　宏明3149 (大阪府)ｵｵﾆｼ ﾋﾛｱｷ

1時間18分41秒124 小谷　敏雄3137 (米子市)ｺﾀﾆ ﾄｼｵ

1時間19分03秒125 永瀬　公男3140 (松江市)ﾅｶﾞｾ ｷﾐｵ

1時間19分50秒126 伊藤　信広3148 (米子市)ｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間21分23秒127 小林　照幸3153 (岡山県)ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙﾕｷ

1時間27分00秒128 角　祺郎3108 (米子市)ｽﾐ ﾔｽﾛｳ

1時間28分04秒129 高瀬　義明3005 (出雲市)ﾀｶｾ ﾖｼｱｷ

1時間29分03秒130 金山　日出夫3036 (松江市)ｶﾅﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ

1時間35分46秒131 原田　健3057 (北栄町)ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝ

2時間05分41秒132 但田　拓志3069 (米子市)ﾀｼﾞﾀ ﾀｸｼ
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