
- 第15回なかうみマラソン全国大会 -

十神山コース「５km」男39歳以下

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2019/11/3

スタート： 10:15:00

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

16分22秒1 竹内　達也3705 (松江市)ﾀｹｳﾁ ﾀﾂﾔ

17分20秒2 坂根　智也3625 (安来市)ｻｶﾈ ﾄﾓﾔ

17分21秒3 佐々木　貴行3681 (米子市)ｻｻｷ ﾀｶﾕｷ

17分28秒4 外園　恭士3608 (神奈川県)ﾎｶｿﾞﾉ ﾔｽﾄ

17分58秒5 森脇　博之3686 (松江市)ﾓﾘﾜｷ ﾋﾛﾕｷ

18分20秒6 奥田　和也3698 (隠岐の島町)ｵｸﾀﾞ ｶｽﾞﾔ

18分27秒7 富田　光貴3697 (出雲市)ﾄﾐﾀ ﾐﾂﾖｼ

18分50秒8 謝花　颯汰3725 (安来市)ｼﾞｬﾊﾅ ｿｳﾀ

19分17秒9 高田　一秀3621 (安来市)ﾀｶﾀ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

19分20秒10 石田　俊樹3684 (米子市)ｲｼﾀﾞ ﾄｼｷ

19分33秒11 大山　輝向3729 (米子市)ｵｵﾔﾏ ﾋﾅﾀ

19分36秒12 舟木　裕太3633 (安来市)ﾌﾅｷ ﾕｳﾀ

19分44秒13 津嶋　基稀3630 (安来市)ﾂｼﾏ ﾓﾄｷ

19分46秒14 金山　亮太3620 (安来市)ｶﾅﾔﾏ ﾘｮｳﾀ

19分58秒15 大梶　功記3718 (出雲市)ｵｵｶｼﾞ ｺｳｷ

20分11秒16 名原　秀一3734 (雲南市)ﾅﾊﾞﾗ ｼｭｳｲﾁ

20分18秒17 原　勇真3629 (安来市)ﾊﾗ ﾕｳﾏ

20分25秒18 福田　将斗3643 (松江市)ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾄ

20分29秒19 小瀧　友也3606 (岡山県)ｺﾀｷ ﾕｳﾔ

20分35秒20 前嶋　裕佑3728 (安来市)ﾏｴｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ

20分48秒21 加納　勝也3607 (安来市)ｶﾉｳ ｶﾂﾔ

20分49秒22 日下　優希3726 (松江市)ｸｻｶ ﾕｳｷ

21分47秒23 本村　省吾3733 (松江市)ﾓﾄﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ

21分56秒24 田中　人士3675 (出雲市)ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ

22分07秒25 原瀬　規夫3670 (安来市)ﾊﾗｾ ﾉﾘｵ

22分11秒26 板垣　優希3682 (飯南町)ｲﾀｶﾞｷ ﾕｳｷ

22分20秒27 大島　唯颯3631 (安来市)ｵｵｼﾏ ｲﾌﾞｷ

22分23秒28 成相　満3694 (出雲市)ﾅﾘｱｲ ﾐﾂﾙ

22分35秒29 岩﨑　優雅3632 (安来市)ｲﾜｻｷ ﾕｳｶﾞ

22分41秒30 黒田　晋之介3666 (米子市)ｸﾛﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ

22分42秒31 森次　宏旭3664 (智頭町)ﾓﾘﾂｸﾞ ﾋﾛｱｷ

22分43秒32 青戸　和成3672 (安来市)ｱｵﾄ ｶｽﾞﾅﾘ

23分39秒33 内田　悠貴3674 (松江市)ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｷ

23分48秒34 曽田　和真3709 (松江市)ｿﾀ ｶｽﾞﾏ

23分49秒35 冨賀見　颯3722 (米子市)ﾌｶﾐ ﾊﾔﾃ

23分54秒36 中村　寿己3720 (米子市)ﾅｶﾑﾗ ﾄｼｷ

23分55秒37 角森　翔太3641 (安来市)ﾂﾉﾓﾘ ｼｮｳﾀ

24分29秒38 グエン　ヴァン　チュン3604 (安来市)ｸﾞｴﾝ ｳﾞｧﾝ ﾁｭﾝ

24分30秒39 ドー　タイン　トゥン3603 (安来市)ﾄﾞｰ ﾀｲﾝ ﾄｩﾝ

24分34秒40 武田　健嗣3721 (米子市)ﾀｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

24分39秒41 植田　敬助3637 (安来市)ｳｴﾀﾞ ｹｲｽｹ

25分03秒42 野津　大地3700 (松江市)ﾉﾂ ﾀﾞｲﾁ

25分11秒43 兼本　一輝3605 (米子市)ｶﾈﾓﾄ ｶｽﾞｷ

25分19秒44 法橋　直輝3627 (松江市)ﾎｯｷｮｳ ﾅｵｷ

25分22秒45 住田　奈津樹3703 (安来市)ｽﾐﾀﾞ ﾅﾂｷ

25分22秒46 青木　駿也3611 (安来市)ｱｵｷ ｼｭﾝﾔ

25分24秒47 松尾　美貴3648 (松江市)マツオ　ヨシキ

25分30秒48 永瀬　大輔3706 (松江市)ﾅｶﾞｾ ﾀﾞｲｽｹ

25分37秒49 遠藤　博史3713 (出雲市)ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ

25分50秒50 宮脇　駿一3714 (鳥取市)ﾐﾔﾜｷ ｼｭﾝｲﾁ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第15回なかうみマラソン全国大会 -

十神山コース「５km」男39歳以下

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2019/11/3

スタート： 10:15:00

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

25分54秒51 藤原　大起3601 (松江市)ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｲｷ

26分03秒52 宮本　夏樹3615 (安来市)ﾐﾔﾓﾄ ﾅﾂｷ

26分10秒53 出口　啓介3711 (松江市)ﾃﾞｸﾞﾁ ｹｲｽｹ

26分11秒54 瀧口　倍達3671 (松江市)ﾀｷｸﾞﾁ ﾏｽﾀﾂ

26分29秒55 川元　一弘3667 (出雲市)ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ

26分30秒56 塩道　直貴3695 (米子市)ｼｵﾐﾁ ﾅｵｷ

26分44秒57 山田　和輝3635 (岩美町)ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ

26分55秒58 奥原　大輔3696 (米子市)ｵｸﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ

27分02秒59 渡辺　勝3662 (鳥取市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾙ

27分15秒60 冨田　哲兵3609 (安来市)ﾄﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ

27分17秒61 藤井　昌則3623 (安来市)ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾉﾘ

27分21秒62 飯島　涼介3652 (米子市)ｲｲｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ

27分36秒63 青戸　文孝3732 (松江市)ｱｵﾄ ﾌﾐﾀｶ

27分45秒64 安達　知寛3712 (松江市)ｱﾀﾞﾁ ﾁﾋﾛ

27分53秒65 池田　明弘3680 (出雲市)ｲｹﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

28分10秒66 佐々木　直飛3617 (安来市)ｻｻｷ ﾅｵﾄ

28分11秒67 前田　和真3654 (米子市)ﾏｴﾀ ｶｽﾞﾏ

28分17秒68 中本　有史3688 (大山町)ﾅｶﾓﾄ ﾕｳｼﾞ

28分21秒69 石原　幸介3610 (安来市)ｲｼﾊﾗ ｺｳｽｹ

28分30秒70 渡花　大貴3644 (松江市)ﾜﾀﾘﾊﾅ ﾀｲｷ

28分37秒71 須藤　功次3653 (松江市)ｽﾄｳ ｺｳｼﾞ

28分39秒72 岩崎　真人3651 (安来市)ｲﾜｻｷ ﾏｻﾄ

28分44秒73 板垣　信哉3659 (出雲市)ｲﾀｶﾞｷ ｼﾝﾔ

28分50秒74 杉本　光矢3663 (八頭町)ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾂﾔ

28分54秒75 塩野　有人3657 (米子市)ｼｵﾉ ﾕｳﾄ

29分04秒76 北村　和之3677 (出雲市)ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ

29分05秒77 川上　友樹3624 (安来市)ｶﾜｶﾐ ﾕｳｷ

29分09秒78 小村　祐太3626 (安来市)ｵﾑﾗ ﾕｳﾀ

29分14秒79 藤井　俊輔3622 (安来市)ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝｽｹ

29分19秒80 平井　努3679 (安来市)ﾋﾗｲ ﾂﾄﾑ

29分20秒81 戸田　歩希3640 (松江市)ﾄﾀﾞ ｱｷ

29分24秒82 山本　隼人3636 (安来市)ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾄ

29分29秒83 松浦　康平3668 (松江市)ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾍｲ

30分07秒84 杉本　祐弘3645 (境港市)ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ

30分10秒85 恩田　郁弥3656 (米子市)ｵﾝﾀﾞ ﾕｳﾔ

30分14秒86 小室　和輝3650 (松江市)ｺﾑﾛ ｶｽﾞｷ

30分16秒87 ヴー・ヴァン・ドー3614 (安来市)ｳﾞｰ･ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞｰ

30分36秒88 赤田　祐一3715 (松江市)ｱｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

30分39秒89 嘉藤　航大3647 (松江市)ｶﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ

30分56秒90 昆澤　広大3646 (松江市)ﾋｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ

30分58秒91 有富　孝平3701 (松江市)ｱﾘﾄﾐ ｺｳﾍｲ

31分00秒92 原井　優3708 (米子市)ﾊﾗｲ ﾕｳ

31分30秒93 宇津崎　恋3639 (松江市)ｳﾂﾞｻｷ ﾚﾝ

31分47秒94 須貝　和之3716 (出雲市)ｽｶﾞｲ ｶｽﾞﾕｷ

32分00秒95 松浪　修治3678 (安来市)ﾏﾂﾅﾐ ｼｭｳｼﾞ

32分03秒96 伊達　剛3699 (雲南市)ﾀﾞﾃ ﾂﾖｼ

32分06秒97 山崎　智也3649 (松江市)ﾔﾏｻｷ ﾄﾓﾔ

32分34秒98 門脇　達也3687 (松江市)ｶﾄﾞﾜｷ ﾀﾂﾔ

32分35秒99 田邊　優磨3702 (松江市)ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ

33分01秒100 松永　光太郎3730 (米子市)ﾏﾂﾅｶﾞ ｺｳﾀﾛｳ
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33分02秒101 岡本　優一3723 (安来市)ｵｶﾓﾄ ﾕｳｲﾁ

34分13秒102 隅　裕二3691 (倉吉市)ｽﾐ ﾕｳｼﾞ

34分44秒103 川上　駿太郎3616 (安来市)ｶﾜｶﾐ ｼｭﾝﾀﾛｳ

35分10秒104 ダン・コ・タイン3612 (安来市)ﾀﾞﾝ･ｺ･ﾀｲﾝ

35分20秒105 砂流　誠治3704 (安来市)ｽﾅｶﾞﾚ ｾｲｼﾞ

35分32秒106 玉木　康隆3658 (出雲市)ﾀﾏｷ ﾔｽﾀｶ

35分54秒107 大谷　元希3642 (米子市)ｵｵﾀﾆ ﾓﾄｷ

36分23秒108 古林　雄貴3724 (米子市)ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ

36分32秒109 小立　塁太3638 (松江市)ｵﾀﾞﾁ ﾙｲﾀ

36分33秒110 藤川　真人3665 (鳥取市)ﾌｼﾞｶﾜ ﾏｻﾄ

36分39秒111 石村　健太郎3707 (松江市)ｲｼﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ

36分50秒112 神田　拓海3669 (松江市)ｶﾝﾀﾞ ﾀｸﾐ

36分54秒113 東田　拓也3618 (米子市)ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾀｸﾔ

37分03秒114 門脇　孝明3673 (安来市)ｶﾄﾞﾜｷ ﾀｶｱｷ

37分07秒115 レー・クオック・トゥック3613 (安来市)ﾚｰ･ｸｵｯｸ･ﾄｩｯｸ

38分57秒116 二岡　正和3719 (安来市)ﾌﾀｵｶ ﾏｻｶｽﾞ

39分18秒117 安田　誠3731 (米子市)ﾔｽﾀﾞ ﾏｺﾄ

39分57秒118 西山　亘3710 (松江市)ﾆｼﾔﾏ ﾜﾀﾙ

42分35秒119 岩田　正宏3690 (安来市)ｲﾜﾀ ﾏｻﾋﾛ

44分46秒120 石飛　良寛3689 (江津市)ｲｼﾄﾋﾞ ﾖｼﾋﾛ
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