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32分01秒1 谷口　晃太1377 東部消防ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳﾀ

32分24秒2 三谷　耕次1201 布勢ＡＣﾐﾀﾆ ｺｳｼﾞ

32分27秒3 國米　裕介1410 ｺｸﾏｲ ﾕｳｽｹ

33分23秒4 愛下　直樹1251 ＪＲ西日本ｱｲｼﾀ ﾅｵｷ

33分46秒5 居川　凌1417 鳥取県庁ｲｶﾜ ﾘｮｳ

34分54秒6 井上　顕悠1419 鳥取環境大学ｲﾉｳｴ ｱｷﾋｻ

34分55秒7 淺井　崇典1207 鳥取市役所マラソン部ｱｻｲ ﾀｶﾉﾘ

35分41秒8 吉田　和哉1252 ふれんず鳥取ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ

35分43秒9 武田　大介1356 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

36分19秒10 高橋　佑貴1241 ふれんず鳥取ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ

36分21秒11 林原　竜1399 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾘｭｳ

36分30秒12 山崎　一樹1390 ﾔﾏｻｷ ｶｽﾞｷ

37分18秒13 國谷　康人1288 ｸﾆﾀﾆ ﾔｽﾋﾄ

37分29秒14 小林　宏誠1320 あすなろ会ｺﾊﾞﾔｼ

37分40秒15 澤谷　信明1204 池田陸上部ｻﾜﾀﾆ ﾉﾌﾞｱｷ

37分46秒16 中安　秀人1426 ReRun Running Clubﾅｶﾔｽ ﾋﾃﾞﾄ

39分00秒17 安木　貴郎1311 布勢ジョガーズﾔｽｷﾞ ﾀｶｵ

39分01秒18 河野　竜也1408 池田陸上部ｶﾜﾉ ﾀﾂﾔ

39分57秒19 前田　彰仁1425 ﾏｴﾀ ｱｷﾉﾘ

40分22秒20 中野　英樹1349 日立金属鳥取ＲＣﾅｶﾉ ﾋﾃﾞｷ

40分40秒21 森田　太一1203 ﾓﾘﾀ ﾀｲﾁ

41分17秒22 入川　大誠1250 国府中学校ｲﾘｶﾜ ﾀｲｾｲ

41分25秒23 中尾　学1340 モンスト漬けのストライカーﾅｶｵ ﾏﾅﾌﾞ

41分35秒24 田中　康隆1283 中放走団ﾀﾅｶ ﾔｽﾀｶ

42分14秒25 山根　陽介1300 布勢ジョガーズﾔﾏﾈ ﾖｳｽｹ

42分15秒26 西岡　龍徳1374 ﾆｼｵｶ ﾀﾂﾉﾘ

42分40秒27 西尾　泰裕1294 ＪＲ鳥取鉄道部ﾆｼｵ ﾔｽﾋﾛ

42分48秒28 廣田　大輔1357 つむぎマラソン部ﾋﾛﾀ ﾀﾞｲｽｹ

42分56秒29 林　將史1299 ＪＲ鳥取鉄道部ﾊﾔｼ ﾏｻﾌﾐ

43分04秒30 遠藤　大輝1339 鳥取大学ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ

43分11秒31 石倉　孝明1242 サンキＪＣｲｼｸﾗ ﾀｶｱｷ

43分27秒32 前田　哲生1285 中放走団ﾏｴﾀﾞ ﾃﾂｵ

43分39秒33 小林　忠之1202 SHORE！ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾀﾞﾕｷ

43分54秒34 太田　貴裕1411 ｵｵﾀ ﾀｶﾋﾛ

43分55秒35 黒住　優1254 チームＯＥＳｸﾛｽﾞﾐ ﾏｻﾙ

43分57秒36 池田　洋1393 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｼ

44分06秒37 塩　和樹1206 鳥取市役所マラソン部ｼｵ ｶｽﾞｷ

44分25秒38 上原　正吾1321 チューチューＲＣｳｴﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ

44分35秒39 田邊　顕彦1366 ﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋｺ

44分44秒40 秋下　岳志1247 ｱｷｼﾀ ﾀｶｼ

44分53秒41 長田　啓1359 つむぎマラソン部ｵｻﾀﾞ ﾋﾛﾑ

44分55秒42 八浪　伸太1314 ﾔﾂﾅﾐ ｼﾝﾀ

45分36秒43 山崎　裕司1387 Ｚｅｒｏ　ＲＣﾔﾏｻｷ ﾕｳｼﾞ

45分38秒44 藤井　省吾1341 鳥取福祉会ﾌｼﾞｲ ｼｮｳｺﾞ

46分09秒45 田中　春翔1409 湖山小学校ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ

46分11秒46 岡﨑　健吾1253 チームＯＥＳｵｶｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ

46分22秒47 竹本　健太1282 ﾀｹﾓﾄ ｹﾝﾀ

46分31秒48 丹波　聡1427 歌丸RCﾀﾝﾊﾞ ｻﾄｼ

46分45秒49 野口　拓也1297 ＪＲ鳥取鉄道部ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾔ

46分55秒50 山根　功士1376 ﾔﾏﾈ ｺｳｼﾞ
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47分11秒51 岡垣　頼和1392 SNB × SK8ｵｶｶﾞｷ ﾖﾘｶｽﾞ

47分56秒52 上山　忠政1286 中放走団ｳｴﾔﾏ ﾀﾀﾞﾏｻ

47分59秒53 福本　優輝1401 ﾌｸﾓﾄ ﾕｳｷ

48分08秒54 勝部　安昭1212 鳥取市役所マラソン部ｶﾂﾍﾞ ﾔｽｱｷ

48分25秒55 岸本　智也1293 ＪＲ鳥取鉄道部ｷｼﾓﾄ ﾄﾓﾔ

48分27秒56 谷口　斗夢也1295 ＪＲ鳥取鉄道部ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾑﾔ

48分35秒57 白岩　正大1421 サンキｼﾗｲﾜ ｼｮｳﾀ

48分49秒58 鈴木　礼生1278 ｽｽﾞｷ ﾚｵ

48分51秒59 長谷部　峻也1302 鳥取税務署総務課ﾊｾﾍﾞ ｼｭﾝﾔ

49分15秒60 原　優一1424 鳥取大学ﾊﾗ ﾕｳｲﾁ

49分24秒61 森本　信行1351 ﾓﾘﾓﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ

49分33秒62 井上　紘一1291 ＪＲ鳥取鉄道部ｲﾉｳｴ ｺｳｲﾁ

49分38秒63 田中　尚樹1227 さとに田園クリニックﾀﾅｶ ﾅｵｷ

49分43秒64 蛭子　航平1415 鳥取大学ｴﾋﾞｽ ｺｳﾍｲ

50分15秒65 木村　晃史1284 中放走団ｷﾑﾗ ｺｳｼﾞ

50分20秒66 足立　大樹1355 ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｷ

50分32秒67 篠原　祐介1402 ｼﾉﾊﾗ ﾕｳｽｹ

50分42秒68 坂田　泰則1255 Ｔｅａｍシュビｻｶﾀ ﾔｽﾉﾘ

50分56秒69 川上　宗一郎1266 ｶﾜｶﾐ ｿｳｲﾁﾛｳ

50分58秒70 河越　祐太1263 鳥取大学ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳﾀ

51分00秒71 渡辺　容1324 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ

51分01秒72 山田　春輝1328 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ

51分17秒73 布野　康介1279 鳥取大学ﾌﾉ ｺｳｽｹ

51分17秒74 三井　盛彰1260 鳥取大学ﾐﾂｲ ﾓﾘｱｷ

51分18秒75 田中　宏明1329 チーム岳人ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ

51分19秒76 Ｊｕｓｔｉｎ1256 Ｔｅａｍシュビｼﾞｬｽﾃｨﾝ

51分36秒77 新田　泰史1292 ＪＲ鳥取鉄道部ﾆｯﾀ ﾔｽﾌﾐ

51分41秒78 森田　航1380 ﾓﾘﾀ ﾜﾀﾙ

51分56秒79 小山　亮1287 中放走団ｺﾔﾏ ﾏｺﾄ

52分07秒80 西岡　圭介1352 ﾆｼｵｶ ｹｲｽｹ

52分07秒81 西村　亮1350 ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳ

52分22秒82 山本　匠悟1281 鳥取大学ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ

52分31秒83 山野　卓也1335 ﾔﾏﾉ ﾀｸﾔ

52分33秒84 鷲見　知哉1325 ｽﾐ ﾄﾓﾔ

52分33秒85 中村　拓己1233 鳥取大学ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ

52分56秒86 米上　聡志1235 ﾖﾈｳｴ ｻﾄｼ

53分01秒87 山方　雄介1267 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕｳｽｹ

53分09秒88 牧　純也1400 ﾏｷ ｼﾞｭﾝﾔ

53分14秒89 土屋　僚太1333 おはよう堂ﾂﾁﾔ ﾘｮｳﾀ

53分17秒90 古志野　豪1213 おはよう堂ｺｼﾉ ｺﾞｳ

53分23秒91 大野　泰典1412 ｵｵﾉ ﾔｽﾉﾘ

53分27秒92 山本　大輔1315 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ

53分39秒93 山本　海智1348 ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾁ

53分44秒94 岩崎　史紘1353 ｲﾜｻｷ ﾌﾐﾋﾛ

53分46秒95 山田　恭裕1367 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

53分58秒96 坂口　翔一1375 ｻｶｸﾞﾁ ｼｮｳｲﾁ

54分00秒97 木村　直人1308 ｷﾑﾗ ﾅｵﾄ

54分39秒98 藤原　秀和1261 鳥取市医療看護専門学校ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

54分39秒99 西山　竜一1383 TGSCﾆｼﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ

54分51秒100 真壁　仁志1405 ﾏｶﾍﾞ ｻﾄｼ
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55分26秒101 尾前　昌弥1371 鳥取西高等学校ｵﾏｴ ﾏｻﾔ

55分30秒102 高橋　佑介1307 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ

55分31秒103 山本　学1418 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ

55分36秒104 岩城　大祐1361 ｲﾜｷ ﾀﾞｲｽｹ

55分43秒105 上田　大智1269 ｳｴﾀ ﾀﾞｲﾁ

55分48秒106 小山　純1404 ｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝ

55分56秒107 宮田　雅良1238 鳥取大学ﾐﾔﾀﾞ ﾏｻﾖｼ

56分01秒108 山名　伸幸1313 ﾔﾏﾅ ﾉﾌﾞﾕｷ

56分02秒109 森上　真広1370 池田陸上部ﾓﾘｶﾞﾐ ﾏｻﾋﾛ

56分07秒110 中村　拓哉1319 あすなろ会ﾅｶﾑﾗ

56分20秒111 北条　宏朗1234 鳥取大学ﾎｳｼﾞｮｳ ﾋﾛｱｷ

56分22秒112 安藤　隆雄1337 デザインバンクｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶｵ

57分03秒113 内田　拓郎1336 ｳﾁﾀﾞ ﾀｸﾛｳ

57分04秒114 木師　光洋1407 ｷｼ ﾐﾂﾋﾛ

57分07秒115 北尾　英樹1330 池田陸上部PXｷﾀｵ ﾋﾃﾞｷ

57分15秒116 足立　直紀1385 ｱﾀﾞﾁ ﾅｵｷ

57分36秒117 森下　裕一1396 ﾓﾘｼﾀ ﾕｳｲﾁ

58分07秒118 森本　克規1322 チューチューＲＣﾓﾘﾓﾄ ｶﾂﾉﾘ

58分07秒119 中原　正樹1258 ﾅｶﾊﾗ ﾏｻｷ

58分09秒120 小林　成司郎1280 戸田建設㈱ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾛｳ

58分09秒121 小西　裕介1262 戸田建設㈱ｺﾆｼ ﾕｳｽｹ

58分16秒122 山本　博之1214 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ

59分01秒123 谷口　直也1416 岩美病院ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵﾔ

59分18秒124 徳永　一裕1318 ﾄｸﾅｶﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

59分19秒125 辻　太司1382 TGSCﾂｼﾞ ﾌﾄｼ

59分24秒126 蒔田　恭介1265 ﾏｷﾀ ｷｮｳｽｹ

59分28秒127 坂口　達哉1310 ｻｶｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ

59分28秒128 前田　博哉1306 ﾏｴﾀ ﾋﾛﾔ

59分29秒129 中谷　亮介1423 ﾅｶﾀﾆ ﾘｮｳｽｹ

59分38秒130 西村　智和1386 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓｶｽﾞ

59分39秒131 岡本　達郎1222 さとに田園クリニックｵｶﾓﾄ ﾀﾂﾛｳ

59分40秒132 田中　成一1414 ﾀﾅｶ ｾｲｲﾁ

1時間00分09秒133 田中　邦明1272 ﾀﾅｶ ｸﾆｱｷ

1時間00分28秒134 東　將之1397 ﾋｶﾞｼ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間00分48秒135 笠田　真人1342 イルカエックスｶｻﾀﾞ ﾏｺﾄ

1時間00分52秒136 山口　和也1240 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ

1時間00分59秒137 植田　亮太1223 さとに田園クリニックｳｴﾀ ﾘｮｳﾀ

1時間01分10秒138 柴田　健斗1249 鳥取大学ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ

1時間01分20秒139 渡辺　仁1395 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄｼ

1時間01分42秒140 廣田　貴紀1358 つむぎマラソン部ﾋﾛﾀ ﾀｶﾉﾘ

1時間01分45秒141 南條　友典1217 さとに田園クリニックﾅﾝｼﾞｮｳ ﾄﾓﾉﾘ

1時間01分58秒142 新井　一太郎1381 ｱﾗｲ ｲﾁﾀﾛｳ

1時間02分03秒143 樋口　一太郎1343 ﾋｸﾞﾁ ｲﾁﾀﾛｳ

1時間02分26秒144 窪田　蒼起1346 ｸﾎﾞﾀ ｿｳｷ

1時間02分39秒145 坂東　秀真1230 鳥取大学ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾏ

1時間03分38秒146 米井　亮二1219 さとに田園クリニックﾖﾈｲ ﾘｮｳｼﾞ

1時間03分46秒147 木内　悠介1394 ｷｳﾁ ﾕｳｽｹ

1時間03分54秒148 谷口　大吉1420 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷﾁ

1時間04分11秒149 山田　庸介1345 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｽｹ

1時間06分02秒150 松濱　有孝1332 ﾏﾂﾊﾏ ﾕﾀｶ
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1時間06分45秒151 久本　康太朗1218 さとに田園クリニックﾋｻﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ

1時間07分08秒152 武部　洋1362 ﾀｹﾍﾞ ﾋﾛｼ

1時間07分40秒153 砂口　貴宏1264 ｽﾅｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ

1時間08分05秒154 山本　和也1224 さとに田園クリニックﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾔ

1時間08分05秒155 吉田　和輝1220 さとに田園クリニックﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ

1時間09分23秒156 谷本　光太郎1309 ﾀﾆﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ

1時間09分28秒157 松川　英樹1226 さとに田園クリニックﾏﾂｶﾜ ﾋﾃﾞｷ

1時間10分20秒158 神谷　大樹1372 ｶﾐﾀﾆ ﾀﾞｲｷ

1時間12分07秒159 小谷　和義1363 ｺﾀﾞﾆ ｶｽﾞﾖｼ

1時間13分32秒160 長田　昴1225 さとに田園クリニックﾅｶﾞﾀ ｺｳ

1時間15分24秒161 伊田　雄一1327 ｲﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

1時間18分57秒162 光浪　義和1305 ﾐﾂﾅﾐ ﾖｼｶｽﾞ
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