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順位 No. 氏 名 カ ナ 所属クラブ名 市町村名 記 録

1 2035 岡部 雄一 ｵｶﾍﾞ ﾕｳｲﾁ まるランニング 高知市 0:37:50

2 2003 角藤 和也 ｶｸﾄｳ ｶｽﾞﾔ 愛媛県 0:39:01

3 2028 西尾 公志 ﾆｼｵ ﾏｻｼ 大井田病院 大月町 0:39:45

4 2021 井関 涼 ｲｾｷ ﾘｮｳ 須崎工業高校 津野町 0:40:09

5 2011 小笠原 孝朗 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｶｱｷ 高知市 0:40:20

6 2018 長野 純也 ﾅｶﾞﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 四万十市 0:43:42

7 2033 芝崎 綾 ｼﾊﾞｻｷ ﾘｮｳ シバサキ電器 黒潮町 0:44:52

8 2043 平岡 奏楽 ﾋﾗｵｶ ｿﾗ 学芸高校 高知市 0:45:39

9 2047 岡内 佑斗 ｵｶｳﾁ ﾕｳﾄ まるＲＣ 高知市 0:45:44

10 2034 右田 智輝 ﾐｷﾞﾀ ﾄﾓｷ ツウテック 愛媛県 0:46:19

11 2015 河野 聡樹 ｺｳﾉ ｻﾄｷ ランランクラブ 愛媛県 0:49:17

12 2020 近森 大空 ﾁｶﾓﾘ ｿﾗ 高知学芸高校 高知市 0:49:56

13 2019 山本 悠安 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｱﾝ 高知市 0:50:55

14 2027 西本 楓 ﾆｼﾓﾄ ｶｴﾃﾞ なし 南国市 0:52:20

15 2031 別役 良輔 ﾍﾞｯﾁｬｸ ﾘｮｳｽｹ 香南市 0:53:09

16 2039 稲垣 佑規 ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳｷ 大井田病院 四万十市 0:55:20

17 2046 吉井 健倫 ﾖｼｲ ﾀｹﾉﾘ 愛媛県 0:55:50

18 2025 谷元 博樹 ﾀﾆﾓﾄ ﾋﾛｷ みなと赤十字 神奈川県 0:55:54

19 2032 和田 慎司 ﾜﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 南国市 0:56:03

20 2012 宮崎 拓郎 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ 高知市 0:56:10

21 2016 上杉 能裕 ｳｴｽｷﾞ ﾖｼﾋﾛ 宇和海金網 愛媛県 0:57:12

22 2002 岡 文昭 ｵｶ ﾌﾐｱｷ 四万十市 0:57:24

23 2048 高橋 桂介 ﾀｶﾊｼ ｹｲｽｹ 愛媛県 0:58:30

24 2038 谷口 翔汰 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ ツウテック 愛媛県 0:59:10

25 2024 水尾 勇太 ﾐｽﾞｵ ﾕｳﾀ 愛媛県 1:00:29

26 2040 公文 一也 ｸﾓﾝ ｶｽﾞﾔ 四万十市 1:00:54

27 2023 菊池 嘉晃 ｷｸﾁ ﾖｼｱｷ 愛媛県 1:01:05

28 2029 吉田 誠 ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 大阪府 1:02:37

29 2010 和田 至弘 ﾜﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 広島県 1:06:09

30 2004 大黒 康平 ﾀﾞｲｺｸ ｺｳﾍｲ 香川県 1:08:02

31 2013 石山 雄一 ｲｼﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 高知市 1:08:36

32 2030 髙橋 知敬 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾉﾘ 大阪府 1:09:19

33 2037 前田 雄平 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 高知市 1:10:17

34 2008 平敷 和也 ﾋｼｷ ｶｽﾞﾅﾘ 高知市 1:16:47

35 2009 傍士 勇人 ﾎｳｼﾞ ﾕｳﾄ 蝋人形の館 高知市 1:16:58

36 2044 所谷 拓弥 ﾄｺﾛﾀﾞﾆ ﾀｸﾔ 竹本病院 四万十市 1:17:12

37 2007 露口 孝平 ﾂﾕｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 大阪府 1:21:44

38 2014 菊田 直紀 ｷｸﾀﾞ ﾅｵｷ 四万十市 1:22:04

39 2041 藤田 裕 ﾌｼﾞﾀ ﾕﾀｶ 宿毛市 1:23:28

40 2049 横畠 みつあき ﾖｺﾊﾞﾀｹ ﾐﾂｱｷ 佐川町 1:25:13

41 2006 田村 智博 ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 高知市 1:38:38
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