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順位 No. 氏 名 カ ナ 所属クラブ名 市町村名 記 録

1 2126 有光 浩 ｱﾘﾐﾂ ﾋﾛｼ 四万十市 0:38:42

2 2106 倉松 誠 ｸﾗﾏﾂ ﾏｺﾄ 土佐ＡＣ 高知市 0:39:16

3 2117 次家 洋明 ﾂｸﾞｲｴ ﾋﾛｱｷ スト―ム陸上部 愛媛県 0:40:12

4 2131 山本 英明 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 澤田林業 四万十市 0:40:16

5 2135 吉永 誠 ﾖｼﾅｶﾞ ﾏｺﾄ サニーマート 愛媛県 0:41:31

6 2139 蓮田 修平 ﾊｽﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 愛南体協 愛媛県 0:42:30

7 2114 吉松 昭人 ﾖｼﾏﾂ ｱｷﾄ 幡多陸上クラブ 大月町 0:42:42

8 2134 石岡 創 ｲｼｵｶ ｿｳ 四万十市 0:43:49

9 2116 河添 晋悟 ｶﾜｿﾞｴ ｼﾝｺﾞ 愛媛県 0:47:01

10 2121 土田 敬人 ﾂﾁﾀﾞ ﾉﾘﾋﾄ 吉永企業ＧＲ 愛媛県 0:47:36

11 2104 仮谷 博之 ｶﾘﾔ ﾋﾛﾕｷ 幡多陸上クラブ 土佐清水市 0:47:40

12 2130 西本 寛 ﾆｼﾓﾄ ｶﾝ なし 南国市 0:50:42

13 2115 高橋 秀樹 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｷ 高知市 0:55:53

14 2143 松本 拓也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 大井田病院 宿毛市 0:55:56

15 2146 岡本 直也 ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾔ 高知市 0:56:22

16 2124 和泉 禎眞 ｲｽﾞﾐ ﾖｼﾏｻ 愛媛県 0:57:35

17 2123 上甲 仁 ｼﾞｮｳｺｳ ﾋﾄｼ 県立中央病院 愛媛県 0:58:29

18 2122 鈴木 貴 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 僧都川ＲＳ２ 愛媛県 0:59:16

19 2113 吉川 芳博 ﾖｼｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 香川県 1:01:19

20 2101 今西 英二 ｲﾏﾆｼ ｴｲｼﾞ 大阪府 1:01:22

21 2136 仁井田 武志 ﾆｲﾀﾞ ﾀｹｼ 高知市 1:01:46

22 2142 浅井 慎介 ｱｻｲ ｼﾝｽｹ 大月町 1:02:26

23 2102 大原 卓也 ｵｵﾊﾗ ﾀｸﾔ 大阪府 1:02:59

24 2133 橋元 球一 ﾊｼﾓﾄ ｷｭｳｲﾁ けんみん病院 宿毛市 1:10:32

25 2137 村越 一真 ﾑﾗｺｼ ｶｽﾞﾏ 加栄丸 高知市 1:10:38

26 2108 橋本 健 ﾊｼﾓﾄ ﾀｹｼ 香川県 1:11:08

27 2109 古田口 誉 ﾌﾙﾀｸﾞﾅ ﾎﾏﾚ 愛媛県 1:12:27

28 2120 松浦 寛 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｼ パシフィック 愛媛県 1:14:50

29 2105 久保 隆紀 ｸﾎﾞ ﾀｶﾉﾘ 四万十市 1:18:31

30 2103 大山 太郎 ｵｵﾔﾏ ﾀﾛｳ 香川県 1:21:46

31 2129 小林 哲朗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾛｳ まんのう町役場 香川県 1:23:46

32 2140 加納 竜二 ｶﾉｳ ﾘｭｳｼﾞ 宿毛市 1:23:59

33 2127 戸田 耕太郎 ﾄﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 中村屋ＲＣ 愛媛県 1:25:10

34 2128 山本 直也 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾔ 高知市 1:26:29

35 2118 福山 宏 ﾌｸﾔﾏ ﾋﾛｼ 高知市 1:28:28

36 2111 武蔵 孝文 ﾑｻｼ ﾀｶﾌﾐ 徳島県 1:39:46

37 2112 吉岡 昭人 ﾖｼｵｶ ｱｷﾋﾄ 高知市 1:52:57
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