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順位 No. 氏 名 カ ナ 所属クラブ名 市町村名 記 録

1 2237 高野 和人 ﾀｶﾉ ｶｽﾞﾄ コマツ郡山工場 栃木県 0:42:02

2 2227 谷口 博哉 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛﾔ フィッタ川之江 徳島県 0:44:10

3 2230 中村 義人 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾄ 中村屋ＲＣ 愛媛県 0:45:10

4 2236 藤本 彰 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾗ ツウテック 愛媛県 0:46:27

5 2234 今津 豊生 ｲﾏﾂﾞ ﾄﾖｷ 宇和島陸協 愛媛県 0:47:21

6 2215 山本 雄二 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 四万十市 0:47:39

7 2221 山沖 世紀 ﾔﾏｵｷ ｾｲｷ 大方亀クラブ 黒潮町 0:48:24

8 2204 沖村 泰志 ｵｷﾑﾗ ﾔｽｼ 愛媛県 0:49:39

9 2220 谷 正義 ﾀﾆ ﾏｻﾖｼ 高知市 0:51:26

10 2240 清水 明彦 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾋｺ 高知市 0:51:52

11 2228 大川 耕一郎 ｵｵｶﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ まるＲＣ 高知市 0:53:52

12 2231 各務 高徳 ｶﾞｶﾞﾐ ﾀｶﾉﾘ 共和コンクリ 愛媛県 0:54:45

13 2214 山﨑 健一 ﾔﾏｻｷ ｹﾝｲﾁ ＢＯＮＥＳ 高知市 0:55:37

14 2249 宮崎 幸喜 ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳｷ 愛媛県 0:56:06

15 2226 飛田 泰広 ﾋﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 愛媛県 0:56:55

16 2229 尾田 孝広 ｵﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 尾田クラブ 高知市 0:59:51

17 2211 松岡 栄二 ﾏﾂｵｶ ｴｲｼﾞ 西和コンサル 宿毛市 1:02:04

18 2217 西本 修 ﾆｼﾓﾄ ｵｻﾑ ｓａｍｙ 高知市 1:02:52

19 2210 中西 智則 ﾅｶﾆｼ ﾄﾓﾉﾘ 西和コンサル 宿毛市 1:02:58

20 2207 川島 義之 ｶﾜｼﾏ ﾖｼﾕｷ 宿毛市 1:05:15

21 2216 横山 治 ﾖｵﾔﾏ ｵｻﾑ 高知市 1:06:58

22 2248 高原 敬明 ﾀｶﾊﾗ ﾀｶｱｷ 松山大学 愛媛県 1:07:03

23 2208 瀬古 誠之 ｾｺ ﾏｻﾕｷ 高知市 1:08:59

24 2218 橋本 英幸 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 愛宕エンジェル 高知市 1:11:06

25 2202 池野 浩行 ｲｹﾉ ﾋﾛﾕｷ 高知市 1:11:39

26 2239 阿部 良 ｱﾍﾞ ﾘｮｳ 四国建販 愛媛県 1:12:40

27 2206 鎌田 勇人 ｶﾏﾀ ﾊﾔﾄ ２３０ 宿毛市 1:13:22

28 2901 柴岡 史修 ｼﾊﾞｵｶ ﾌﾐﾉﾌﾞ 高知市 1:13:54

29 2233 山内 昌彦 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾋｺ 愛媛県 1:17:41

30 2241 岸本 和幸 ｷｼﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 四万十市 1:19:05

31 2201 荒巻 常夫 ｱﾗﾏｷ ﾂﾈｵ 香川県 1:20:32

32 2244 吉田 享史 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 愛媛県 1:21:17

33 2225 橋本 達也 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾂﾔ チームＨ 鳥取県 1:24:21

34 2235 石田 正巳 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾐ コマツ名古屋 愛知県 1:24:44

35 2205 海原 主行 ｶｲﾊﾞﾗ ｷﾐﾕｷ 大阪府 1:24:50

36 2219 秋津 守 ｱｷﾂ ﾏﾓﾙ ＳＮＥＴＲＣ 香美市 1:25:41

37 2224 橋本 道人 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾁﾋﾄ チームＨ 神奈川県 1:31:58

38 2232 赤坂 幸男 ｱｶｻｶ ﾕｷｵ コマツ 高知市 1:32:37

39 2212 丸関 孝典 ﾏﾙｾｷ ﾀｶﾉﾘ 香川県 1:33:17

40 2209 竹内 裕昭 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｱｷ 高知市 1:38:37

41 2222 満仲 聡一 ﾐﾂﾅｶ ｿｳｲﾁ ハッピー走友会 東京都 1:43:20
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