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1 45 植田 和久 ｳｴﾀ ｶｽﾞﾋｻ 四万十うなぎ 土佐市 1:14:55

2 124 岡崎 信介 ｵｶｻﾞｷ ｼﾝｽｹ 高知市 1:18:11

3 78 福岡 拓矢 ﾌｸｵｶ ﾀｸﾔ 宇和島 愛媛県 1:18:44

4 26 久保内 幸彦 ｸﾎﾞｳﾁ ﾕｷﾋｺ 高知ＦＲＣ 高知市 1:19:06

5 47 木村 由幸 ｷﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 四万十市 1:19:13

6 106 小野 剛志 ｵﾉ ﾂﾖｼ 愛媛県 1:19:22

7 14 橋本 裕斗 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾄ 高知市 1:19:27

8 155 上野 拓児 ｳｴﾉ ﾀｸｼﾞ 坂本飼料 愛媛県 1:19:43

9 10 田鍋 祐樹 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 朝倉玉川クラブ 愛媛県 1:20:17

10 25 一野 智 ｲﾁﾉ ｻﾄｼ 愛媛県 1:22:46

11 82 黒田 浩則 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 愛媛県 1:22:53

12 43 中越 瑞貴 ﾅｶｺﾞｼ ﾐｽﾞｷ 高知市 1:23:22

13 21 元山 快 ﾓﾄﾔﾏ ｶｲ 愛媛県 1:23:30

14 77 中元 一富 ﾅｶﾓﾄ ｶｽﾞﾄﾐ 花凛部 高知市 1:23:38

15 107 高田 裕樹 ﾀｶﾀ ﾕｳｷ 愛媛県 1:23:55

16 94 坂本 真一 ｻｶﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 高知市 1:24:27

17 123 鳳 和希 ｵｵﾄﾘ ｶｽﾞｷ 西念寺 愛媛県 1:24:44

18 97 高橋 直人 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾄ 無所属ランナー 愛媛県 1:24:53

19 69 土居 昌弘 ﾄﾞｲ ﾏｻﾋﾛ 今治アスリート 愛媛県 1:26:37

20 87 西尾 暢宏 ﾆｼｵ ﾉﾌﾞﾋﾛ 渭南病院 大月町 1:28:24

21 83 山村 祐児 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 宇和島陸協 愛媛県 1:28:29

22 152 那須 研太 ﾅｽ ｹﾝﾀ オートパル宇和 愛媛県 1:28:49

23 13 中平 省吾 ﾅｶﾋﾗ ｼｮｳｺﾞ 宿毛市 1:29:05

24 48 槇尾 晋 ﾏｷｵ ｽｽﾑ 高知市 1:29:37

25 62 片山 英昭 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾃﾞｱｷ びょんすＲＣ 四万十市 1:29:52

26 154 前田 康佑 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｽｹ 高知工科大学 香美市 1:30:03

27 166 坂本 裕行 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ まるＲＣ 高知市 1:30:10

28 72 望岡 孝光 ﾓﾁｵｶ ﾀｶﾐﾂ 高知市 1:31:05

29 191 笠井 誉久 ｶｻｲ ﾖｼﾋｻ 愛媛県 1:31:20

30 95 楠本 一史 ｸｽﾓﾄ ｶｽﾞﾌﾐ 高知市 1:31:42

31 86 池田 知樹 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｷ 愛媛県 1:32:32

32 120 種田 浩訓 ﾀﾈﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 西山セメント 高知市 1:32:34

33 57 松本 孝史 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ 松山大学教職員 愛媛県 1:32:39

34 44 小松 夢画 ｺﾏﾂ ﾑｶﾞ 武道館柔道教室 高知市 1:33:54

35 129 伊勢 英之 ｲｾ ﾋﾃﾞﾕｷ 徳島県 1:34:02

36 30 古味 鉄也 ｺﾐ ﾃﾂﾔ 佐川町役場 佐川町 1:34:40

37 37 井出 智文 ｲﾃﾞ ﾄﾓﾌﾐ 愛媛県 1:35:24

38 17 前田 雅人 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾄ 和歌山県 1:36:24

39 28 山下 泰輔 ﾔﾏｼﾀ ﾀｲｽｹ ＭＳＤ 愛媛県 1:36:43

40 182 加納 涼太 ｶﾉｳ ﾘｮｳﾀ 愛媛県 1:37:58

41 36 宮川 貴史 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀｶｼ 四万十市 1:38:04

42 173 竹田 吉秀 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ 高知市 1:38:08

43 114 浜田 紘平 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ 高知市 1:38:18

44 139 善家 裕 ｾﾞﾝｹ ﾕｳ 愛媛県 1:39:22

45 130 島瀬 貴行 ｼﾏｾ ﾀｶﾕｷ 愛媛県 1:39:53

46 141 田岡 慎也 ﾀｵｶ ｼﾝﾔ 高知市 1:40:20

47 53 渡部 勇太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 市立宇和島病院 愛媛県 1:40:20

48 50 竹田 光助 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｽｹ 高知市 1:40:22

49 189 伊芸 健人 ｲｹﾞｲ ｹﾝﾄ 土佐市 1:40:31

50 188 西本 圭一郎 ﾆｼﾓﾄ ｹｲｲﾁﾛｳ 土佐市 1:41:07
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51 146 清水 亮芳 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾖｼ 愛媛県 1:41:25

52 80 浅井 洋祐 ｱｻｲ ﾖｳｽｹ 幡多けんみん 四万十市 1:41:43

53 185 小松 修基 ｺﾏﾂ ﾉﾌﾞｷ ケイライズ 高知市 1:42:26

54 131 高橋 龍介 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｽｹ 高知市 1:42:29

55 175 渡部 雄貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ さらさきたくぶ 愛媛県 1:43:05

56 100 門脇 亮樹 ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｮｳｷ 高知市 1:43:29

57 150 須賀 一行 ｽｶ ｶｽﾞﾕｷ 南国市 1:44:08

58 20 麦田 篤弘 ﾊﾞｸﾀﾞ ｱﾂﾋﾛ 愛媛県 1:44:34

59 181 日林 鉄兵 ﾋﾊﾞﾔｼ ﾃｯﾍﾟｲ 中土佐町 1:44:47

60 60 鎌倉 誠 ｶﾏｸﾗ ﾏｺﾄ 徳島県 1:45:32

61 24 磯野 貴裕 ｲｿﾉ ﾀｶﾋﾛ 愛媛県 1:46:23

62 31 宮内 孝 ﾐﾔｳﾁ ﾀｶｼ 愛媛県 1:47:37

63 121 門谷 芳明 ｶﾄﾞﾀﾆ ﾖｼｱｷ 高知市 1:48:40

64 46 高木 俊 ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝ 野いちご南国 高知市 1:49:19

65 183 戸田 崇貴 ﾄﾀﾞ ﾀｶｷ 香川県 1:50:27

66 3 市原 忠介 ｲﾁﾊﾗ ﾀﾀﾞｽｹ 宿毛市 1:50:28

67 90 吉高 裕貴 ﾖｼﾀｶ ﾕｳｷ 大和証券 高知市 1:50:29

68 67 山本 祐太郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 高知市 1:50:34

69 96 仮谷 太志 ｶﾘﾔ ﾌﾄｼ 土佐清水市 1:51:08

70 163 舛本 周一 ﾏｽﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 須崎市 1:51:25

71 22 山崎 一希 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 香美市 1:52:56

72 186 森井 伸夫 ﾓﾘｲ ﾉﾌﾞｵ 南国市 1:53:22

73 143 松本 卓士 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ 高知市 1:53:41

74 75 西岡 友和 ﾆｼｵｶ ﾄﾓｶｽﾞ 佐川町 1:53:49

75 196 津野 真二 ﾂﾉ ｼﾝｼﾞ 土佐清水市 1:54:35

76 68 坂口 貴彦 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｶﾋｺ 高知市 1:54:56

77 169 井上 博 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ 愛媛県 1:55:45

78 56 森本 裕文 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 香美市 1:56:03

79 115 立石 博昭 ﾀﾃｲｼ ﾋﾛｱｷ 四万十市 1:56:32

80 160 山中 修二 ﾔﾏﾅｶ ｼｭｳｼﾞ 日高村 1:56:38

81 179 岡野 真也 ｵｶﾉ ｼﾝﾔ 須崎市 1:56:44

82 32 田中 孝幸 ﾀﾅｶ ﾀｶﾕｷ 四万十町 1:57:05

83 40 鈴木 文顕 ｽｽﾞｷ ﾌﾐｱｷ 東京都 1:57:12

84 174 平林 史年 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾄｼ 宇佐水産 愛媛県 1:57:54

85 52 岸 明弘 ｷｼ ｱｷﾋﾛ 愛媛県 1:58:25

86 101 越野 兼斗 ｺｼﾉ ｹﾝﾄ サウスクラブ 愛媛県 1:58:54

87 66 小林 壮 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳ 木俵病院 四万十市 1:58:57

88 157 川添 友裕 ｶﾜｿﾞｴ ﾄﾓﾋﾛ 愛媛県 1:59:33

89 64 坂本 慎 ｻｶﾓﾄ ｼﾝ 須崎市 2:00:23

90 113 谷 和好 ﾀﾆ ｶｽﾞﾖｼ 南国市 2:00:45

91 2 池上 太基 ｲｹﾉｳｴ ﾀｲｷ 香川県 2:01:59

92 81 繁木 俊忠 ｼｹﾞｷ ﾄｼﾀﾀﾞ 繁木建設 愛媛県 2:02:05

93 161 野中 陽一朗 ﾉﾅｶ ﾖｳｲﾁﾛｳ 高知市 2:02:12

94 18 松岡 晃生 ﾏﾂｵｶ ｱｷｵ 中山スマイル 愛媛県 2:02:28

95 5 岡本 恵一 ｵｶﾓﾄ ｹｲｲﾁ 四万十市 2:02:30

96 142 黒田 正喜 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｷ オーソリティ 高知市 2:04:30

97 180 白石 雅紘 ｼﾗｲｼ ﾏｻﾋﾛ 愛媛県 2:04:52

98 162 白石 健悟 ｼﾗｲｼ ｹﾝｺﾞ 愛媛県 2:04:52

99 51 山下 剛史 ﾔﾏｼﾀ ﾀｹｼ 西予市役所 愛媛県 2:05:17

100 116 谷 翔太 ﾀﾆ ｼｮｳﾀ 本山町 2:05:41
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101 99 田辺 浩士 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ 四万十町 2:06:38

102 105 濱田 啓太 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲﾀ 繁春鉄工所 南国市 2:07:15

103 104 楠瀬 明則 ｸｽﾉｾ ｱｷﾉﾘ 繁春鉄工所 高知市 2:07:37

104 153 平野 太一 ﾋﾗﾉ ﾀｲﾁ 愛媛県 2:08:41

105 133 高橋 英史 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾌﾐ 高知市 2:08:52

106 1 足立 雄紀 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ 香川県 2:10:00

107 148 久保 智輝 ｸﾎﾞ ﾄﾓｷ 四万十市 2:10:43

108 70 下園 陽平 ｼﾓｿﾞﾉ ﾖｳﾍｲ 安芸市 安芸市 2:10:48

109 149 篠田 浩平 ｼﾉﾀﾞ ｺｳﾍｲ 黒潮町 2:11:35

110 59 末内 誠 ｽｴｳﾁ ﾏｺﾄ 高知市 2:11:36

111 134 小尻 長司 ｵｼﾞﾘ ﾀｹｼ 高知市 2:12:02

112 79 岡村 修次 ｵｶﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ 安芸市 2:12:15

113 136 竹田 錬矢 ﾀｹﾀﾞ ﾚﾝﾔ 須崎市 2:12:53

114 171 大西 良昌 ｵｵﾆｼ ﾖｼﾏｻ 走り隊 兵庫県 2:13:15

115 125 北條 重文 ﾎｳｼﾞｮｳ ｼｹﾞﾌﾐ けんみん病院 宿毛市 2:14:05

116 42 原 潤哉 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 高知整形脳外科 高知市 2:14:10

117 6 勝瀬 信彦 ｶﾂｾ ﾉﾌﾞﾋｺ 四万十市 2:14:51

118 118 岡田 健一郎 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ くもん 高知市 2:15:04

119 147 松田 晃耀 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾖｳ 愛媛県 2:16:42

120 128 山崎 豊史 ﾔﾏｻｷ ﾄﾖﾌﾐ ローソン高知 四万十市 2:16:59

121 4 稲野 智章 ｲﾅﾉ ﾄﾓｱｷ 四万十市 2:17:08

122 151 中平 孔志 ﾅｶﾋﾗ ｺｳｼ 旅 愛媛県 2:18:00

123 9 塩治 佑介 ｼｵｼﾞ ﾕｳｽｹ 宿毛市 2:18:23

124 119 瀧 直也 ﾀｷ ﾅｵﾔ 南国市 2:18:24

125 137 原口 裕基 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾕｳｷ 愛媛県 2:19:04

126 192 槇野 一人 ﾏｷﾉ ｶｽﾞﾄ 土佐走援隊 四万十町 2:19:18

127 122 西村 大 ﾆｼﾑﾗ ｽｸﾞﾙ サニーマート 高知市 2:19:45

128 39 西内 麗 ﾆｼｳﾁ ﾚｲ 四万十市 2:21:06

129 38 川田 道範 ｶﾜﾀﾞ ﾐﾁﾉﾘ 幡多陸上クラブ 四万十市 2:21:07

130 109 楠瀬 和也 ｸｽﾉｾ ｶｽﾞﾔ どこいこラン 高知市 2:21:47

131 84 藤井 康仁 ﾌｼﾞｲ ﾔｽﾋﾄ 住友生命 高知市 2:21:50

132 132 曽我 智大 ｿｶﾞ ﾄﾓﾋﾛ 日高村 2:22:35

133 12 永野 優人 ﾅｶﾞﾉ ﾕｳﾄ 高知大学 四万十市 2:24:09

134 111 岡崎 秀昭 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 高知市 2:24:10

135 92 中澤 康孝 ﾅｶｻﾞﾜ ﾔｽﾀｶ 幡多信用金庫 黒潮町 2:24:15

136 158 嶋屋 貴之 ｼﾏﾔ ﾀｶﾕｷ 旅 愛媛県 2:24:34

137 176 和田 知之 ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 高知市 2:26:18

138 73 忽那 龍彦 ｸﾂﾅ ﾀﾂﾋｺ ダブルドリブル 愛媛県 2:27:41

139 126 上岡 正彬 ｶﾐｵｶ ﾏｻﾖｼ カローラ高知 四万十町 2:28:40

140 138 石黒 賢 ｲｼｸﾞﾛ ｹﾝ 宿毛市 2:29:01

141 112 中脇 凜人 ﾅｶﾜｷ ﾘﾝﾄ 竹本病院 四万十市 2:37:47

142 27 近藤 賢一郎 ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁﾛｳ 四万十市 2:37:51

143 190 上野 祐樹 ｳｴﾉ ﾕｳｷ 高知市 2:39:31

144 103 河添 公洋 ｶﾜｿﾞｴ ｷﾐﾋﾛ 土佐市 2:44:24

145 195 川人 慎也 ｶﾜﾋﾄ ｼﾝﾔ 高知市 2:46:23

146 135 大倉 有貴 ｵｵｸﾗ ﾕｳｷ 三原村 2:46:35

147 41 和田 淳平 ﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 高知整形脳外科 土佐市 2:47:21

148 140 戸田 拓実 ﾄﾀﾞ ﾀｸﾐ おっ床まえ 愛媛県 2:48:45

149 61 河上 真二郎 ｶﾜｶﾐ ｼﾝｼﾞﾛｳ 松山大学教職員 愛媛県 2:52:36

150 85 泥谷 崇之 ﾋｼﾞﾔ ﾀｶﾕｷ 須崎市 2:55:31
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151 8 川村 和史 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞｼ 高知市 2:56:23

152 35 白石 久幸 ｼﾗｲｼ ﾋｻﾕｷ ワタキュー 高知市 2:58:33

153 33 廣井 裕士 ﾋﾛｲ ﾋﾛｼ 日高村 2:58:33

154 194 山下 晃 ﾔﾏｼﾀ ｺｳ 高知市 2:59:32

155 159 西野 翔平 ﾆｼﾉ ｼｮｳﾍｲ 新建材センター 高知市 3:04:16
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