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順位 No. 氏 名 カ ナ 所属クラブ名 市町村名 記 録

1 730 永井 恒 ﾅｶﾞｲ ﾋｻｼ 静岡県 1:30:17

2 701 泉 祐司 ｲｽﾞﾐ ﾕｳｼﾞ 本山町 1:38:02

3 720 松田 正 ﾏﾂﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 高知市 1:39:16

4 747 田中 慶夫 ﾀﾅｶ ｹｲｵ 高知市消防団 高知市 1:42:23

5 750 住本 長治 ｽﾐﾓﾄ ﾁｮｳｼﾞ 愛媛県 1:44:51

6 753 関口 秀生 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｵ クラレテクノ 愛媛県 1:45:10

7 721 松本 一房 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾌｻ 三好ＲＭＣＣ 三好市 1:45:51

8 727 渡辺 豊年 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾖﾄｼ チーム佐川 佐川町 1:47:55

9 742 藤堂 勝男 ﾄｳﾄﾞｳ ﾏｻｵ 宇和島市役所 愛媛県 1:48:55

10 707 澤田 卓 ｻﾜﾀﾞ ﾀｶｼ 高知市 1:49:41

11 723 次田 充生 ﾂｷﾞﾀ ﾐﾂｵ 高知市 1:50:51

12 735 荒谷 栄次 ｱﾗﾀﾆ ｴｲｼﾞ 愛南体協 愛媛県 1:51:19

13 732 三崎 文夫 ﾐｻｷ ﾌﾐｵ 香川県 1:51:25

14 751 亀山 慎二 ｶﾒﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 鳥取県 1:51:47

15 736 石岡 聖悟 ｲｼｵｶ ｼｮｳｺﾞ 広島県 1:52:14

16 719 松岡 日出夫 ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞｵ 中山スマイル 愛媛県 1:53:13

17 712 長嶋 茂雄 ﾅｶﾞｼﾏ ｼｹﾞｵ 町田整形オキシ 高知市 1:54:20

18 765 藤田 尚文 ﾌｼﾞﾀ ﾅｵﾌﾐ いの町 1:55:13

19 762 飛鷹 昭二 ﾋﾀﾞｶ ｼｮｳｼﾞ 愛媛県 1:56:04

20 771 中村 和廣 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ クロシオクラブ 黒潮町 1:57:58

21 702 今城 朗 ｲﾏｼﾞｮｳ ｱｷﾗ ＪＡ金農こうち 高知市 1:58:47

22 775 古井 和広 ｺｲ ｶｽﾞﾋﾛ 高知市 1:59:03

23 769 山崎 敏秀 ﾔﾏｻｷ ﾄｼﾋﾃﾞ 高知市 1:59:27

24 748 塩田 哲夫 ｼｵﾀ ﾃﾂｵ 高知ＦＲＣ 高知市 2:01:27

25 756 福田 恒人 ﾌｸﾀﾞ ﾂﾈﾄ 高知市 2:01:45

26 749 宮城 貞二 ﾐﾔｷﾞ ﾃｲｼﾞ 株式会社ヒカリ 愛媛県 2:02:09

27 733 隅田 裕夫 ｽﾐﾀﾞ ﾋﾛｵ 高知市 2:02:38

28 745 佐川 輝高 ｻｶﾞﾜ ﾃﾙﾀｶ 愛媛県立医技大 愛媛県 2:03:17

29 758 宮武 秀男 ﾐﾔﾀｹ ﾋﾃﾞｵ 香川県 2:03:50

30 779 佐伯 洋一 ｻｲｷ ﾖｳｲﾁ ＪＴＡテコンド 愛媛県 2:04:02

31 708 田尾 守三都 ﾀｵ ﾓﾘﾐﾂ みどりを守る会 香川県 2:04:52

32 763 西川 治樹 ﾆｼｶﾜ ﾊﾙｷ 愛媛県 2:05:09

33 774 井上 純次 ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝｼﾞ 愛媛県 2:06:12

34 709 高橋 肇之 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾕｷ 大阪府 2:07:57

35 777 明神 三夫 ﾐｮｳｼﾞﾝ ﾐﾂｵ 佐川町 2:08:09

36 772 森 恭康 ﾓﾘ ﾀｶﾔｽ 愛媛県 2:08:51

37 734 植 秀治 ｳｴｷ ｼｭｳｼﾞ 走る若大将 兵庫県 2:09:37

38 767 松本 満 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾂﾙ 徳島県 2:10:10

39 759 神野 泰成 ｼﾞﾝﾉ ﾔｽﾅﾘ 昭和南海ＦＣ 高知市 2:11:04

40 716 橋本 卓也 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾔ 高知市 2:12:28

41 778 伊藝 明弘 ｲｹﾞｲ ｱｷﾋﾛ サンシャイン 土佐市 2:14:30

42 728 広瀬 典夫 ﾋﾛｾ ﾉﾘｵ ひろせ塾 土佐市 2:15:06

43 715 中平 善叙 ﾅｶﾋﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 愛知県 2:15:12

44 757 水野 日出夫 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞｵ 愛媛県 2:15:38

45 731 田中 俊至 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｼﾞ ハスイケ 高知市 2:15:54

46 738 森本 雅徳 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ もみのき病院 高知市 2:16:00

47 703 植田 久幸 ｳｴﾀ ﾋｻﾕｷ 北川村 2:18:12

48 754 上田 教博 ｳｴﾀﾞ ﾉﾘﾋﾛ 介良 高知市 2:20:38

49 704 鎌田 和宏 ｶﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ じいじいず 愛媛県 2:21:10

50 752 坂部 年宣 ｻｶﾍﾞ ﾄｼﾉﾘ リキちゃんず 愛媛県 2:21:11
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51 714 永野 泰宏 ﾅｶﾞﾉ ﾔｽﾋﾛ 宿毛工業鉄人７ 四万十市 2:24:09

52 766 小椋 勇二 ｵｸﾞﾗ ﾕｳｼﾞ 黒尊クラブ 四万十市 2:24:27

53 764 本池 英三 ﾓﾄｲｹ ｴｲｿﾞｳ 本山町 2:24:29

54 746 谷脇 嘉徳 ﾀﾆﾜｷ ﾖｼﾉﾘ 宿中４７年度卒 愛媛県 2:25:13

55 725 藤崎 一義 ﾌｼﾞｻｷ ｶｽﾞﾖｼ 高知市 2:30:40

56 761 道中 美敏 ﾐﾁﾅｶ ﾐﾄｼ 呉走遊会 広島県 2:31:41

57 776 駒沢 秀樹 ｺﾏｻﾜ ﾋﾃﾞｷ 明日リート 高知市 2:34:43

58 706 熊澤 久 ｸﾏｻﾞﾜ ﾋｻｼ チーム 久 南国市 2:36:03

59 705 北川 直 ｷﾀｶﾞﾜ ｽﾅｵ ケンパン 愛媛県 2:37:34

60 773 石川 光男 ｲｼｶﾜ ﾐﾂｵ 山商 香川県 2:38:21

61 740 高橋 義仁 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾄ 愛媛県 2:42:47

62 770 北村 俊幸 ｷﾀﾑﾗ ﾄｼﾕｷ 高知市 2:46:08

63 739 岡 史郎 ｵｶ ｼﾛｳ 叱咤奔走会 兵庫県 2:59:26

64 768 岡崎 邦博 ｵｶｻﾞｷ ｸﾆﾋﾛ 愛媛県 3:11:24
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