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総合記録 順位 記 録 順位 記 録 順位 記 録 順位 記　録 順位 記 録 順位 記 録 順位 記 録 順位 記 録 順位 記　録
１－Ａ
高知市A 3 21:14 3 12:29 3 17:24 6 18:22 2 15:51 2 12:56 2 08:52
７８－Ｂ
高幡消防四万十B 5 21:48 1 12:23 5 17:27 4 18:03 6 16:45 4 13:26 10 09:18
１１６－Ａ
中芸消防A 4 21:47 2 12:27 6 18:08 7 18:31 7 16:46 6 13:41 1 08:35
１－Ｂ
高知市B 10 22:33 9 13:34 7 18:13 10 18:59 3 16:00 1 12:28 5 09:09
２０３－Ａ
香美市消防A 6 21:51 13 13:56 15 19:36 3 17:47 4 16:34 5 13:32 11 09:19
１２２－Ａ
香美市A 1 20:14 6 13:20 11 19:03 12 19:19 12 17:33 8 14:06 9 09:17
４－Ａ
南国市A 8 21:55 5 13:12 13 19:07 8 18:36 14 17:38 9 14:11 6 09:11
６７－Ａ
高吾北広域A 9 22:18 8 13:29 9 18:36 16 19:56 5 16:41 7 13:54 3 09:03
１２４－Ａ
黒潮町A 2 21:03 11 13:46 14 19:09 14 19:44 15 17:48 3 13:24 8 09:15
２００－Ａ
安芸市消防A 13 23:23 12 13:51 2 17:20 27 21:14 8 17:03 15 14:50 23 09:59
９８－Ａ
仁淀消防A 15 24:01 4 12:57 17 20:27 9 18:55 9 17:04 17 14:54 18 09:45
２０２－Ａ
香南市消防A 26 25:28 6 13:20 10 19:02 13 19:36 11 17:27 18 14:56 11 09:19
３５－Ａ
本山町A 22 24:44 13 13:56 8 18:16 29 21:22 18 18:22 12 14:45 17 09:40
１２３－Ａ
四万十町A 12 23:21 10 13:42 16 20:10 23 20:57 19 18:26 13 14:46 21 09:58
７８－Ａ
高幡消防須崎A 11 23:13 25 15:31 12 19:04 19 20:35 22 18:34 16 14:51 26 10:02
５２－Ａ
春野町A 23 24:57 18 14:29 1 17:04 41 23:08 23 18:42 20 15:10 21 09:58
１－Ｃ
高知市C 30 26:01 24 15:13 22 21:05 15 19:47 20 18:32 10 14:12 13 09:33
１０５－Ａ
幡多西部消防A 17 24:10 15 14:08 42 23:01 33 21:58 13 17:34 13 14:46 23 09:59
９－Ａ
土佐清水市A 7 21:53 32 16:04 33 22:02 1 17:21 63 24:11 22 15:14 25 10:01
５４－Ａ
佐川町A 20 24:33 16 14:11 19 20:55 25 21:05 40 20:46 25 15:33 28 10:14
１２１－Ａ
香南市A 32 26:43 19 14:42 30 21:51 11 19:07 16 18:06 31 16:16 35 10:46
１８－Ａ
芸西村A 14 23:48 43 16:46 4 17:26 18 20:18 27 19:18 37 16:58 68 14:03
１２２－Ｃ
香美市C 27 25:48 33 16:05 35 22:07 39 22:52 1 15:39 33 16:25 34 10:45
１２３－Ｂ
四万十町B 29 25:58 36 16:17 20 21:03 31 21:41 29 19:31 35 16:48 7 09:12
７－Ａ
四万十市A 34 27:09 37 16:21 43 23:17 2 17:27 41 20:59 21 15:11 29 10:21
２０１－Ａ
土佐清水市消防A 25 25:22 34 16:08 26 21:30 5 18:10 37 20:24 57 19:04 46 11:33
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1:06:47

1:03:00

1:03:16

0:58:00

1:04:00

1:03:18

1:02:19

1:01:19

0:59:59

0:59:39

0:56:56

0:57:13

0:57:48

0:56:30

0:53:58

0:54:34

0:57:25

0:57:50

0:55:23

0:52:37

0:54:14

0:54:23

0:51:07

0:51:38

0:52:22

0:54:20

2:10:45

2:12:11

2:07:31

2:08:37

2:09:41

2:10:30

2:04:23

2:05:36

2:06:46

2:07:17

2:01:05

2:01:20

2:01:50

2:03:28

1:54:09

1:57:40

1:58:03

1:59:08

1:52:35

1:52:52

1:53:50

1:53:57

1:47:08

1:49:10

1:49:55

1:50:56

岡﨑　学 和泉　公朗 手島　仁 西田　和啓

有光　浩 宮﨑　勝也 佐田　公洋 小野　彰

北村　耕助 萩原　隆一 義村　貴明 小野川　裕二

池澤　卓也 野町　貴弘 吉村　泰典 田村　剛

岡村　公順 山本　浩孝 吉永　卓史 小松　博

久万沢　常晴 古味　宏則

小松　大洋 岡本　和也 山本　八也

山本　実

中田　奈美

中嶋　一允

松本　久男

山下　佳彦

下村　武司

西岡　一徳

九谷　高史

濱田　公雄

徳平　晶

島﨑　春次

所谷　昌幸

横山　周次

雨森　健高 徳弘　善文

佐々木　恵一

坂田　淳

山﨑　健星

山本　佳右

土居　憲司 八木　俊之濱口　登史國澤　智雄

沖野　慎吾 武田　正人

和田　耕一 右城　伸

長森　伸一岡村　太介

田岡　明渡邊　徳仁

渡辺　健心

寺岡　勝浩

矢野　直樹

小澤　寛人

平　慎二

猪野　真継

松木　和哉

山本　裕宣

澤田　卓

中城　将幸

西山　和男

田中　慶夫

堀　裕司

中島　浩志

筒井　正治郎

間城　祐介

黒瀬　勇介

横山　和彦

中村　俊一

神原　孝典

上田　満春

嶋岡　正人

篠田　友章

高橋　鉄昭

山中　浩維

中野　裕介

坂本　健一

岡本　大介

藤岡　久人

岡田　一也

公文　雅樹

大谷　匡史

山本　忠幸

和田　祐樹

島田　誠

藤原　剛

野村　則男

小原　隆宏

中村　仰

新谷　祐治

山下　聡

近森　弘明

中屋　大樹林　和利

伊勢脇　正大

梅本　泰吏 池浦　公太

中山　良

長森　誠二

加藤　武

秋元　政刀

池田　豪 手島　真由美 小松　司沙

古井　洋一竹平　隆一大峯　啓之

岡本　暁典

植田　俊博

上岡　一平

芝岡　恵三

石田　伸悟

芝野　富也

泉　祐司筒井　幸弘

岡﨑　純二

児玉　好章

楠目　生

澤近　卓

徳広　祐一

西川　浩司

西内　豊明 谷内　誠子 立仙　泰章

岡村　建介森　仁

松﨑　慶一

吉松　昭人

岩波　道信

下八川　久夫

松葉　孝史

土居　廣之

市川　史弥

吉永　新司

吉良　純一 戸梶　貴文 村田　健太

坂井　昭宏 安井　耕三 竹﨑　裕次

宮地　敏行 畠中　哲司 谷　純大

川谷　憲一藤堂　克二川谷　武志

堀内　建吾 森本　憲司 西原　三登

徳弘　賢一小田　定史中澤　賢一

和手　久都築　豊和小松　祐介

中村　祐介 奥村　周也 小松　伯聖

西山　和則

猪野　昭

岩﨑　孝紀 中山　昌之

後 　半

順位

３区（5.1㎞）２区（3.7㎞）１区（6.4㎞）

チーム名

総    合    成    績
６区（3.7㎞） ７区（2.5㎞）

選手名 選手名 選手名 選手名選手名 選手名選手名
前 半

４区（5.2㎞） ５区（4.4㎞）

野口　敦史 谷口　順

谷脇　康平

木下　裕二

戸田　一成

松本　隼人

中越　和生廣光　輝之 戸田　幸一

田井　啓太 川村　考史國本　武恒

川崎　泰 柏井　清夫

0:56:01

0:57:32

0:57:33

0:56:36

0:57:12

1:00:15

0:59:36

0:59:34

1:00:11

1:03:06

1:00:38

1:01:18

1:04:09

1:04:07

1:04:02

1:06:58

1:02:04

1:04:17

1:06:47

1:07:38

1:04:15

1:10:37

1:05:41

1:07:12

1:03:58

1:09:11
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総合記録 順位 記 録 順位 記 録 順位 記 録 順位 記　録 順位 記 録 順位 記 録 順位 記 録 順位 記 録 順位 記　録

後 　半

順位

３区（5.1㎞）２区（3.7㎞）１区（6.4㎞）

チーム名

総    合    成    績
６区（3.7㎞） ７区（2.5㎞）

選手名 選手名 選手名 選手名選手名 選手名選手名
前 半

４区（5.2㎞） ５区（4.4㎞）

７－Ｃ
四万十市C 38 27:40 39 16:29 23 21:07 51 24:20 10 17:23 24 15:24 27 10:10
１２４－Ｂ
黒潮町B 49 28:49 28 15:45 27 21:36 36 22:37 17 18:11 28 16:01 16 09:39
１００－Ａ
幡多中央消防A 24 25:02 22 15:04 62 26:27 38 22:49 20 18:32 29 16:06 20 09:57
４－Ｂ
南国市B 44 28:22 37 16:21 28 21:42 26 21:09 34 20:10 29 16:06 32 10:37
１２０－Ａ
仁淀川町A 46 28:32 51 17:18 18 20:44 35 22:15 25 18:59 23 15:15 58 12:23
５－Ａ
須崎市A 18 24:19 62 18:17 24 21:12 67 27:29 39 20:45 11 14:22 3 09:03
６２－Ａ
日高村A 28 25:55 41 16:38 47 23:43 21 20:45 50 22:12 26 15:37 35 10:46
５０１－Ａ
国保連合会A 37 27:36 17 14:19 25 21:19 24 20:58 33 20:05 66 20:42 33 10:39
１７－Ａ
馬路村A 35 27:10 26 15:43 44 23:25 20 20:40 31 19:54 56 18:55 30 10:27
１２４－Ｃ
黒潮町C 45 28:27 56 17:35 37 22:26 17 20:05 45 21:27 37 16:58 14 09:35
８－Ａ
宿毛市A 43 28:21 23 15:10 29 21:50 32 21:43 48 21:54 36 16:52 35 10:46
２－Ａ
安芸市A 31 26:31 47 16:59 45 23:42 28 21:16 35 20:17 39 17:09 51 11:49
５６－Ａ
中土佐町A 19 24:29 40 16:33 39 22:44 53 24:41 46 21:40 34 16:38 49 11:41
１５－Ａ
安田町A 51 29:10 21 14:54 47 23:43 40 22:54 24 18:50 42 17:21 62 12:45
４０－Ａ
嶺北広域A 56 30:31 59 17:44 31 21:52 37 22:45 32 20:02 39 17:09 19 09:51
１２２－Ｄ
香美市D 59 30:54 42 16:42 38 22:32 34 22:00 58 23:11 19 15:02 15 09:38
１６－Ａ
北川村A 42 28:16 64 19:06 41 23:00 22 20:48 42 21:07 49 17:54 56 12:16
１－Ｅ
高知市E(女子） 60 30:59 27 15:44 36 22:23 43 23:16 43 21:19 44 17:25 47 11:34
４８－Ａ
いの町A 54 29:58 35 16:11 49 23:44 30 21:31 25 18:59 69 21:20 41 11:10
１２３－Ｄ
四万十町D 40 27:47 30 15:52 32 21:57 55 25:02 37 20:24 60 20:01 59 12:27
１２－Ａ
東洋町A 36 27:23 58 17:36 62 26:27 44 23:36 30 19:32 52 18:13 40 11:04
６３－Ａ
津野町A 48 28:42 66 19:25 58 25:05 48 23:59 36 20:22 27 15:56 39 10:51
１３－Ａ
奈半利町A 47 28:38 54 17:25 34 22:03 63 26:42 49 22:01 48 17:51 38 10:49
１２２－Ｂ
香美市B 50 29:03 44 16:49 55 24:48 52 24:33 54 22:28 47 17:43 50 11:44
６－Ａ
土佐市A 33 26:52 48 17:02 21 21:04 60 25:52 51 22:18 60 20:01 70 14:18
４４－Ａ
土佐町A 21 24:41 72 21:39 51 24:11 59 25:29 56 22:34 54 18:29 54 12:09
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1:03:46

1:07:47

1:10:07

1:03:48

1:06:16

1:06:18

1:08:28

1:05:21

1:07:12

1:06:33

1:06:25

1:06:34

1:03:14

1:05:16

1:06:10

1:10:08

1:10:40

1:09:06

1:10:22

1:09:53

1:05:36

1:11:26

1:13:12

1:08:06

1:04:58

1:10:31

2:25:29

2:27:08

2:27:27

2:29:12

2:22:53

2:23:30

2:23:51

2:24:20

2:19:54

2:19:59

2:22:27

2:22:40

2:16:36

2:17:43

2:18:26

2:19:37

2:15:36

2:15:38

2:16:14

2:16:33

2:13:57

2:14:27

2:15:26

2:15:27

2:12:33

2:12:38

杉本　啓 澤田　智則

佐竹　俊文森下　卓也

伊藤　敏雄 和田　孝弘

和田　正樹

山本　忠

山西　亜紀石元　裕乃

下村　卓徳

野島　昭彦 高橋　千恵

川島　智

小松　晶秀

水田　直哉 桑瀬　正一 井上　義之

奥村　忍 北川　晃彦 小池　昭平

大﨑　昭彦 豊田　庄二川田　明男

和田　耕明 筒井　誠人 野田　幸稔 小泉　清人

松岡　真理 中村　公子 永野　未晴 有澤　知江

濵渦　朋裕 藤澤　文彦 田中　勝之 島田　圭佑

小松　慶久 森下　研 小松　申尚 吉本　浩二

岡部　和也 高橋　隆伸 小笠原　和則 今西　芳彦

中川　剛 西山　直樹 西尾　辰徳 中山　初男

吉岡　卓宣 黒岩　陽介 高木　吉規 津野　誠

髙橋　峰彦 正岡　伸悟 並川　博行 小松　佑也

豊島　裕一 埜々下　哲広 寺田　多志 畠中　健一

深木　俊行 國友　広和 斉藤　長久 野村　晃稚

木下　彰二 山﨑　出 高芝　俊二 清岡　明徳

市川　浩 堀川　美香 廣田　陽平 山形　大吾

今井　明秀 片岡　信次 大川　健輔 坂東　隆一

井上　高晶 森光　和明 森　充弘 中村　幸二

沖　勇一 中西　基 掛水　宏昭 片岡　良孝

高橋　元和 川田　博司 奥野　淳一 小原　良一

池本　豪 渡辺　将幸 竹﨑　健一 大﨑　淳介

渡辺　大和 今西　文明 門田　政史 村越　淳

篠田　光男 谷口　忠之 佐川　徳和 柴　秀樹

川村　健

和田　教雅

宮上　昌人

宮本　健児濱田　紘一土居　祐仁

伊吹　卓哉

芝　郁

國藤　保志 三宮　一仁

井上　真共

周治　正崇 松井　正明

高橋　晃

大野　裕典古味　伸彦

坂本　茂生

前田　修平 松本　直久

本澤　伸也

弘瀬　敦也

西村　篤史

川村　勇生

柿本　一成

榮　保志

田所　卓也

居本　智保

小松　章悟

川村　諭

伊与木　秀人

上岡　三郎太

合田　暁央

吉本　加津代

大久保　茂栄

田所　佐和子

吉良　高秀

日林　靖典

有岡　憲作

吉村　知久

有澤　朋哉

近藤　太一郎

恒石　政志

改田　敏幸

手島　一憲

小笠原　和行

日和佐　干城

濵渦　隆司

宮崎　純代

土居　晃

依光　隆司

山嶋　千恵

勝賀瀬　望

西森　正浩

伊吹　真貴博

野中　国世 坂本　克久

生田　憲一

鍋島　浩一

川村　圭祐

門田　知之

法光院　晶一

利岡　篤史礒部　敏幸

中川　英斉

山﨑　一宏

山下　法政

津野　史司 高橋　亮

蛭子　浩久

川西　利文

宗石　康弘

五味　雅仁

市川　弘

大坪　靖幸

近藤　裕司

片岡　孝夫

西山　明彦

沖　晃次

岡崎　裕至

宇都宮　朋彦 村尾　貴幸竹葉　洋輔
1:07:17

1:06:28

1:07:24

1:08:02

1:08:52

1:11:39

1:09:20

1:12:24

1:09:56

1:08:05

1:11:15

1:10:31

1:14:40

1:11:50

1:09:47

1:09:51

1:12:05

1:13:34

1:13:00

1:17:54

1:12:25

1:11:08

1:17:23

1:16:28

1:22:29

1:18:41
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総合記録 順位 記 録 順位 記 録 順位 記 録 順位 記　録 順位 記 録 順位 記 録 順位 記 録 順位 記 録 順位 記　録

後 　半

順位

３区（5.1㎞）２区（3.7㎞）１区（6.4㎞）

チーム名

総    合    成    績
６区（3.7㎞） ７区（2.5㎞）

選手名 選手名 選手名 選手名選手名 選手名選手名
前 半

４区（5.2㎞） ５区（4.4㎞）

３－Ａ
室戸市A 63 32:13 53 17:24 40 22:48 42 23:15 68 25:20 53 18:15 42 11:16
９２－Ａ
土佐市民病院A 41 27:54 45 16:50 54 24:36 72 28:47 55 22:30 59 19:43 31 10:33
５９－Ａ
梼原町A 63 32:13 49 17:12 59 25:16 61 26:01 57 22:54 32 16:22 52 11:51
７１－Ａ
大月町A 39 27:44 46 16:54 64 26:33 49 24:07 66 25:02 43 17:22 71 15:13
７－Ｂ
四万十市B 53 29:36 60 17:50 73 30:17 57 25:17 44 21:20 46 17:28 48 11:37
１２３－Ｅ
四万十町E(女子） 55 30:23 31 15:55 65 26:41 66 27:01 60 23:31 45 17:26 65 13:03
３８－Ａ
大豊町A 61 31:45 56 17:35 70 28:42 46 23:43 28 19:20 63 20:17 64 12:54
７－Ｄ
四万十市D 72 34:11 61 17:52 52 24:13 65 26:51 47 21:50 50 18:02 44 11:20
１２３－Ｃ
四万十町C 52 29:28 51 17:18 45 23:42 73 29:27 65 24:53 41 17:11 60 12:41
９－Ｂ
土佐清水市B 66 32:46 20 14:51 68 27:26 54 24:52 64 24:34 55 18:49 61 12:44
４８－Ｃ
いの町C 16 24:09 50 17:17 56 24:56 71 28:31 73 28:22 67 20:54 53 11:54
１２４－Ｄ
黒潮町D 62 32:04 63 18:57 56 24:56 64 26:44 51 22:18 58 19:38 45 11:32
１２１－Ｂ
香南市B 67 32:50 67 19:37 69 27:27 47 23:47 62 23:53 51 18:09 55 12:10
６－Ｂ
土佐市B 58 30:53 29 15:48 61 26:01 45 23:40 53 22:28 72 24:14 73 16:15
５－Ｂ
須崎市B 68 33:11 65 19:15 72 29:47 56 25:15 59 23:20 71 22:37 43 11:17
８－Ｃ
宿毛市C 70 34:07 71 20:27 50 24:03 62 26:28 69 25:27 68 21:03 66 13:27
４８－Ｂ
いの町B 65 32:27 68 19:41 53 24:30 57 25:17 71 26:16 70 22:01 72 15:39
８－Ｂ
宿毛市B 70 34:07 55 17:30 66 26:43 50 24:17 70 25:56 73 25:00 57 12:22
７－Ｅ
四万十市E(女子） 57 30:41 73 23:06 60 25:33 69 27:44 67 25:15 64 20:36 69 14:10
３５－Ｃ
本山町C(女子） 73 35:09 70 20:22 67 26:56 70 28:08 61 23:48 60 20:01 62 12:45
４－Ｃ
南国市C(女子） 69 33:56 69 20:18 71 29:10 68 27:31 72 26:32 65 20:41 67 13:37
１－Ｄ ｵｰﾌﾟﾝ

高知市D（オープン） - 27:44 - 14:52 - 22:38 - 27:15 - 22:28 - 17:18 - 11:53
５４－Ｂ ｵｰﾌﾟﾝ

佐川町B(オープン） - 28:40 - 17:38 - 24:06 - 24:00 - 22:52 - 16:24 - 12:06
３５－Ｂ ｵｰﾌﾟﾝ

本山町B（オープン） - 29:17 - 18:56 - 23:32 - 24:30 - 19:42 - 16:42 - 13:28

54

68

63

66

67

72

69

70

65

59

73

58

48

60

49

55

56

61

51

62

68

61

36

62

70

58

66

63

51

56

46

60

54

69

70

71

72

65

66

67

68

61

62

63

64

57

58

59

60

53

54

55

56

1:14:41

1:11:11

1:12:25

1:09:20

2:45:51

2:45:55

2:47:05

2:47:09

2:37:53

2:39:19

2:44:42

2:45:02

2:34:40

2:36:02

2:36:03

2:36:09

2:33:25

2:34:00

2:34:16

2:34:19

2:30:31

2:30:53

2:31:49

2:32:55

近澤　修二 森脇　友紀 川澤　範子大川　智史 水田　康範 北川　博章 中岡　孝幸64

秋山　恵美 上村　有美 横山　奈那横山　早苗 小笠原　知子 右城　有紀 松繁　美和72 1:22:27

平岡　洋助 山岡　敏樹

中田　智子 池　一美 竹田　充 伊与田　恭子 栢岡　珠美 高木　亜季 安岡　稚奈69

豊田　直史 安本　剛67 福島　篤史

畔元　隆弘

山本　恵美山本　和恵桑原　一

山岡　円佳津野　修森光　澄夫

中福　智子

和田　梓

竹村　和花

柴田　真希矢野　康孝

中村　貴暁

藤本　心

田中　菜生

下元　清隆

宮地　洋

黒瀬　美鈴

川村　敏之

大西　貴史

近森　紳也

沢原　浩二

島田　雅也

稲田　誠榊原　俊樹文野　喜文宮地　一豊

横山　光一 杉本　孝成 冨田　努 山本　康雄

齋藤　慎一 山中　康世 稲田　修 浦宗　康

吉田　雄造 岡﨑　智樹 森岡　正徳 秋山　咲子

才原　美恵 中城　真由子 武内　由美 西岡　直美

松岡　正大 安岡　栄治 小野　慎二 渡辺　昌彦

乾　夏夫 岩越　大樹 松田　耕一 蔦江　太一

坂本　重文 中越　光恵 松山　秀典 大川　真一郎

大原　正義 山中　孝志 松森　保道 横川　克也

久保　耕一 濱田　亮士 山下　武史 田渕　信量

吉岡　靖友

岡本　浩一

下元　伸支

大西　亨

桑原　克能

谷　佐保 戸田　彩

小野　宏之

森下　泉

元親　裕志

中越　祝子

山下　清司

三谷　浩明

冨士原　夏樹

高橋　ゆか

岡田　洋

横山　聖

恒松　衛

金子　富太

東谷　信宏

倉松　克臣

室津　康志

下司　康弘

山本　則夫

永野　尊教 河野　大仁 佐藤　顕

濱田　亮丞

林　久志

村上　正彦

田辺　俊輔

山本　悟

岡井　誉子

谷脇　基文

1:18:06

1:21:33

1:17:08

1:21:44

1:15:42

1:21:01

1:16:14

1:18:03

1:24:12

1:20:59

1:29:41

1:20:12

1:24:42

1:17:59

1:26:37

1:22:29

1:26:25

1:19:20

1:29:13

1:27:35

1:12:42

1:22:13

1:18:37

1:16:38

1:18:20

1:27:45

立田　智子

1:19:54

金子　圭吾佐々木　英二

松田　直起

山﨑　正博

山本　啓介

57

71

小島　千佐

横田　琢也

1:15:57

1:17:43

1:12:59

1:18:02

1:16:16

1:10:28

1:15:03

1:06:22

65

近澤　伸一 岩村　研治

濱口　万智香

笠井　明子

石川　晃

森　義胤

西川　啓二

藤本　英

岡本　修

73 2:51:45 山内　幸子 長野　聖子 松岡　千左 73 1:23:24 小原　正子 上西　美穂 戸梶　里香 田所　千佳 71 1:28:21

- 2:24:08 弘瀬　友也 伊藤　雅則 井上　陽雄 - 1:05:14 宮本　敦弘 植田　忠裕 川村　博彦 弘瀬　友賀 - 1:18:54

- 2:25:46 麻田　正志 岡田　秀和 品原　義仁 - 1:10:24 山本　壽史 山根　邦仁 麻田　正志 ｾﾗ･ﾏﾁﾙﾄﾞﾝ - 1:15:22

- 2:26:07 前田　幸二 川村　真紀 川村　憲嗣 - 1:11:45 泉　俊行 川村　啓太 澤田　耕三 小谷　和生 - 1:14:22



名簿

		ゼッケン		ゼッケン		オープン		女子 ジョシ		ゼッケン		チーム		第１区		第２区		第３区		第４区		第５区		第６区		第７区		補欠１ ホケツ		補欠２ ホケツ		補欠３ ホケツ		補欠４ ホケツ		補欠５ ホケツ		ゼッケン

		1A		001A						１－Ａ		高知市A		廣光　輝之		戸田　幸一		中越　和生		野口　敦史		谷口　順		上田　満春		澤田　卓				宇賀　隆一		槇村　浩一						1A		平井　一俊

		1B		001B						１－Ｂ		高知市B		川崎　泰		柏井　清夫		猪野　昭		中村　仰		坂本　健一		高橋　鉄昭		田中　慶夫				松岡　保彦								1B		北川　一

		1C		001C						１－Ｃ		高知市C		松﨑　慶一 キ		植田　俊博		徳広　祐一		佐々木　恵一		山﨑　健星		島﨑　春次		西岡　一徳		池本　龍弥		高橋　昭一								1C

		1D		001D		ｵｰﾌﾟﾝ				１－Ｄ		高知市D（オープン）		弘瀬　友也		伊藤　雅則		井上　陽雄		宮本　敦弘		植田　忠裕		川村　博彦		弘瀬　友賀 ヒロ		種田　修久		高橋　和宣								1D

		1E		001E				女子1 ジョシ		１－Ｅ		高知市E(女子）		宮崎　純代		居本　智保		田所　佐和子		松岡　真理		中村　公子		永野　未晴		有澤　知江		弘田　加代		福留　由芳		山本　結実						1E

		2A		002A						２－Ａ		安芸市A		國藤　保志		三宮　一仁		川村　健		髙橋　峰彦 コウ		正岡　伸悟		並川　博行		小松　佑也		影山　統一		大城　雄二		楠瀬　奉孝		才津　由紀		芳﨑　綾 キ		2A

		3A		003A						３－Ａ		室戸市A		冨士原　夏樹		森下　泉		大西　亨		久保　耕一		濱田　亮士		山下　武史		田渕　信量		山下　智之		久保　恵子		中川　秀二		川﨑　州 キ				3A

		4A		004A						４－Ａ		南国市A		堀内　建吾		森本　憲司		西原　三登		近森　弘明		大谷　匡史		中村　俊一		松木　和哉		武市　博明		濵田　秀志 ハマ		今久保　康夫				中村　修一		4A		藤田　威佳志

		4B		004B						４－Ｂ		南国市B		田所　卓也		合田　暁央		西山　明彦		高橋　元和		川田　博司		奥野　淳一		小原　良一												4B		橋詰　徳幸		渡部　始

		4C		004C				女子2 ジョシ		４－Ｃ		南国市C(女子）		山内　幸子		長野　聖子		松岡　千左		小原　正子		上西　美穂		戸梶　里香		田所　千佳		和田　弘子										4C

		5A		005A						５－Ａ		須崎市A		坂本　茂生		吉本　加津代		弘瀬　敦也		井上　高晶		森光　和明		森　充弘		中村　幸二		開澤　淳介										5A		谷脇　計志				高橋　豊秋

		5B		005B						５－Ｂ		須崎市B		松田　直起		谷脇　基文		山本　啓介		森光　澄夫		津野　修		山岡　円佳		畔元　隆弘												5B				井上　幸一

		6A		006A						６－Ａ		土佐市A		片岡　孝夫		山﨑　一宏 キ		門田　知之		森下　卓也		佐竹　俊文		石元　裕乃		山西　亜紀		松浦　香奈		濱田　真由美		大野　知穂						6A

		6B		006B						６－Ｂ		土佐市B		佐々木　英二		横田　琢也		金子　圭吾		矢野　康孝		柴田　真希		和田　梓		立田　智子		加藤　智己		宝蔵　美穂								6B

		7A		007A						７－Ａ		四万十市A		加藤　武		伊勢脇　正大		中山　良		有光　浩		宮﨑　勝也 キ		佐田　公洋		小野　彰		岡村　祐一		安岡　晃								7A

		7B		007B						７－Ｂ		四万十市B		岡田　洋		桑原　克能		小野　宏之		松岡　正大		安岡　栄治		小野　慎二		渡辺　昌彦		吉尾　清孝		金子　雅紀								7B

		7C		007C						７－Ｃ		四万十市C		竹葉　洋輔		宇都宮　朋彦		村尾　貴幸		篠田　光男		谷口　忠之		佐川　徳和		柴　秀樹		篠田　幹彦		谷口　涼								7C

		7D		007D						７－Ｄ		四万十市D		室津　康志		村上　正彦		濱田　亮丞 ハマ		齋藤　慎一		山中　康世		稲田　修		浦宗　康		宮地　百恵		土居　由実								7D

		7E		007E				女子3 ジョシ		７－Ｅ		四万十市E(女子）		中田　智子		池　一美		竹田　充		伊与田　恭子		栢岡　珠美		高木　亜季		安岡　稚奈		宮本　由佳		森　暁		花岡　珠代						7E

		8A		008A						８－Ａ		宿毛市A		土居　祐仁		濱田　紘一		宮本　健児		豊島　裕一		埜々下　哲広		寺田　多志		畠中　健一				小松　憲司		有田　巧史		奈良　和美		所谷　昭宏		8A

		8B		008B						８－Ｂ		宿毛市B		近澤　伸一		岩村　研治		豊田　直史		安本　剛		福島　篤史		平岡　洋助		山岡　敏樹				中西　清二								8B		大内　淳平		山本　直樹		舛谷　心悟

		8C		008C						８－Ｃ		宿毛市C		山本　則夫		岡井　誉子		笠井　明子		中福　智子		桑原　一		山本　和恵		山本　恵美				山﨑　香織 キ								8C

		9A		009A						９－Ａ		土佐清水市A		岩波　道信		芝岡　恵三		楠目　生		山本　実		山下　佳彦		横山　周次		濱田　公雄		宮上　勝		大森　強史				畠中　陽史		宮地　明生		9A		吉本　卓

		9B		009B						９－Ｂ		土佐清水市B		倉松　克臣		山本　悟		濱口　万智香		宮地　一豊		文野　喜文		榊原　俊樹		稲田　誠		早川　聡		早川　和枝								9B

		12A		012A						１２－Ａ		東洋町A		大坪　靖幸		蛭子　浩久		伊吹　真貴博		生田　憲一		奥村　忍		北川　晃彦		小池　昭平				桜井　恵子		光本　速雄						12A		桜井　良一

		13A		013A						１３－Ａ		奈半利町A		五味　雅仁		礒部　敏幸		利岡　篤史		改田　敏幸		下村　卓徳		川島　智		和田　正樹		平島　丈徳				丸下　咲紀		山中　梢				13A		坂本　久美

		15A		015A						１５－Ａ		安田町A		手島　一憲		有岡　憲作		有澤　朋哉		中川　剛		西山　直樹		西尾　辰徳		中山　初男		横山　和幸		小島　貴介		窪田　陽二		竹内　良和				15A

		16A		016A						１６－Ａ		北川村A		濵渦　隆司 ハマ		山嶋　千恵		大久保　茂栄		濵渦　朋裕		藤澤　文彦		田中　勝之		島田　圭佑		松本　りさ				土居　祐一						百々　真史

		17A		017A						１７－Ａ		馬路村A		井上　真共		高橋　晃		伊吹　卓哉		木下　彰二		山﨑　出 キ		高芝　俊二		清岡　明徳		廣瀬　忍		五藤　寿史		白川　卓		山内　忍		山中　真生		17A

		18A		018A						１８－Ａ		芸西村A		池田　豪		手島　真由美		小松　司沙		岡村　公順		山本　浩孝		吉永　卓史		小松　博		竹内　強		田渕　清敏		松本　昌弘		藤川　薫		池田　美延		18A

		35A		035A						３５－Ａ		本山町A		松葉　孝史		筒井　幸弘		泉　祐司		渡邊　徳仁		田岡　明		和田　耕一		右城　伸								高橋　英之				35A		中西　一洋		吉岡　泰志

		35B		035B		ｵｰﾌﾟﾝ				３５－Ｂ		本山町B（オープン）		前田　幸二		川村　真紀		川村　憲嗣		泉　俊行		川村　啓太		澤田　耕三		小谷　和生		伊藤　直也		大元　裕代								35B		田岡　昭一		右城　誠		澤田　和廣

		35C		035C				女子4 ジョシ		３５－Ｃ		本山町C(女子）		横山　早苗		小笠原　知子		右城　有紀		松繁　美和		秋山　恵美		上村　有美		横山　奈那												35C		和田　由紀子		松葉　早苗		田岡　仁美		小林　琴

		38A		038A						３８－Ａ		大豊町A		永野　尊教		河野　大仁		佐藤　顕		吉田　雄造		岡﨑　智樹 キ		森岡　正徳		秋山　咲子		鎌倉　仁		森　一芳		三谷　淳						38A		三谷　裕一

		40A		040A						４０－Ａ		嶺北広域A		小笠原　和行		川村　諭		近藤　太一郎		岡部　和也		高橋　隆伸		小笠原　和則		今西　芳彦		山中　史明		今西　源一								40A

		44A		044A						４４－Ａ		土佐町A		近藤　裕司		山下　法政		川村　圭祐		伊藤　敏雄		和田　孝弘		杉本　啓		澤田　智則												44A		吉村　雅愛		和田　陽二		伊藤　隆太		川村　五博		筒井　美和

		48A		048A						４８－Ａ		いの町A		土居　晃		勝賀瀬　望		吉良　高秀		和田　耕明		筒井　誠人		野田　幸稔		小泉　清人				松丸　博				筒井　清博				48A		田村　辰弥

		48B		048B						４８－Ｂ		いの町B		大川　智史		水田　康範		北川　博章		中岡　孝幸		近澤　修二		森脇　友紀		川澤　範子												48B

		48C		048C						４８－Ｃ		いの町C		東谷　信宏		石川　晃		西川　啓二		川村　敏之		島田　雅也		中村　貴暁		下元　清隆												48C		髙井　和美 コウ

		52A		052A						５２－Ａ		春野町A		吉永　新司		岡本　暁典		西川　浩司		雨森　健高		徳弘　善文		徳平　晶		下村　武司		長崎　周一		前田　修一		前田　典宣		森下　智弘		安岡　伸久		52A

		54A		054A						５４－Ａ		佐川町A		下八川　久夫		森　仁		岡村　建介		中田　奈美		松本　久男		久万沢　常晴		古味　宏則		下川　芳樹		横畠　由起		矢野　加奈						54A

		54B		054B		ｵｰﾌﾟﾝ				５４－Ｂ		佐川町B(オープン）		麻田　正志		岡田　秀和		品原　義仁		山本　壽史		山根　邦仁		麻田　正志 アサタタダシココロザシ		ｾﾗ･ﾏﾁﾙﾄﾞﾝ		邑田　知沙		濱﨑　和香 キ								54B		大原　秀平

		56A		056A						５６－Ａ		中土佐町A		小松　章悟		日林　靖典 ヒバヤシヤスノリ		吉村　知久		吉岡　卓宣		黒岩　陽介		高木　吉規		津野　誠		福原　幸子		河内　猛		岩瀬　和廣				藤田　千穂 フジタチホ		56A		濱﨑　大作 キ

		59A		059A						５９－Ａ		梼原町A		恒松　衛		中越　祝子		岡本　浩一		坂本　重文		中越　光恵		松山　秀典		大川　真一郎		上田　真悟		立道　斉		市大　美奈						59A

		62A		062A						６２－Ａ		日高村A		前田　修平		松本　直久		西村　篤史		今井　明秀		片岡　信次		大川　健輔		坂東　隆一		坂本　昭						戸梶　泰彰		森本　順子		62A		森下　輝夫		戸梶　真幸

		63A		063A						６３－Ａ		津野町A		市川　弘		川西　利文		西森　正浩		鍋島　浩一		川田　明男		大﨑　昭彦 キ		豊田　庄二				吉村　伸一		中山　公裕		福井　弘樹		三本　修司		63A		西森　雅人

		67A		067A						６７－Ａ		高吾北広域A		中澤　賢一		小田　定史		徳弘　賢一		藤原　剛		山本　忠幸		神原　孝典		山本　裕宣										野々下　直弥		67A		横畠　圭介		立仙　一高		松本　裕充		胡摩﨑　隆史 キ

		71A		071A						７１－Ａ		大月町A		横山　聖		山下　清司		吉岡　靖友		乾　夏夫		岩越　大樹		松田　耕一		蔦江　太一				内原　英明		田村　大安						71A		日根居　アユミ

		78A		078A						７８－Ａ		高幡消防須崎A		市川　史弥		児玉　好章		石田　伸悟		國澤　智雄		濱口　登史		土居　憲司		八木　俊之		岡村　淳志		松本　義和		岡田　大				0		78A

		78B		078B						７８－Ｂ		高幡消防四万十B		國本　武恒		田井　啓太		川村　考史		谷脇　康平		戸田　一成		嶋岡　正人		中城　将幸								石崎　一矢		廣田　信光		78.1B		廣井　大輔		近森　大地　		野坂　洋一

		92A		092A						９２－Ａ		土佐市民病院A		三谷　浩明		元親　裕志		下元　伸支		大原　正義		山中　孝志		松森　保道		横川　克也		小松　稔幸		野瀬　貞曉		宗景　玄祐		楠目　夏美		広瀬　明子		92A

		98A		098A						９８－Ａ		仁淀消防A		吉良　純一		戸梶　貴文		村田　健太		中野　裕介		藤岡　久人		筒井　正治郎		矢野　直樹		國廣　善生		西川　卓也		川﨑　泰博 キ		大久保　光洋		前島　篤之		98A

		100A		100A						１００－Ａ		幡多中央消防A		榮　保志		上岡　三郎太		沖　晃次		池本　豪		渡辺　将幸		竹﨑　健一 キ		大﨑　淳介 キ		鳥谷　英正		今城　大貴				岡上　晋二		宮本　昌平		100A		細川　顕彦

		105A		105A						１０５－Ａ		幡多西部消防A		吉松　昭人		上岡　一平		澤近　卓		坂田　淳		山本　佳右		所谷　昌幸		九谷　高史		藤岡　正弘		浜田　誠之		勝村　伴紀		岡本　圭佑				105A

		116A		116A						１１６－Ａ		中芸消防A		岩﨑　孝紀 キ		中山　昌之		西山　和則		木下　裕二		松本　隼人		篠田　友章		西山　和男		岡田　孝一										116A

		120A		120A						１２０－Ａ		仁淀川町A		古味　伸彦		大野　裕典		本澤　伸也		沖　勇一		中西　基		掛水　宏昭		片岡　良孝				下久保　幹夫		谷脇　昭仁						120A		田代　秀喜

		121A		121A						１２１－Ａ		香南市A		西内　豊明		谷内　誠子		立仙　泰章		中嶋　一允		小松　大洋		岡本　和也		山本　八也												121A		山本　正志		北岡　沙栄		小松　ちさ

		121B		121B						１２１－Ｂ		香南市B		山﨑　正博 キ		小島　千佐		岡本　修		近森　紳也		竹村　和花		田中　菜生		黒瀬　美鈴		門脇　位明		萩野　大輔								121B		久家　英生

		122A		122A						１２２－Ａ		香美市A		中村　祐介		奥村　周也		小松　伯聖		山下　聡		公文　雅樹		横山　和彦		猪野　真継		髙月　陽生 コウ		森田　美紀		西内　香絵						122A

		122B		122B						１２２－Ｂ		香美市B		宗石　康弘		中川　英斉		法光院　晶一		小松　晶秀		野島　昭彦		高橋　千恵		山本　忠				岡本　規秀								122B						山中　俊明

		122C		122C						１２２－Ｃ		香美市C		大峯　啓之		竹平　隆一		古井　洋一		池澤　卓也		野町　貴弘		吉村　泰典		田村　剛		田邊　哲也		吉永　綾子								122C

		122D		122D						１２２－Ｄ		香美市D		日和佐　干城		依光　隆司		恒石　政志		小松　慶久		森下　研		小松　申尚		吉本　浩二		森本　ゆかり		吉本　好孝								122D

		123A		123A						１２３－Ａ		四万十町A		土居　廣之		岡﨑　純二 キ		芝野　富也		沖野　慎吾		武田　正人		岡村　太介		長森　伸一				真城　和也		田辺　一起		中川　貴之				123A		岡　英祐

		123B		123B						１２３－Ｂ		四万十町B		長森　誠二		林　和利		中屋　大樹		北村　耕助		萩原　隆一		義村　貴明		小野川　裕二		友永　龍二　		木村　和幸								123B

		123C		123C						１２３－Ｃ		四万十町C		下司　康弘		田辺　俊輔		林　久志		横山　光一		杉本　孝成		冨田　努		山本　康雄												123C		真明　将

		123D		123D						１２３－Ｄ		四万十町D		津野　史司		高橋　亮		野中　国世		坂本　克久		水田　直哉		桑瀬　正一		井上　義之		浜田　章克		小嶋　二夫								123D		山脇　光章

		123E		123E				女子5 ジョシ		１２３－Ｅ		四万十町E(女子）		高橋　ゆか		谷　佐保		戸田　彩		才原　美恵		中城　真由子		武内　由美		西岡　直美								竹内　寛子		森下　みゆき		123E		細川　理香		西原　愛		下元　美和

		124A		124A						１２４－Ａ		黒潮町A		宮地　敏行		畠中　哲司		谷　純大		野村　則男		和田　祐樹		堀　裕司		渡辺　健心												124A		藤本　浩之		松本　広一		村越　豊年		土居　雄人

		124B		124B						１２４－Ｂ		黒潮町B		柿本　一成		伊与木　秀人		岡崎　裕至		渡辺　大和		今西　文明		門田　政史		村越　淳		秋森　弘伸		森近　正道								124B

		124C		124C						１２４－Ｃ		黒潮町C		周治　正崇		松井　正明		宮上　昌人		深木　俊行		國友　広和		斉藤　長久		野村　晃稚		岡本　浩		塚地　直人								124C		柿内　靖

		124D		124D						１２４－Ｄ		黒潮町D		金子　富太		森　義胤		藤本　英		大西　貴史		沢原　浩二		藤本　心		宮地　洋		河内　恵美		大塚　智絵里								124D

		200A		200A						２００－Ａ		安芸市消防A		川谷　武志		藤堂　克二		川谷　憲一		小原　隆宏		島田　誠		中島　浩志		寺岡　勝浩				平井　盛志								200A		村中　利行		公文　敬三		山﨑　均 キ

		201A		201A						２０１－Ａ		土佐清水市消防A		秋元　政刀		梅本　泰吏		池浦　公太		岡﨑　学 キ		和泉　公朗		手島　仁		西田　和啓		味元　博文		弘田　正明		井上　誠 イノウエマコト		横山　洋一郎		宮地　直道		201A		村上　良臣

		202A		202A						２０２－Ａ		香南市消防A		坂井　昭宏		安井　耕三		竹﨑　裕次 キ		山中　浩維		岡田　一也		間城　祐介		小澤　寛人		髙橋　勇作 コウ										202A		溝渕　裕介		別役　三省		山中　浩司		加藤　雅丈

		203A		203A						２０３－Ａ		香美市消防A		小松　祐介		都築　豊和		和手　久		新谷　祐治		岡本　大介		黒瀬　勇介		平　慎二								十亀　伸彰		松岡　健太郎		203A		楠目　晃		藤川　大介		森澤　雅浩

		501A		501A						５０１－Ａ		国保連合会A		和田　教雅		芝　郁		川村　勇生		市川　浩		堀川　美香		廣田　陽平		山形　大吾		西村　勝		西村　耕一		江西　真奈		鍵山　音子		矢野　和美		501A
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								香美市消防A						6		21:51		13		13:56		15		19:36						3		17:47		4		16:34		5		13:32		11		09:19

				6		122A		１２２－Ａ		0		1:52:52		中村　祐介				奥村　周也				小松　伯聖				4		0:52:37		山下　聡				公文　雅樹				横山　和彦				猪野　真継				9		1:00:15

								香美市A						1		20:14		6		13:20		11		19:03						12		19:19		12		17:33		8		14:06		9		09:17

				7		004A		４－Ａ		0		1:53:50		堀内　建吾				森本　憲司				西原　三登				6		0:54:14		近森　弘明				大谷　匡史				中村　俊一				松木　和哉				7		0:59:36

								南国市A						8		21:55		5		13:12		13		19:07						8		18:36		14		17:38		9		14:11		6		09:11

				8		067A		６７－Ａ		0		1:53:57		中澤　賢一				小田　定史				徳弘　賢一				8		0:54:23		藤原　剛				山本　忠幸				神原　孝典				山本　裕宣				6		0:59:34

								高吾北広域A						9		22:18		8		13:29		9		18:36						16		19:56		5		16:41		7		13:54		3		09:03

				9		124A		１２４－Ａ		0		1:54:09		宮地　敏行				畠中　哲司				谷　純大				5		0:53:58		野村　則男				和田　祐樹				堀　裕司				渡辺　健心				8		1:00:11

								黒潮町A						2		21:03		11		13:46		14		19:09						14		19:44		15		17:48		3		13:24		8		09:15

				10		200A		２００－Ａ		0		1:57:40		川谷　武志				藤堂　克二				川谷　憲一				9		0:54:34		小原　隆宏				島田　誠				中島　浩志				寺岡　勝浩				13		1:03:06

								安芸市消防A						13		23:23		12		13:51		2		17:20						27		21:14		8		17:03		15		14:50		23		09:59

				11		098A		９８－Ａ		0		1:58:03		吉良　純一				戸梶　貴文				村田　健太				14		0:57:25		中野　裕介				藤岡　久人				筒井　正治郎				矢野　直樹				10		1:00:38

								仁淀消防A						15		24:01		4		12:57		17		20:27						9		18:55		9		17:04		17		14:54		18		09:45

				12		202A		２０２－Ａ		0		1:59:08		坂井　昭宏				安井　耕三				竹﨑　裕次				16		0:57:50		山中　浩維				岡田　一也				間城　祐介				小澤　寛人				11		1:01:18

								香南市消防A						26		25:28		6		13:20		10		19:02						13		19:36		11		17:27		18		14:56		11		09:19

				13		035A		３５－Ａ		0		2:01:05		松葉　孝史				筒井　幸弘				泉　祐司				12		0:56:56		渡邊　徳仁				田岡　明				和田　耕一				右城　伸				17		1:04:09

								本山町A						22		24:44		13		13:56		8		18:16						29		21:22		18		18:22		12		14:45		17		09:40

				14		123A		１２３－Ａ		0		2:01:20		土居　廣之				岡﨑　純二				芝野　富也				13		0:57:13		沖野　慎吾				武田　正人				岡村　太介				長森　伸一				16		1:04:07

								四万十町A						12		23:21		10		13:42		16		20:10						23		20:57		19		18:26		13		14:46		21		09:58

				15		078A		７８－Ａ		0		2:01:50		市川　史弥				児玉　好章				石田　伸悟				15		0:57:48		國澤　智雄				濱口　登史				土居　憲司				八木　俊之				15		1:04:02

								高幡消防須崎A						11		23:13		25		15:31		12		19:04						19		20:35		22		18:34		16		14:51		26		10:02

				16		052A		５２－Ａ		0		2:03:28		吉永　新司				岡本　暁典				西川　浩司				11		0:56:30		雨森　健高				徳弘　善文				徳平　晶				下村　武司				23		1:06:58

								春野町A						23		24:57		18		14:29		1		17:04						41		23:08		23		18:42		20		15:10		21		09:58

				17		001C		１－Ｃ		0		2:04:23		松﨑　慶一				植田　俊博				徳広　祐一				21		1:02:19		佐々木　恵一				山﨑　健星				島﨑　春次				西岡　一徳				12		1:02:04

								高知市C						30		26:01		24		15:13		22		21:05						15		19:47		20		18:32		10		14:12		13		09:33

				18		105A		１０５－Ａ		0		2:05:36		吉松　昭人				上岡　一平				澤近　卓				20		1:01:19		坂田　淳				山本　佳右				所谷　昌幸				九谷　高史				19		1:04:17

								幡多西部消防A						17		24:10		15		14:08		42		23:01						33		21:58		13		17:34		13		14:46		23		09:59

				19		009A		９－Ａ		0		2:06:46		岩波　道信				芝岡　恵三				楠目　生				19		0:59:59		山本　実				山下　佳彦				横山　周次				濱田　公雄				22		1:06:47

								土佐清水市A						7		21:53		32		16:04		33		22:02						1		17:21		63		24:11		22		15:14		25		10:01

				20		054A		５４－Ａ		0		2:07:17		下八川　久夫				森　仁				岡村　建介				18		0:59:39		中田　奈美				松本　久男				久万沢　常晴				古味　宏則				27		1:07:38

								佐川町A						20		24:33		16		14:11		19		20:55						25		21:05		40		20:46		25		15:33		28		10:14

				21		121A		１２１－Ａ		0		2:07:31		西内　豊明				谷内　誠子				立仙　泰章				24		1:03:16		中嶋　一允				小松　大洋				岡本　和也				山本　八也				18		1:04:15

								香南市A						32		26:43		19		14:42		30		21:51						11		19:07		16		18:06		31		16:16		35		10:46

				22		018A		１８－Ａ		0		2:08:37		池田　豪				手島　真由美				小松　司沙				17		0:58:00		岡村　公順				山本　浩孝				吉永　卓史				小松　博				37		1:10:37

								芸西村A						14		23:48		43		16:46		4		17:26						18		20:18		27		19:18		37		16:58		68		14:03

				23		122C		１２２－Ｃ		0		2:09:41		大峯　啓之				竹平　隆一				古井　洋一				28		1:04:00		池澤　卓也				野町　貴弘				吉村　泰典				田村　剛				20		1:05:41

								香美市C						27		25:48		33		16:05		35		22:07						39		22:52		1		15:39		33		16:25		34		10:45

				24		123B		１２３－Ｂ		0		2:10:30		長森　誠二				林　和利				中屋　大樹				25		1:03:18		北村　耕助				萩原　隆一				義村　貴明				小野川　裕二				24		1:07:12

								四万十町B						29		25:58		36		16:17		20		21:03						31		21:41		29		19:31		35		16:48		7		09:12

				25		007A		７－Ａ		0		2:10:45		加藤　武				伊勢脇　正大				中山　良				40		1:06:47		有光　浩				宮﨑　勝也				佐田　公洋				小野　彰				14		1:03:58

								四万十市A						34		27:09		37		16:21		43		23:17						2		17:27		41		20:59		21		15:11		29		10:21

				26		201A		２０１－Ａ		0		2:12:11		秋元　政刀				梅本　泰吏				池浦　公太				22		1:03:00		岡﨑　学				和泉　公朗				手島　仁				西田　和啓				31		1:09:11

								土佐清水市消防A						25		25:22		34		16:08		26		21:30						5		18:10		37		20:24		57		19:04		46		11:33

				27		007C		７－Ｃ		0		2:12:33		竹葉　洋輔				宇都宮　朋彦				村尾　貴幸				30		1:05:16		篠田　光男				谷口　忠之				佐川　徳和				柴　秀樹				25		1:07:17

								四万十市C						38		27:40		39		16:29		23		21:07						51		24:20		10		17:23		24		15:24		27		10:10

				28		124B		１２４－Ｂ		0		2:12:38		柿本　一成				伊与木　秀人				岡崎　裕至				33		1:06:10		渡辺　大和				今西　文明				門田　政史				村越　淳				21		1:06:28

								黒潮町B						49		28:49		28		15:45		27		21:36						36		22:37		17		18:11		28		16:01		16		09:39

				29		100A		１００－Ａ		0		2:13:57		榮　保志				上岡　三郎太				沖　晃次				38		1:06:33		池本　豪				渡辺　将幸				竹﨑　健一				大﨑　淳介				26		1:07:24

								幡多中央消防A						24		25:02		22		15:04		62		26:27						38		22:49		20		18:32		29		16:06		20		09:57

				30		004B		４－Ｂ		0		2:14:27		田所　卓也				合田　暁央				西山　明彦				37		1:06:25		高橋　元和				川田　博司				奥野　淳一				小原　良一				28		1:08:02

								南国市B						44		28:22		37		16:21		28		21:42						26		21:09		34		20:10		29		16:06		32		10:37

				31		120A		１２０－Ａ		0		2:15:26		古味　伸彦				大野　裕典				本澤　伸也				39		1:06:34		沖　勇一				中西　基				掛水　宏昭				片岡　良孝				30		1:08:52

								仁淀川町A						46		28:32		51		17:18		18		20:44						35		22:15		25		18:59		23		15:15		58		12:23

				32		005A		５－Ａ		0		2:15:27		坂本　茂生				吉本　加津代				弘瀬　敦也				27		1:03:48		井上　高晶				森光　和明				森　充弘				中村　幸二				40		1:11:39

								須崎市A						18		24:19		62		18:17		24		21:12						67		27:29		39		20:45		11		14:22		3		09:03

				33		062A		６２－Ａ		0		2:15:36		前田　修平				松本　直久				西村　篤史				34		1:06:16		今井　明秀				片岡　信次				大川　健輔				坂東　隆一				32		1:09:20

								日高村A						28		25:55		41		16:38		47		23:43						21		20:45		50		22:12		26		15:37		35		10:46

				34		501A		５０１－Ａ		0		2:15:38		和田　教雅				芝　郁				川村　勇生				23		1:03:14		市川　浩				堀川　美香				廣田　陽平				山形　大吾				43		1:12:24

								国保連合会A						37		27:36		17		14:19		25		21:19						24		20:58		33		20:05		66		20:42		33		10:39

				35		017A		１７－Ａ		0		2:16:14		井上　真共				高橋　晃				伊吹　卓哉				35		1:06:18		木下　彰二				山﨑　出				高芝　俊二				清岡　明徳				35		1:09:56

								馬路村A						35		27:10		26		15:43		44		23:25						20		20:40		31		19:54		56		18:55		30		10:27

				36		124C		１２４－Ｃ		0		2:16:33		周治　正崇				松井　正明				宮上　昌人				44		1:08:28		深木　俊行				國友　広和				斉藤　長久				野村　晃稚				29		1:08:05

								黒潮町C						45		28:27		56		17:35		37		22:26						17		20:05		45		21:27		37		16:58		14		09:35

				37		008A		８－Ａ		0		2:16:36		土居　祐仁				濱田　紘一				宮本　健児				31		1:05:21		豊島　裕一				埜々下　哲広				寺田　多志				畠中　健一				39		1:11:15

								宿毛市A						43		28:21		23		15:10		29		21:50						32		21:43		48		21:54		36		16:52		35		10:46

				38		002A		２－Ａ		0		2:17:43		國藤　保志				三宮　一仁				川村　健				41		1:07:12		髙橋　峰彦				正岡　伸悟				並川　博行				小松　佑也				36		1:10:31

								安芸市A						31		26:31		47		16:59		45		23:42						28		21:16		35		20:17		39		17:09		51		11:49

				39		056A		５６－Ａ		0		2:18:26		小松　章悟				日林　靖典				吉村　知久				26		1:03:46		吉岡　卓宣				黒岩　陽介				高木　吉規				津野　誠				47		1:14:40

								中土佐町A						19		24:29		40		16:33		39		22:44						53		24:41		46		21:40		34		16:38		49		11:41

				40		015A		１５－Ａ		0		2:19:37		手島　一憲				有岡　憲作				有澤　朋哉				42		1:07:47		中川　剛				西山　直樹				西尾　辰徳				中山　初男				41		1:11:50

								安田町A						51		29:10		21		14:54		47		23:43						40		22:54		24		18:50		42		17:21		62		12:45

				41		040A		４０－Ａ		0		2:19:54		小笠原　和行				川村　諭				近藤　太一郎				48		1:10:07		岡部　和也				高橋　隆伸				小笠原　和則				今西　芳彦				33		1:09:47

								嶺北広域A						56		30:31		59		17:44		31		21:52						37		22:45		32		20:02		39		17:09		19		09:51

				42		122D		１２２－Ｄ		0		2:19:59		日和佐　干城				依光　隆司				恒石　政志				49		1:10:08		小松　慶久				森下　研				小松　申尚				吉本　浩二				34		1:09:51

								香美市D						59		30:54		42		16:42		38		22:32						34		22:00		58		23:11		19		15:02		15		09:38

				43		016A		１６－Ａ		0		2:22:27		濵渦　隆司				山嶋　千恵				大久保　茂栄				50		1:10:22		濵渦　朋裕				藤澤　文彦				田中　勝之				島田　圭佑				42		1:12:05

								北川村A						42		28:16		64		19:06		41		23:00						22		20:48		42		21:07		49		17:54		56		12:16

				44		001E		１－Ｅ		0		2:22:40		宮崎　純代				居本　智保				田所　佐和子				45		1:09:06		松岡　真理				中村　公子				永野　未晴				有澤　知江				46		1:13:34

								高知市E(女子）						60		30:59		27		15:44		36		22:23						43		23:16		43		21:19		44		17:25		47		11:34

				45		048A		４８－Ａ		0		2:22:53		土居　晃				勝賀瀬　望				吉良　高秀				47		1:09:53		和田　耕明				筒井　誠人				野田　幸稔				小泉　清人				45		1:13:00

								いの町A						54		29:58		35		16:11		49		23:44						30		21:31		25		18:59		69		21:20		41		11:10

				46		123D		１２３－Ｄ		0		2:23:30		津野　史司				高橋　亮				野中　国世				32		1:05:36		坂本　克久				水田　直哉				桑瀬　正一				井上　義之				53		1:17:54

								四万十町D						40		27:47		30		15:52		32		21:57						55		25:02		37		20:24		60		20:01		59		12:27

				47		012A		１２－Ａ		0		2:23:51		大坪　靖幸				蛭子　浩久				伊吹　真貴博				55		1:11:26		生田　憲一				奥村　忍				北川　晃彦				小池　昭平				44		1:12:25

								東洋町A						36		27:23		58		17:36		62		26:27						44		23:36		30		19:32		52		18:13		40		11:04

				48		063A		６３－Ａ		0		2:24:20		市川　弘				川西　利文				西森　正浩				59		1:13:12		鍋島　浩一				川田　明男				大﨑　昭彦				豊田　庄二				38		1:11:08

								津野町A						48		28:42		66		19:25		58		25:05						48		23:59		36		20:22		27		15:56		39		10:51

				49		013A		１３－Ａ		0		2:25:29		五味　雅仁				礒部　敏幸				利岡　篤史				43		1:08:06		改田　敏幸				下村　卓徳				川島　智				和田　正樹				52		1:17:23

								奈半利町A						47		28:38		54		17:25		34		22:03						63		26:42		49		22:01		48		17:51		38		10:49

				50		122B		１２２－Ｂ		0		2:27:08		宗石　康弘				中川　英斉				法光院　晶一				53		1:10:40		小松　晶秀				野島　昭彦				高橋　千恵				山本　忠				50		1:16:28

								香美市B						50		29:03		44		16:49		55		24:48						52		24:33		54		22:28		47		17:43		50		11:44

				51		006A		６－Ａ		0		2:27:27		片岡　孝夫				山﨑　一宏				門田　知之				29		1:04:58		森下　卓也				佐竹　俊文				石元　裕乃				山西　亜紀				63		1:22:29

								土佐市A						33		26:52		48		17:02		21		21:04						60		25:52		51		22:18		60		20:01		70		14:18

				52		044A		４４－Ａ		0		2:29:12		近藤　裕司				山下　法政				川村　圭祐				52		1:10:31		伊藤　敏雄				和田　孝弘				杉本　啓				澤田　智則				57		1:18:41

								土佐町A						21		24:41		72		21:39		51		24:11						59		25:29		56		22:34		54		18:29		54		12:09

				53		003A		３－Ａ		0		2:30:31		冨士原　夏樹				森下　泉				大西　亨				56		1:12:25		久保　耕一				濱田　亮士				山下　武史				田渕　信量				56		1:18:06

								室戸市A						63		32:13		53		17:24		40		22:48						42		23:15		68		25:20		53		18:15		42		11:16

				54		092A		９２－Ａ		0		2:30:53		三谷　浩明				元親　裕志				下元　伸支				46		1:09:20		大原　正義				山中　孝志				松森　保道				横川　克也				61		1:21:33

								土佐市民病院A						41		27:54		45		16:50		54		24:36						72		28:47		55		22:30		59		19:43		31		10:33

				55		059A		５９－Ａ		0		2:31:49		恒松　衛				中越　祝子				岡本　浩一				60		1:14:41		坂本　重文				中越　光恵				松山　秀典				大川　真一郎				51		1:17:08

								梼原町A						63		32:13		49		17:12		59		25:16						61		26:01		57		22:54		32		16:22		52		11:51

				56		071A		７１－Ａ		0		2:32:55		横山　聖				山下　清司				吉岡　靖友				54		1:11:11		乾　夏夫				岩越　大樹				松田　耕一				蔦江　太一				62		1:21:44

								大月町A						39		27:44		46		16:54		64		26:33						49		24:07		66		25:02		43		17:22		71		15:13

				57		007B		７－Ｂ		0		2:33:25		岡田　洋				桑原　克能				小野　宏之				65		1:17:43		松岡　正大				安岡　栄治				小野　慎二				渡辺　昌彦				48		1:15:42

								四万十市B						53		29:36		60		17:50		73		30:17						57		25:17		44		21:20		46		17:28		48		11:37

				58		123E		１２３－Ｅ		0		2:34:00		高橋　ゆか				谷　佐保				戸田　彩				58		1:12:59		才原　美恵				中城　真由子				武内　由美				西岡　直美				60		1:21:01

								四万十町E(女子）						55		30:23		31		15:55		65		26:41						66		27:01		60		23:31		45		17:26		65		13:03

				59		038A		３８－Ａ		0		2:34:16		永野　尊教				河野　大仁				佐藤　顕				66		1:18:02		吉田　雄造				岡﨑　智樹				森岡　正徳				秋山　咲子				49		1:16:14

								大豊町A						61		31:45		56		17:35		70		28:42						46		23:43		28		19:20		63		20:17		64		12:54

				60		007D		７－Ｄ		0		2:34:19		室津　康志				村上　正彦				濱田　亮丞				63		1:16:16		齋藤　慎一				山中　康世				稲田　修				浦宗　康				55		1:18:03

								四万十市D						72		34:11		61		17:52		52		24:13						65		26:51		47		21:50		50		18:02		44		11:20

				61		123C		１２３－Ｃ		0		2:34:40		下司　康弘				田辺　俊輔				林　久志				51		1:10:28		横山　光一				杉本　孝成				冨田　努				山本　康雄				65		1:24:12

								四万十町C						52		29:28		51		17:18		45		23:42						73		29:27		65		24:53		41		17:11		60		12:41

				62		009B		９－Ｂ		0		2:36:02		倉松　克臣				山本　悟				濱口　万智香				61		1:15:03		宮地　一豊				文野　喜文				榊原　俊樹				稲田　誠				59		1:20:59

								土佐清水市B						66		32:46		20		14:51		68		27:26						54		24:52		64		24:34		55		18:49		61		12:44

				63		048C		４８－Ｃ		0		2:36:03		東谷　信宏				石川　晃				西川　啓二				36		1:06:22		川村　敏之				島田　雅也				中村　貴暁				下元　清隆				73		1:29:41

								いの町C						16		24:09		50		17:17		56		24:56						71		28:31		73		28:22		67		20:54		53		11:54

				64		124D		１２４－Ｄ		0		2:36:09		金子　富太				森　義胤				藤本　英				62		1:15:57		大西　貴史				沢原　浩二				藤本　心				宮地　洋				58		1:20:12

								黒潮町D						62		32:04		63		18:57		56		24:56						64		26:44		51		22:18		58		19:38		45		11:32

				65		121B		１２１－Ｂ		0		2:37:53		山﨑　正博				小島　千佐				岡本　修				70		1:19:54		近森　紳也				竹村　和花				田中　菜生				黒瀬　美鈴				54		1:17:59

								香南市B						67		32:50		67		19:37		69		27:27						47		23:47		62		23:53		51		18:09		55		12:10

				66		006B		６－Ｂ		0		2:39:19		佐々木　英二				横田　琢也				金子　圭吾				57		1:12:42		矢野　康孝				柴田　真希				和田　梓				立田　智子				68		1:26:37

								土佐市B						58		30:53		29		15:48		61		26:01						45		23:40		53		22:28		72		24:14		73		16:15

				67		005B		５－Ｂ		0		2:44:42		松田　直起				谷脇　基文				山本　啓介				71		1:22:13		森光　澄夫				津野　修				山岡　円佳				畔元　隆弘				63		1:22:29

								須崎市B						68		33:11		65		19:15		72		29:47						56		25:15		59		23:20		71		22:37		43		11:17

				68		008C		８－Ｃ		0		2:45:02		山本　則夫				岡井　誉子				笠井　明子				68		1:18:37		中福　智子				桑原　一				山本　和恵				山本　恵美				67		1:26:25

								宿毛市C						70		34:07		71		20:27		50		24:03						62		26:28		69		25:27		68		21:03		66		13:27

				69		048B		４８－Ｂ		0		2:45:51		大川　智史				水田　康範				北川　博章				64		1:16:38		中岡　孝幸				近澤　修二				森脇　友紀				川澤　範子				72		1:29:13

								いの町B						65		32:27		68		19:41		53		24:30						57		25:17		71		26:16		70		22:01		72		15:39

				70		008B		８－Ｂ		0		2:45:55		近澤　伸一				岩村　研治				豊田　直史				67		1:18:20		安本　剛				福島　篤史				平岡　洋助				山岡　敏樹				69		1:27:35

								宿毛市B						70		34:07		55		17:30		66		26:43						50		24:17		70		25:56		73		25:00		57		12:22

				71		007E		７－Ｅ		0		2:47:05		中田　智子				池　一美				竹田　充				69		1:19:20		伊与田　恭子				栢岡　珠美				高木　亜季				安岡　稚奈				70		1:27:45

								四万十市E(女子）						57		30:41		73		23:06		60		25:33						69		27:44		67		25:15		64		20:36		69		14:10

				72		035C		３５－Ｃ		0		2:47:09		横山　早苗				小笠原　知子				右城　有紀				72		1:22:27		松繁　美和				秋山　恵美				上村　有美				横山　奈那				66		1:24:42

								本山町C(女子）						73		35:09		70		20:22		67		26:56						70		28:08		61		23:48		60		20:01		62		12:45

				73		004C		４－Ｃ		0		2:51:45		山内　幸子				長野　聖子				松岡　千左				73		1:23:24		小原　正子				上西　美穂				戸梶　里香				田所　千佳				71		1:28:21

								南国市C(女子）						69		33:56		69		20:18		71		29:10						68		27:31		72		26:32		65		20:41		67		13:37

				-		001D		１－Ｄ		ｵｰﾌﾟﾝ		2:24:08		弘瀬　友也				伊藤　雅則				井上　陽雄				-		1:05:14		宮本　敦弘				植田　忠裕				川村　博彦				弘瀬　友賀				-		1:18:54

								高知市D（オープン）						-		27:44		-		14:52		-		22:38						-		27:15		-		22:28		-		17:18		-		11:53

				-		054B		５４－Ｂ		ｵｰﾌﾟﾝ		2:25:46		麻田　正志				岡田　秀和				品原　義仁				-		1:10:24		山本　壽史				山根　邦仁				麻田　正志				ｾﾗ･ﾏﾁﾙﾄﾞﾝ				-		1:15:22

								佐川町B(オープン）						-		28:40		-		17:38		-		24:06						-		24:00		-		22:52		-		16:24		-		12:06

				-		035B		３５－Ｂ		ｵｰﾌﾟﾝ		2:26:07		前田　幸二				川村　真紀				川村　憲嗣				-		1:11:45		泉　俊行				川村　啓太				澤田　耕三				小谷　和生				-		1:14:22

								本山町B（オープン）						-		29:17		-		18:56		-		23:32						-		24:30		-		19:42		-		16:42		-		13:28

				-		997		0		無		0:00:00		0				0				0				-		0:00:00		0				0				0				0				-		0:00:00

								0						-		00:00		-		00:00		-		00:00						-		00:00		-		00:00		-		00:00		-		00:00

				-		998		0		無		0:00:00		0				0				0				-		0:00:00		0				0				0				0				-		0:00:00

								0						-		00:00		-		00:00		-		00:00						-		00:00		-		00:00		-		00:00		-		00:00

				-		999		0		無		0:00:00		0				0				0				-		0:00:00		0				0				0				0				-		0:00:00

								0						-		00:00		-		00:00		-		00:00						-		00:00		-		00:00		-		00:00		-		00:00

				-		999		0		無		0:00:00		0				0				0				-		0:00:00		0				0				0				0				-		0:00:00

								0						-		00:00		-		00:00		-		00:00						-		00:00		-		00:00		-		00:00		-		00:00

				-		999		0		無		0:00:00		0				0				0				-		0:00:00		0				0				0				0				-		0:00:00

								0						-		00:00		-		00:00		-		00:00						-		00:00		-		00:00		-		00:00		-		00:00

				-		999		0		無		0:00:00		0				0				0				-		0:00:00		0				0				0				0				-		0:00:00

								0						-		00:00		-		00:00		-		00:00						-		00:00		-		00:00		-		00:00		-		00:00

				-		999		0		無		0:00:00		0				0				0				-		0:00:00		0				0				0				0				-		0:00:00

								0						-		00:00		-		00:00		-		00:00						-		00:00		-		00:00		-		00:00		-		00:00

				-		999		0		無		0:00:00		0				0				0				-		0:00:00		0				0				0				0				-		0:00:00

								0						-		00:00		-		00:00		-		00:00						-		00:00		-		00:00		-		00:00		-		00:00

				-		999		0		無		0:00:00		0				0				0				-		0:00:00		0				0				0				0				-		0:00:00

								0						-		00:00		-		00:00		-		00:00						-		00:00		-		00:00		-		00:00		-		00:00

				-		999		0		無		0:00:00		0				0				0				-		0:00:00		0				0				0				0				-		0:00:00

								0						-		00:00		-		00:00		-		00:00						-		00:00		-		00:00		-		00:00		-		00:00

				-		999		0		無		0:00:00		0				0				0				-		0:00:00		0				0				0				0				-		0:00:00

								0						-		00:00		-		00:00		-		00:00						-		00:00		-		00:00		-		00:00		-		00:00

				-		999		0		無		0:00:00		0				0				0				-		0:00:00		0				0				0				0				-		0:00:00

								0						-		00:00		-		00:00		-		00:00						-		00:00		-		00:00		-		00:00		-		00:00

				-		999		0		無		0:00:00		0				0				0				-		0:00:00		0				0				0				0				-		0:00:00

								0						-		00:00		-		00:00		-		00:00						-		00:00		-		00:00		-		00:00		-		00:00

				-		999		0		無		0:00:00		0				0				0				-		0:00:00		0				0				0				0				-		0:00:00

								0						-		00:00		-		00:00		-		00:00						-		00:00		-		00:00		-		00:00		-		00:00
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清水送付用形式

		

								第1区 ダイ１ク						第2区 ダイ						第3区 ダイ						第4区 ダイ						第5区 ダイ５ク						第6区 ダイ						第7区 ダイ						補欠１ ホケツ						補欠２ ホケツ						補欠３ ホケツ						補欠４ ホケツ						補欠５ ホケツ						監督 カントク						警備員 ケイビイン

		ゼッケン				チーム名 メイ		氏名 シメイ				年齢 ネンレイ		氏名 シメイ				年齢 ネンレイ		氏名 シメイ				年齢 ネンレイ		氏名 シメイ				年齢 ネンレイ		氏名 シメイ				年齢 ネンレイ		氏名 シメイ				年齢 ネンレイ		氏名 シメイ				年齢 ネンレイ		氏名 シメイ				年齢 ネンレイ		氏名 シメイ				年齢 ネンレイ		氏名 シメイ				年齢 ネンレイ		氏名 シメイ				年齢 ネンレイ		氏名 シメイ				年齢 ネンレイ		氏名 シメイ				年齢 ネンレイ		氏名 シメイ				年齢 ネンレイ

		1		A		高知市A		廣光　輝之		ﾋﾛﾐﾂ ﾃﾙﾕｷ		39		戸田　幸一		ﾄﾀﾞ ｺｳｲﾁ		33		中越　和生		ﾅｶｺﾞｴ ｶｽﾞｵ		39		野口　敦史		ﾉｸﾞﾁ ｱﾂｼ		29		谷口　順		ﾀﾆｸﾞﾁ ｽﾅｵ		36		上田　満春		ｳｴﾀ ﾐﾂﾊﾙ		37		平井　一俊		ﾋﾗｲ ｶｽﾞﾄｼ		38		澤田　卓		ｻﾜﾀﾞ ﾀｶｼ		55		宇賀　隆一		ｳｶ ﾘﾕｳｲﾁ		45		槇村　浩一		ﾏｷﾑﾗ ｺｳｲﾁ		38														川田　定男		ｶﾜﾀﾞ ｻﾀﾞｵ		60		池田　康友		ｲｹﾀﾞ ﾔｽﾄﾓ		43

		1		B		高知市B		川崎　泰		ｶﾜｻｷ ﾔｽｼ		45		柏井　清夫		ｶｼﾜｲ ｾｲｵ		57		猪野　昭		ｲﾉ ｱｷﾗ		45		中村　仰		ﾅｶﾑﾗ ｺｳ		47		坂本　健一		ｻｶﾓﾄ ｹﾝｲﾁ		45		高橋　鉄昭		ﾀｶﾊｼ ﾃﾂｱｷ		47		北川　一		ｷﾀｶﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ		47		田中　慶夫		ﾀﾅｶ ｹｲｵ		52		松岡　保彦		ﾏﾂｵｶ ﾔｽﾋｺ		50																				川田　定男		ｶﾜﾀﾞ ｻﾀﾞｵ		60		松岡　保彦		ﾏﾂｵｶ ﾔｽﾋｺ		50

		1		C		高知市C		松　慶一		ﾏﾂｻﾞｷ ｹｲｲﾁ		49		植田　俊博		ｳｴﾀ ﾄｼﾋﾛ		53		徳広　祐一		ﾄｸﾋﾛ ﾕｳｲﾁ		55		佐々木　恵一		ｻｻｷ ｹｲｲﾁ		35		山　健星		ﾔﾏｻｷ ｹﾝｾｲ		44		島　春次		ｼﾏｻｷ ﾊﾙﾂｸﾞ		35		西岡　一徳		ﾆｼｵｶ ｶｽﾞﾉﾘ		34		池本　龍弥		ｲｹﾓﾄ ﾀﾂﾔ		33		高橋　昭一		ﾀｶﾊｼ ｼﾖｳｲﾁ		41																				山本　修彦		ﾔﾏﾓﾄ ｵｻﾋｺ		52		山本　修彦		ﾔﾏﾓﾄ ｵｻﾋｺ		52

		1		D		高知市D（オープン）		弘瀬　友也		ﾋﾛｾ ﾄﾓﾔ		33		伊藤　雅則		ｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ		46		井上　陽雄		ｲﾉｳｴ ﾊﾙｵ		57		宮本　敦弘		ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂﾋﾛ		41		植田　忠裕		ｳｴﾀ ﾀﾀﾞﾋﾛ		35		川村　博彦		ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛﾋｺ		54		広瀬　友賀		ﾋﾛｾ ﾕｶ		35		種田　修久		ﾀﾈﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋｻ		36		高橋　和宣		ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾉﾘ		57																				山本　修彦		ﾔﾏﾓﾄ ｵｻﾋｺ		52		立石　祥三		ﾀﾃｲｼ ｼﾖｳｿﾞｳ		42

		1		E		高知市E(女子）		宮崎　純代		ﾐﾔｻﾞｷ ｽﾐﾖ		39		居本　智保		ｲﾓﾄ ﾁﾎ		23		田所　佐和子		ﾀﾄﾞｺﾛ ｻﾜｺ		33		松岡　真理		ﾏﾂｵｶ ﾏﾘ		26		中村　公子		ﾅｶﾑﾗ ｷﾐｺ		42		永野　未晴		ﾅｶﾞﾉ ﾐﾊﾙ		29		有澤　知江		ｱﾘｻﾜ ﾁｴ		23		弘田　加代		ﾋﾛﾀ ｶﾖ		38		福留　由芳		ﾌｸﾄﾞﾒ ﾕｶ		26		山本　結実		ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾐ		43														川田　定男		ｶﾜﾀﾞ ｻﾀﾞｵ		60		安岡　彩子		ﾔｽｵｶ ｻｲｺ		26

		2		A		安芸市A		國藤　保志		ｸﾆﾄｳ ﾔｽｼ		46		三宮　一仁		ｻﾝﾉﾐﾔ ｶｽﾞﾋﾄ		33		川村　健		ｶﾜﾑﾗ ﾀｹｼ		36		橋　峰彦		ﾀｶﾊｼ ﾐﾈﾋｺ		28		正岡　伸悟		ﾏｻｵｶ ｼﾝｺﾞ		24		並川　博行		ﾅﾐｶﾜ ﾋﾛﾕｷ		30		小松　佑也		ｺﾏﾂ ﾕｳﾔ		26		影山　統一		ｶｹﾞﾔﾏ ﾉﾘｶｽﾞ		31		大城　雄二		ｵｵｼﾛ ﾕｳｼﾞ		44		楠瀬　奉孝		ｸｽﾉｾ ﾄﾓﾀｶ		26		才津　由紀		ｻｲﾂ ﾕｷ		30		芳　綾		ﾖｼｻﾞｷ ｱﾔ		28		門田　伸夫		ｶﾄﾞﾀ ﾉﾌﾞｵ		51		川　真千子		ﾊﾏｶﾜ ﾏﾁｺ		34

		3		A		室戸市A		冨士原　夏樹		ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾂｷ		33		森下　泉		ﾓﾘｼﾀ ｲｽﾞﾐ		45		大西　亨		ｵｵﾆｼ ﾄｵﾙ		32		久保　耕一		ｸﾎﾞ ｺｳｲﾁ		40		濱田　亮士		ﾊﾏﾀﾞ ﾘﾖｳｼﾞ		31		山下　武史		ﾔﾏｼﾀ ﾀｹｼ		28		田渕　信量		ﾀﾌﾞﾁ ｼﾝﾘﾖｳ		54		山下　智之		ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾕｷ		29		久保　恵子		ｸﾎﾞ ｹｲｺ		44		中川　秀二		ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾕｳｼﾞ		24		川　州		ｶﾜｻｷ ｼﾕｳ		32								和田　庫治		ﾜﾀﾞ ｺｳｼﾞ		45		竹村　純一		ﾀｹﾑﾗ ｼﾞﾕﾝｲﾁ		31

		4		A		南国市A		堀内　建吾		ﾎﾘｳﾁ ｹﾝｺﾞ		28		森本　憲司		ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝｼﾞ		37		西原　三登		ﾆｼﾊﾗ ﾐﾂﾉﾘ		53		近森　弘明		ﾁｶﾓﾘ ﾋﾛｱｷ		45		大谷　匡史		ｵｵﾀﾆ ﾏｻｼ		34		藤田　威佳志		ﾌｼﾞﾀ ｲｶｼ		55		松木　和哉		ﾏﾂｷﾞ ｶｽﾞﾔ		39		武市　博明		ﾀｹﾁ ﾋﾛｱｷ		51		田　秀志		ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｼ		42		今久保　康夫		ｲﾏｸﾎﾞ ﾔｽｵ		50		中村　俊一		ﾅｶﾑﾗ ｼﾕﾝｲﾁ		41		中村　修一		ﾅｶﾑﾗ ｼﾕｳｲﾁ		33		合田　暁央		ｺﾞｳﾀﾞ ｱｷﾋﾛ		40		高田　博通		ﾀｶﾀ ﾋﾛﾐﾁ		52

		4		B		南国市B		橋詰　徳幸		ﾊｼﾂﾞﾒ ﾉﾘﾕｷ		41		合田　暁央		ｺﾞｳﾀﾞ ｱｷﾋﾛ		40		渡部　始		ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊｼﾞﾒ		27		高橋　元和		ﾀｶﾊｼ ﾓﾄｶｽﾞ		41		川田　博司		ｶﾜﾀﾞ ﾋﾛｼ		49		奥野　淳一		ｵｸﾉ ｼﾞﾕﾝｲﾁ		41		小原　良一		ｵﾊﾗ ﾘﾖｳｲﾁ		52		田所　卓也		ﾀﾄﾞｺﾛ ﾀｸﾔ		37		西山　明彦		ﾆｼﾔﾏ ｱｷﾋｺ		47																				合田　暁央		ｺﾞｳﾀﾞ ｱｷﾋﾛ		40		内村　達也		ｳﾁﾑﾗ ﾀﾂﾔ		33

		4		C		南国市C(女子）		山内　幸子		ﾔﾏｳﾁ ｻﾁﾞｺ		54		長野　聖子		ﾅｶﾞﾉ ｾｲｺ		25		松岡　千左		ﾏﾂｵｶ ﾁｻ		35		小原　正子		ｵﾊﾗ ﾏｻｺ		55		上西　美穂		ｳｴﾆｼ ﾐﾎ		31		戸梶　里香		ﾄｶｼﾞ ﾘｶ		35		田所　千佳		ﾀﾄﾞｺﾛ ﾁｶ		26		和田　弘子		ﾜﾀﾞ ﾋﾛｺ		60																										合田　暁央		ｺﾞｳﾀﾞ ｱｷﾋﾛ		40		萩原　恵		ﾊｷﾞﾜﾗ ﾒｸﾞﾐ		34

		5		A		須崎市A		坂本　茂生		ｻｶﾓﾄ ｼｹﾞｵ		51		谷脇　計志		ﾀﾆﾜｷ ｶｽﾞｼ		48		弘瀬　敦也		ﾋﾛｾ ｱﾂﾅﾘ		35		高橋　豊秋		ﾀｶﾊｼ ﾄﾖｱｷ		45		森光　和明		ﾓﾘﾐﾂ ｶｽﾞｱｷ		38		森　充弘		ﾓﾘ ﾐﾂﾋﾛ		25		中村　幸二		ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ		43		開澤　淳介		ｶｲｻﾞﾜ ｼﾞﾕﾝｽｹ		32		吉本　加津代		ﾖｼﾓﾄ ｶﾂﾖ		44																				坂本　茂生		ｻｶﾓﾄ ｼｹﾞｵ		51		松本　佐和		ﾏﾂﾓﾄ ｻﾜ		29

		5		B		須崎市B		松田　直起		ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｷ		52		谷脇　基文		ﾀﾆﾜｷ ﾓﾄﾌﾐ		23		山本　啓介		ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ		36		森光　澄夫		ﾓﾘﾐﾂ ｽﾐｵ		36		津野　修		ﾂﾉ ｵｻﾑ		41		井上　幸一		ｲﾉｳｴ ｺｳｲﾁ		44		畔元　隆弘		ｱｾﾞﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ		26		山岡　円佳		ﾔﾏｵｶ ﾏﾄﾞｶ		31		井上　高晶		ｲﾉｳｴ ﾀｶｱｷ		23																				坂本　茂生		ｻｶﾓﾄ ｼｹﾞｵ		51		坂本　美和		ｻｶﾓﾄ ﾐﾜ		32

		6		A		土佐市A		片岡　孝夫		ｶﾀｵｶ ﾀｶｵ		26		山　一宏		ﾔﾏｻｷ ｶｽﾞﾋﾛ		35		門田　知之		ｶﾄﾞﾀ ﾄﾓﾕｷ		30		森下　卓也		ﾓﾘｼﾀ ﾀｸﾔ		40		佐竹　俊文		ｻﾀｹ ﾄｼﾌﾐ		27		石元　裕乃		ｲｼﾓﾄ ﾋﾛﾉ		23		山西　亜紀		ﾔﾏﾆｼ ｱｷ		26		松浦　香奈		ﾏﾂｳﾗ ｶﾅ		26		濱田　真由美		ﾊﾏﾀﾞ ﾏﾕﾐ		21		大野　知穂		ｵｵﾉ ﾁﾎ		25														刈谷　絵美		ｶﾘﾔ ｴﾐ		31		門田　仁		ｶﾄﾞﾀ ﾋﾄｼ		32

		6		B		土佐市B		佐々木　英二		ｻｻｷ ｴｲｼﾞ		26		横田　琢也		ﾖｺﾀ ﾀｸﾔ		34		金子　圭吾		ｶﾈｺ ｹｲｺﾞ		25		矢野　康孝		ﾔﾉ ﾔｽﾀｶ		33		柴田　真希		ｼﾊﾞﾀ ﾏｻｷ		26		和田　梓		ﾜﾀﾞ ｱｽﾞｻ		23		立田　智子		ﾀﾃﾀﾞ ｻﾄｺ		26		加藤　智己		ｶﾄｳ ﾄﾓｷ		28		宝蔵　美穂		ﾎｳｿﾞｳ ﾐﾎ		25																				澤田　安紀		ｻﾜﾀﾞ ｱｷ		27		森　雄平		ﾓﾘ ﾕｳﾍｲ		29

		7		A		四万十市A		加藤　武		ｶﾄｳ ﾀｹｼ		27		伊勢脇　正大		ｲｾﾜｷ ﾏｻﾋﾛ		33		中山　良		ﾅｶﾔﾏ ﾘﾖｳ		31		有光　浩		ｱﾘﾐﾂ ﾋﾛｼ		29		宮　勝也		ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾂﾔ		34		佐田　公洋		ｻﾀﾞ ｷﾐﾋﾛ		31		小野　彰		ｵﾉ ｱｷﾗ		59		岡村　祐一		ｵｶﾑﾗ ﾕｳｲﾁ		30		安岡　晃		ﾔｽｵｶ ｱｷﾗ		29																				松岡　正大		ﾏﾂｵｶ ﾏｻﾋﾛ		37		二宮　英雄		ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾃﾞｵ		44

		7		B		四万十市B		岡田　洋		ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｼ		41		桑原　克能		ｸﾜﾊﾞﾗ ｶﾂﾖｼ		41		小野　宏之		ｵﾉ ﾋﾛﾕｷ		48		松岡　正大		ﾏﾂｵｶ ﾏｻﾋﾛ		37		安岡　栄治		ﾔｽｵｶ ｴｲｼﾞ		33		小野　慎二		ｵﾉ ｼﾝｼﾞ		38		渡辺　昌彦		ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋｺ		42		吉尾　清孝		ﾖｼｵ ｷﾖﾀｶ		34		金子　雅紀		ｶﾈｺ ﾏｻｷ		34																				松岡　正大		ﾏﾂｵｶ ﾏｻﾋﾛ		37		谷　美乃		ﾀﾆ ﾐﾉ		31

		7		C		四万十市C		竹葉　洋輔		ﾀｹﾊﾞ ﾖｳｽｹ		24		宇都宮　朋彦		ｳﾂﾉﾐﾔ ﾄﾓﾋｺ		30		村尾　貴幸		ﾑﾗｵ ﾀｶﾕｷ		30		篠田　光男		ｼﾉﾀﾞ ﾐﾂｵ		38		谷口　忠之		ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾀﾞﾕｷ		30		佐川　徳和		ｻｶﾜ ﾉﾘｶｽﾞ		38		柴　秀樹		ｼﾊﾞ ﾋﾃﾞｷ		37		篠田　幹彦		ｼﾉﾀﾞ ﾐｷﾋｺ		45		谷口　涼		ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾖｳ		24																				篠田　幹彦		ｼﾉﾀﾞ ﾐｷﾋｺ		45		稲田　恭子		ｲﾅﾀﾞ ｷﾖｳｺ		27

		7		D		四万十市D		室津　康志		ﾑﾛﾂ ﾔｽｼ		23		村上　正彦		ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾋｺ		43		田　亮丞		ﾊﾏﾀﾞ ﾘﾖｳｽｹ		28		齋藤　慎一		ｻｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ		30		山中　康世		ﾔﾏﾅｶ ｺｳｾｲ		25		稲田　修		ｲﾅﾀﾞ ｵｻﾑ		41		浦宗　康		ｳﾗﾑﾈ ﾔｽｼ		39		宮地　百恵		ﾐﾔｼﾞ ﾓﾓｴ		32		土居　由実		ﾄﾞｲ ﾕﾐ		25																				篠田　幹彦		ｼﾉﾀﾞ ﾐｷﾋｺ		45		稲田　智洋		ｲﾅﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ		32

		7		E		四万十市E(女子）		中田　智子		ﾅｶﾀ ﾄﾓｺ		37		池　一美		ｲｹ ｶｽﾞﾐ		28		竹田　充		ﾀｹﾀﾞ ﾐﾂﾙ		38		伊与田　恭子		ｲﾖﾀ ｷﾖｳｺ		30		栢岡　珠美		ｶｼｵｶ ﾀﾏﾐ		32		高木　亜季		ﾀｶｷﾞ ｱｷ		25		安岡　稚奈		ﾔｽｵｶ ﾁﾅ		30		宮本　由佳		ﾐﾔﾓﾄ ﾕｶ		30		森　暁		ﾓﾘ ｱｷ		33		花岡　珠代		ﾊﾅｵｶ ﾀﾏﾖ		47				0										松岡　正大		ﾏﾂｵｶ ﾏｻﾋﾛ		37		岡上　則子		ｵｶｳｴ ﾉﾘｺ		35

		8		A		宿毛市A		土居　祐仁		ﾄﾞｲ ﾏｻﾋﾄ		31		濱田　紘一		ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁ		28		宮本　健児		ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞ		27		豊島　裕一		ﾄﾖｼﾏ ﾕｳｲﾁ		55		埜々下　哲広		ﾉﾉｼﾀ ｱｷﾋﾛ		36		寺田　多志		ﾃﾗﾀﾞ ﾏｻｼ		32		畠中　健一		ﾊﾀｹﾅｶ ｹﾝｲﾁ		33		山岡　敏樹		ﾔﾏｵｶ ﾄｼｷ		41		小松　憲司		ｺﾏﾂ ｹﾝｼﾞ		32		有田　巧史		ｱﾘﾀ ﾖｼﾌﾐ		33		奈良　和美		ﾅﾗ ｶｽﾞﾐ		30		所谷　昭宏		ﾄｺﾛﾀﾞﾆ ｱｷﾋﾛ		34		土居　祐仁		ﾄﾞｲ ﾏｻﾋﾄ		31		小松　憲司		ｺﾏﾂ ｹﾝｼﾞ		32

		8		B		宿毛市B		近澤　伸一		ﾁｶｻﾞﾜ ｼﾝｲﾁ		24		岩村　研治		ｲﾜﾑﾗ ｹﾝｼﾞ		33		山本　直樹		ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ		27		安本　剛		ﾔｽﾓﾄ ﾂﾖｼ		24		福島　篤史		ﾌｸｼﾏ ｱﾂｼ		30		舛谷　心悟		ﾏｽﾀﾆ ｼﾝｺﾞ		27		大内　淳平		ｵｵｳﾁ ｼﾞﾕﾝﾍﾟｲ		32		豊田　直史		ﾄﾖﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ		29		中西　清二		ﾅｶﾆｼ ｾｲｼﾞ		58																				土居　祐仁		ﾄﾞｲ ﾏｻﾋﾄ		31		豊田　直史		ﾄﾖﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ		29

		8		C		宿毛市C		山本　則夫		ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｵ		60		岡井　誉子		ｵｶｲ ﾔｽｺ		28		笠井　明子		ｶｻｲ ｱｷｺ		28		中福　智子		ﾅｶﾌｸ ﾄﾓｺ		32		桑原　一		ｸﾜﾊﾞﾗ ﾊｼﾞﾒ		40		山本　和恵		ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｴ		30		山本　恵美		ﾔﾏﾓﾄ ｴﾐ		47		平岡　洋助		ﾋﾗｵｶ ﾖｳｽｹ		27		山　香織		ﾔﾏｻｷ ｶｵﾘ		24																				土居　祐仁		ﾄﾞｲ ﾏｻﾋﾄ		31		平岡　洋助		ﾋﾗｵｶ ﾖｳｽｹ		27

		9		A		土佐清水市A		岩波　道信		ｲﾜﾅﾐ ﾐﾁﾉﾌﾞ		39		芝岡　恵三		ｼﾊﾞｵｶ ｹｲｿﾞｳ		52		楠目　生		ｸｽﾒ ｾｲ		48		山本　実		ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾉﾙ		35		吉本　卓		ﾖｼﾓﾄ ｽｸﾞﾙ		32		濱田　公雄		ﾊﾏﾀﾞ ｷﾐｵ		35		横山　周次		ﾖｺﾔﾏ ｼﾕｳｼﾞ		48		宮上　勝		ﾐﾔｳｴ ﾏｻﾙ		58		大森　強史		ｵｵﾓﾘ ﾂﾖｼ		28		山下　佳彦		ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾋｺ		30		畠中　陽史		ﾊﾀｹﾅｶ ﾖｳｼﾞ		28		宮地　明生		ﾐﾔｼﾞ ｱｷｵ		29		芝岡　恵三		ｼﾊﾞｵｶ ｹｲｿﾞｳ		52		大森　強史		ｵｵﾓﾘ ﾂﾖｼ		28

		9		B		土佐清水市B		倉松　克臣		ｸﾗﾏﾂ ｶﾂｵﾐ		45		山本　悟		ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄﾙ		32		濱口　万智香		ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏﾁｶ		30		宮地　一豊		ﾐﾔｼﾞ ｶｽﾞﾄﾖ		32		文野　喜文		ﾌﾞﾝﾉ ﾖｼﾌﾐ		47		榊原　俊樹		ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾄｼｷ		29		稲田　誠		ｲﾅﾀﾞ ﾏｺﾄ		29		早川　聡		ﾊﾔｶﾜ ｻﾄｼ		41		早川　和枝		ﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞｴ		38																				倉松　克臣		ｸﾗﾏﾂ ｶﾂｵﾐ		45		石井　孝		ｲｼｲ ﾀｶｼ		33

		12		A		東洋町A		大坪　靖幸		ｵｵﾂﾎﾞ ﾔｽﾕｷ		35		桜井　良一		ｻｸﾗｲ ﾘﾖｳｲﾁ		56		伊吹　真貴博		ｲﾌﾞｷ ﾏｷﾋﾛ		41		生田　憲一		ｲｸﾀ ｹﾝｲﾁ		34		奥村　忍		ｵｸﾑﾗ ｼﾉﾌﾞ		28		北川　晃彦		ｷﾀｶﾞﾜ ｱｷﾋｺ		39		小池　昭平		ｺｲｹ ｱｷﾋﾗ		42		蛭子　浩久		ｴﾋﾞｽ ﾋﾛﾋｻ		44		桜井　恵子		ｻｸﾗｲ ｹｲｺ		50		光本　速雄		ﾐﾂﾓﾄ ﾊﾔｵ		48														光本　速雄		ﾐﾂﾓﾄ ﾊﾔｵ		48		手島　憲作		ﾃｼﾏ ｹﾝｻｸ		36

		13		A		奈半利町A		五味　雅仁		ｺﾞﾐ ﾏｻﾋﾄ		31		礒部　敏幸		ｲｿﾍﾞ ﾄｼﾕｷ		39		利岡　篤史		ﾄｼｵｶ ｱﾂｼ		26		改田　敏幸		ｶｲﾀﾞ ﾄｼﾕｷ		25		下村　卓徳		ｼﾓﾑﾗ ﾀｸﾉﾘ		42		川島　智		ｶﾜｼﾏ ｻﾄｼ		36		坂本　久美		ｻｶﾓﾄ ｸﾐ		37		平島　丈徳		ﾋﾗｼﾏ ﾀｹﾉﾘ		30		和田　正樹		ﾜﾀﾞ ﾏｻｷ		31		丸下　咲紀		ﾏﾙｼﾀ ｻｷ		27		山中　梢		ﾔﾏﾅｶ ｺｽﾞｴ		29								五味　雅仁		ｺﾞﾐ ﾏｻﾋﾄ		31		安岡　薫		ﾔｽｵｶ ｶｵﾙ		29

		15		A		安田町A		手島　一憲		ﾃｼﾏ ｶｽﾞﾉﾘ		27		有岡　憲作		ｱﾘｵｶ ｹﾝｻｸ		44		有澤　朋哉		ｱﾘｻﾜ ﾄﾓﾔ		25		中川　剛		ﾅｶｶﾞﾜ ﾂﾖｼ		32		西山　直樹		ﾆｼﾔﾏ ﾅｵｷ		25		西尾　辰徳		ﾆｼｵ ﾀﾂﾉﾘ		25		中山　初男		ﾅｶﾔﾏ ﾊﾂｵ		60		横山　和幸		ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ		29		小島　貴介		ｵｼﾞﾏ ﾀｶｽｹ		33		窪田　陽二		ｸﾎﾞﾀ ﾖｳｼﾞ		32		竹内　良和		ﾀｹｳﾁ ﾖｼｶｽﾞ		37								中川　剛		ﾅｶｶﾞﾜ ﾂﾖｼ		32		有澤　公啓		ｱﾘｻﾜ ｷﾐﾋﾛ		22

		16		A		北川村A		渦　隆司		ﾊﾏｳｽﾞ ﾀｶｼ		37		山嶋　千恵		ﾔﾏｼﾏ ﾁｴ		36		大久保　茂栄		ｵｵｸﾎﾞ ｼｹﾞﾋﾃﾞ		30		渦　朋裕		ﾊﾏｳｽﾞ ﾄﾓﾋﾛ		34		藤澤　文彦		ﾌｼﾞｻﾜ ﾌﾐﾋｺ		36		百々　真史		ﾄﾞﾄﾞ ﾏｻｼ		28		島田　圭佑		ｼﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ		27		松本　りさ		ﾏﾂﾓﾄ ﾘｻ		34		田中　勝之		ﾀﾅｶ ｶﾂﾕｷ		42		土居　祐一		ﾄﾞｲ ﾕｳｲﾁ		45														渦　隆司		ﾊﾏｳｽﾞ ﾀｶｼ		37		大寺　輝彦		ｵｵﾃﾗ ﾃﾙﾋｺ		41

		17		A		馬路村A		井上　真共		ｲﾉｳｴ ﾏｻﾄﾓ		28		高橋　晃		ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ		31		伊吹　卓哉		ｲﾌﾞｷ ﾀｸﾔ		37		木下　彰二		ｷﾉｼﾀ ｼﾖｳｼﾞ		41		山　出		ﾔﾏｻｷ ｲｽﾞﾙ		42		高芝　俊二		ﾀｶｼﾊﾞ ｼﾕﾝｼﾞ		37		清岡　明徳		ｷﾖｵｶ ｱｷﾉﾘ		49		廣瀬　忍		ﾋﾛｾ ｼﾉﾌﾞ		31		五藤　寿史		ｺﾞﾄｳ ﾄｼﾌﾐ		51		白川　卓		ｼﾗｶﾜ ﾀｶｼ		32		山内　忍		ﾔﾏｳﾁ ｼﾉﾌﾞ		41		山中　真生		ﾔﾏﾅｶ ﾏｷ		46		木下　彰二		ｷﾉｼﾀ ｼﾖｳｼﾞ		41		廣瀬　忍		ﾋﾛｾ ｼﾉﾌﾞ		31

		18		A		芸西村A		池田　豪		ｲｹﾀﾞ ｺﾞｳ		35		手島　真由美		ﾃｼﾏ ﾏﾕﾐ		31		小松　司沙		ｺﾏﾂ ﾂｶｻ		30		岡村　公順		ｵｶﾑﾗ ｺｳｼﾞﾕﾝ		30		山本　浩孝		ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾀｶ		28		吉永　卓史		ﾖｼﾅｶﾞ ﾀｶｼ		34		小松　博		ｺﾏﾂ ﾋﾛｼ		59		竹内　強		ﾀｹｳﾁ ﾂﾖｼ		56		田渕　清敏		ﾀﾌﾞﾁ ｷﾖﾄｼ		49		松本　昌弘		ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ		54		藤川　薫		ﾌｼﾞｶﾜ ｶｵﾙ		36		池田　美延		ｲｹﾀﾞ ﾐﾉﾌﾞ		36		小松　司沙		ｺﾏﾂ ﾂｶｻ		30		田渕　清敏		ﾀﾌﾞﾁ ｷﾖﾄｼ		49

		35		A		本山町A		松葉　孝史		ﾏﾂﾊﾞ ﾀｶｼ		43		筒井　幸弘		ﾂﾂｲ ﾕｷﾋﾛ		50		泉　祐司		ｲｽﾞﾐ ﾕｳｼﾞ		49		渡邊　徳仁		ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘﾋﾄ		32		田岡　明		ﾀｵｶ ｱｷﾗ		36		中西　一洋		ﾅｶﾆｼ ｶｽﾞﾋﾛ		35		吉岡　泰志		ﾖｼｵｶ ﾋﾛｼ		35		和田　耕一		ﾜﾀﾞ ｺｳｲﾁ		32		右城　伸		ｳｼﾛ ｼﾝ		32		川村　啓太		ｶﾜﾑﾗ ｹｲﾀ		23		高橋　英之		ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾕｷ		35		小谷　和生		ｵﾀﾞﾆ ｶｽﾞｵ		23		田岡　明		ﾀｵｶ ｱｷﾗ		36		高橋　英之		ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾕｷ		35

		35		B		本山町B		前田　幸二		ﾏｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ		41		澤田　和廣		ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ		47		川村　憲嗣		ｶﾜﾑﾗ ﾉﾘﾂｸﾞ		28		泉　俊行		ｲｽﾞﾐ ﾄｼﾕｷ		33		田岡　昭一		ﾀｵｶ ｼﾖｳｲﾁ		28		澤田　耕三		ｻﾜﾀﾞ ｺｳｿﾞｳ		29		右城　誠		ｳｼﾛ ﾏｺﾄ		36		伊藤　直也		ｲﾄｳ ﾅｵﾔ		33		大元　裕代		ｵｵﾓﾄ ﾋﾛﾖ		30																				伊藤　直也		ｲﾄｳ ﾅｵﾔ		33		小谷　和生		ｵﾀﾞﾆ ｶｽﾞｵ		23

		35		C		本山町C(女子）		横山　早苗		ﾖｺﾔﾏ ｻﾅｴ		29		和田　由紀子		ﾜﾀﾞ ﾕｷｺ		31		松葉　早苗		ﾏﾂﾊﾞ ｻﾅｴ		40		松繁　美和		ﾏﾂｼｹﾞ ﾐﾜ		47		秋山　恵美		ｱｷﾔﾏ ｴﾐ		29		田岡　仁美		ﾀｵｶ ﾋﾄﾐ		48		小林　琴		ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾄ		34		小笠原　知子		ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾄﾓｺ		37		右城　有紀		ｳｼﾛ ﾕｷ		36		上村　有美		ｶﾐﾑﾗ ﾕﾐ		36		川村　真紀		ｶﾜﾑﾗ ﾏｷ		36		横山　奈那		ﾖｺﾔﾏ ﾅﾅ		23		川村　真紀		ｶﾜﾑﾗ ﾏｷ		36		大元　裕代		ｵｵﾓﾄ ﾋﾛﾖ		30

		38		A		大豊町A		永野　尊教		ﾅｶﾞﾉ ﾀｶﾉﾘ		29		三谷　裕一		ﾐﾀﾆ ﾕｳｲﾁ		44		佐藤　顕		ｻﾄｳ ｱｷﾗ		31		吉田　雄造		ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｿﾞｳ		29		岡　智樹		ｵｶｻﾞｷ ﾄﾓｷ		35		森岡　正徳		ﾓﾘｵｶ ﾏｻﾄｸ		50		秋山　咲子		ｱｷﾔﾏ ｻｷｺ		58		鎌倉　仁		ｶﾏｸﾗ ﾋﾄｼ		43		森　一芳		ﾓﾘ ｶｽﾞﾖｼ		47		三谷　淳		ﾐﾀﾆ ｽﾅｵ		50		河野　大仁		ｺｳﾉ ﾋﾛﾋﾄ		53								岡　智樹		ｵｶｻﾞｷ ﾄﾓｷ		35		都築　朋枝		ﾂﾂﾞｷ ﾄﾓｴ		32

		40		A		嶺北広域A		小笠原　和行		ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞﾕｷ		23		川村　諭		ｶﾜﾑﾗ ｻﾄｼ		38		近藤　太一郎		ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲﾁﾛｳ		36		岡部　和也		ｵｶﾍﾞ ｶｽﾞﾔ		29		高橋　隆伸		ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾉﾌﾞ		39		小笠原　和則		ｵｶﾞｻﾊﾗ ｶｽﾞﾉﾘ		50		今西　芳彦		ｲﾏﾆｼ ﾖｼﾋｺ		52		山中　史明		ﾔﾏﾅｶ ﾌﾐｱｷ		54		今西　源一		ｲﾏﾆｼ ｹﾞﾝｲﾁ		52																				今西　源一		ｲﾏﾆｼ ｹﾞﾝｲﾁ		52		藤田　洋一		ﾌｼﾞﾀ ﾖｳｲﾁ		57

		44		A		土佐町A		近藤　裕司		ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ		35		山下　法政		ﾔﾏｼﾀ ﾉﾘﾏｻ		34		吉村　雅愛		ﾖｼﾑﾗ ﾏｻﾊﾙ		42		和田　陽二		ﾜﾀﾞ ﾖｳｼﾞ		34		伊藤　隆太		ｲﾄｳ ﾘﾕｳﾀ		24		川村　五博		ｶﾜﾑﾗ ｲﾂﾊｸ		32		筒井　美和		ﾂﾂｲ ﾐﾜ		39		澤田　智則		ｻﾜﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ		43		伊藤　敏雄		ｲﾄｳ ﾄｼｵ		36		杉本　啓		ｽｷﾞﾓﾄ ｹｲ		32		川村　圭祐		ｶﾜﾑﾗ ｹｲｽｹ		31		和田　孝弘		ﾜﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ		39		川村　圭祐		ｶﾜﾑﾗ ｹｲｽｹ		31		川田　奈美		ｶﾜﾀﾞ ﾅﾐ		33

		48		A		いの町A		土居　晃		ﾄﾞｲ ｱｷﾗ		54		勝賀瀬　望		ｼﾖｳｶﾞｾ ﾉｿﾞﾑ		37		吉良　高秀		ｷﾗ ﾀｶﾋﾃﾞ		49		和田　耕明		ﾜﾀﾞ ｺｳﾒｲ		43		筒井　誠人		ﾂﾂｲ ﾏｻﾄ		42		田村　辰弥		ﾀﾑﾗ ﾀﾂﾔ		33		小泉　清人		ｺｲｽﾞﾐ ｷﾖﾄ		30		野田　幸稔		ﾉﾀﾞ ﾕｷﾄｼ		39		松丸　博		ﾏﾂﾏﾙ ﾋﾛｼ		34		下元　清隆		ｼﾓﾓﾄ ｷﾖﾀｶ		24		筒井　清博		ﾂﾂｲ ｷﾖﾋﾛ		32								筒井　誠人		ﾂﾂｲ ﾏｻﾄ		42		下元　清隆		ｼﾓﾓﾄ ｷﾖﾀｶ		24

		48		B		いの町B		大川　智史		ｵｵｶﾜ ｻﾄｼ		23		水田　康範		ﾐｽﾞﾀ ﾔｽﾉﾘ		40		北川　博章		ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ		34		中岡　孝幸		ﾅｶｵｶ ﾀｶﾕｷ		30		近澤　修二		ﾁｶｻﾞﾜ ｼﾕｳｼﾞ		31		森脇　友紀		ﾓﾘﾜｷ ﾕｳｷ		18		川澤　範子		ｶﾜｻﾞﾜ ﾉﾘｺ		33																																土居　晃		ﾄﾞｲ ｱｷﾗ		54		澤田　愛		ｻﾜﾀﾞ ｱｲ		28

		48		C		いの町C		東谷　信宏		ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ ﾉﾌﾞﾋﾛ		40		石川　晃		ｲｼｶﾜ ｱｷﾗ		32		西川　啓二		ﾆｼｶﾜ ｹｲｼﾞ		35		川村　敏之		ｶﾜﾑﾗ ﾄｼﾕｷ		49		島田　雅也		ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾔ		35		中村　貴暁		ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｱｷ		27		井　和美		ﾀｶｲ ｶｽﾞﾐ		41																																和田　耕明		ﾜﾀﾞ ｺｳﾒｲ		43		筒井　清博		ﾂﾂｲ ｷﾖﾋﾛ		32

		52		A		春野町A		吉永　新司		ﾖｼﾅｶﾞ ｼﾝｼﾞ		27		岡本　暁典		ｵｶﾓﾄ ｱｷﾉﾘ		32		西川　浩司		ﾆｼｶﾜ ﾋﾛｼ		35		雨森　健高		ｱﾒﾉﾓﾘ ﾔｽﾀｶ		24		徳弘　善文		ﾄｸﾋﾛ ﾖｼﾌﾐ		30		徳平　晶		ﾄｸﾋﾗ ｼﾖｳ		33		下村　武司		ｼﾓﾑﾗ ﾀｹｼ		36		長崎　周一		ﾅｶﾞｻｷ ｼﾕｳｲﾁ		49		前田　修一		ﾏｴﾀﾞ ｼﾕｳｲﾁ		37		前田　典宣		ﾏｴﾀﾞ ﾉﾘﾉﾌﾞ		29		森下　智弘		ﾓﾘｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ		31		安岡　伸久		ﾔｽｵｶ ﾉﾌﾞﾋｻ		31		前田　典宣		ﾏｴﾀﾞ ﾉﾘﾉﾌﾞ		29		森下　智弘		ﾓﾘｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ		31

		54		A		佐川町A		下八川　久夫		ｼﾓﾔｶﾜ ﾋｻｵ		30		森　仁		ﾓﾘ ﾏｻｼ		30		岡村　建介		ｵｶﾑﾗ ｹﾝｽｹ		51		中田　奈美		ﾅｶﾀﾞ ﾅﾐ		42		松本　久男		ﾏﾂﾓﾄ ﾋｻｵ		45		久万沢　常晴		ｸﾏｻﾞﾜ ﾂﾈﾊﾙ		49		古味　宏則		ｺﾐ ﾋﾛﾉﾘ		26		下川　芳樹		ｼﾓｶﾜ ﾖｼｷ		52		横畠　由起		ﾖｺﾊﾞﾀｹ ﾕｷ		42		矢野　加奈		ﾔﾉ ｶﾅ		30														田村　克博		ﾀﾑﾗ ｶﾂﾋﾛ		56		篠原　豊明		ｼﾉﾊﾗ ﾄﾖｱｷ		33

		54		B		佐川町B(オープン）		麻田　正志		ｱｻﾀﾞ ﾏｻｼ		45		岡田　秀和		ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ		34		品原　義仁		ｼﾅﾊﾗ ﾖｼﾋﾄ		29		山本　壽史		ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾌﾐ		43		山根　邦仁		ﾔﾏﾈ ｸﾆﾋﾄ		31		大原　秀平		ｵｵﾊﾗ ｼﾕｳﾍｲ		31		ｾﾗ･ﾏﾁﾙﾄﾞﾝ		ｾﾗ･ﾏﾁﾙﾄﾞﾝ		32		邑田　知沙		ﾑﾗﾀ ﾁｻ		27		濱　和香		ﾊﾏｻｷ ﾜｶ		40																				和田　強		ﾜﾀﾞ ﾂﾖｼ		40		高鴨　学		ﾀｶｶﾓ ﾏﾅﾌﾞ		37

		56		A		中土佐町A		小松　章悟		ｺﾏﾂ ｼﾖｳｺﾞ		21		濱　大作		ﾊﾏｻｷ ﾀﾞｲｻｸ		30		吉村　知久		ﾖｼﾑﾗ ﾄﾓﾋｻ		30		吉岡　卓宣		ﾖｼｵｶ ﾀｶﾉﾌﾞ		33		黒岩　陽介		ｸﾛｲﾜ ﾖｳｽｹ		38		高木　吉規		ﾀｶｷﾞ ﾖｼﾉﾘ		29		津野　誠		ﾂﾉ ﾏｺﾄ		31		福原　幸子		ﾌｸﾊﾗ ｻﾁｺ		39		河内　猛		ｶﾜﾁ ﾀｹｼ		30		岩瀬　和廣		ｲﾜｾ ｶｽﾞﾋﾛ		27														小林　正章		ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｱｷ		56		森　善定		ﾓﾘ ﾖｼｻﾀﾞ		40

		59		A		梼原町A		恒松　衛		ﾂﾈﾏﾂ ﾏﾓﾙ		38		中越　祝子		ﾅｶｺﾞｼ ﾉﾘｺ		47		岡本　浩一		ｵｶﾓﾄ ｺｳｲﾁ		32		坂本　重文		ｻｶﾓﾄ ｼｹﾞﾌﾐ		30		中越　光恵		ﾅｶｺﾞｼ ﾐﾂｴ		56		松山　秀典		ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ		26		大川　真一郎		ｵｵｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ		33		上田　真悟		ｳｴﾀ ｼﾝｺﾞ		27		立道　斉		ﾀﾃﾐﾁ ﾋﾄｼ		30		市大　美奈		ｲﾁﾀﾞｲ ﾐﾅ		33														久岡　俊彦		ﾋｻｵｶ ﾄｼﾋｺ		49		中越　千晴		ﾅｶｺﾞｼ ﾁﾊﾙ		27

		62		A		日高村A		前田　修平		ﾏｴﾀﾞ ｼﾕｳﾍｲ		32		松本　直久		ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋｻ		32		西村　篤史		ﾆｼﾑﾗ ｱﾂｼ		31		森下　輝夫		ﾓﾘｼﾀ ﾃﾙｵ		49		片岡　信次		ｶﾀｵｶ ｼﾝｼﾞ		48		戸梶　真幸		ﾄｶｼﾞ ﾏｻﾕｷ		53		坂東　隆一		ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾘﾕｳｲﾁ		57		坂本　昭		ｻｶﾓﾄ ｱｷﾗ		42		大川　健輔		ｵｵｶﾜ ｹﾝｽｹ		30		今井　明秀		ｲﾏｲ ｱｷﾋﾃﾞ		33		戸梶　泰彰		ﾄｶｼﾞ ﾔｽｱｷ		29		森本　順子		ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞﾕﾝｺ		30		谷本　勲		ﾀﾆﾓﾄ ｲｻｵ		56		安部　拓大		ｱﾍﾞ ﾀｸﾋﾛ		31

		63		A		津野町A		市川　弘		ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｼ		24		川西　利文		ｶﾜﾆｼ ﾄｼﾌﾐ		33		西森　正浩		ﾆｼﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ		40		鍋島　浩一		ﾅﾍﾞｼﾏ ｺｳｲﾁ		24		川田　明男		ｶﾜﾀﾞ ｱｷｵ		34		西森　雅人		ﾆｼﾓﾘ ﾏｻﾋﾄ		41		豊田　庄二		ﾄﾖﾀﾞ ｼﾖｳｼﾞ		54		大　昭彦		ｵｵｻｷ ｱｷﾋｺ		38		吉村　伸一		ﾖｼﾑﾗ ｼﾝｲﾁ		34		中山　公裕		ﾅｶﾔﾏ ｷﾐﾋﾛ		33		福井　弘樹		ﾌｸｲ ﾋﾛｷ		35		三本　修司		ﾐﾓﾄ ｼﾕｳｼﾞ		36		大　昭彦		ｵｵｻｷ ｱｷﾋｺ		38		橋田　佐智		ﾊｼﾀﾞ ｻﾁ		35

		67		A		高吾北広域A		中澤　賢一		ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ		31		横畠　圭介		ﾖｺﾊﾞﾀｹ ｹｲｽｹ		26		徳弘　賢一		ﾄｸﾋﾛ ｹﾝｲﾁ		39		立仙　一高		ﾘﾂｾﾝ ｶｽﾞﾀｶ		31		山本　忠幸		ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞﾕｷ		34		松本　裕充		ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾐﾂ		26		胡摩　隆史		ｺﾞﾏｻｷ ﾀｶﾌﾐ		23		藤原　剛		ﾌｼﾞﾊﾗ ｺﾞｳ		36		神原　孝典		ｶﾝﾊﾞﾗ ﾀｶﾉﾘ		26		山本　裕宣		ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾉﾌﾞ		23		小田　定史		ｺﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ		22		野々下　直弥		ﾉﾉｼﾀ ﾅｵﾔ		25		徳弘　賢一		ﾄｸﾋﾛ ｹﾝｲﾁ		39		野々下　直弥		ﾉﾉｼﾀ ﾅｵﾔ		25

		71		A		大月町A		横山　聖		ﾖｺﾔﾏ ｼﾖｳ		23		山下　清司		ﾔﾏｼﾀ ｾｲｼﾞ		47		吉岡　靖友		ﾖｼｵｶ ﾔｽﾄﾓ		28		乾　夏夫		ｲﾇｲ ﾅﾂｵ		31		岩越　大樹		ｲﾜｺﾞｴ ﾀﾞｲｷ		23		松田　耕一		ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｲﾁ		36		日根居　アユミ		ﾋﾈｲ ｱﾕﾐ		29		蔦江　太一		ﾂﾀｴ ﾀｲﾁ		32		内原　英明		ｳﾁﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ		45		田村　大安		ﾀﾑﾗ ﾋﾛﾔｽ		42														山下　清司		ﾔﾏｼﾀ ｾｲｼﾞ		47		西田　賢二		ﾆｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ		32

		78		A		高幡消防須崎A		市川　史弥		ｲﾁｶﾜ ﾌﾐﾔ		25		児玉　好章		ｺﾀﾞﾏ ﾖｼｱｷ		33		石田　伸悟		ｲｼﾀﾞ ｼﾝｺﾞ		19		國澤　智雄		ｸﾆｻﾜ ﾄﾓｶｽﾞ		29		濱口　登史		ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ		23		土居　憲司		ﾄﾞｲ ｹﾝｼﾞ		26		八木　俊之		ﾔｷﾞ ﾄｼﾕｷ		43		岡村　淳志		ｵｶﾑﾗ ｱﾂｼ		21		松本　義和		ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ		57		岡田　大		ｵｶﾀﾞ ﾌﾄｼ		24								0						森　一夫		ﾓﾘ ｶｽﾞｵ		57		池本　親則		ｲｹﾓﾄ ﾁｶﾉﾘ		34

		78		B		高幡消防四万十B		國本　武恒		ｸﾆﾓﾄ ﾀｹﾂﾈ		34		廣井　大輔		ﾋﾛｲ ﾀﾞｲｽｹ		20		近森　大地　		ﾁｶﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ		25		谷脇　康平		ﾀﾆﾜｷ ｺｳﾍｲ		21		戸田　一成		ﾄﾀﾞ ｲﾂｾｲ		27		嶋岡　正人		ｼﾏｵｶ ﾏｻﾄ		29		野坂　洋一		ﾉｻﾞｶ ﾖｳｲﾁ		28		田井　啓太		ﾀｲ ｹｲﾀ		22		川村　考史		ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ		27		中城　将幸		ﾅｶｼﾞﾖｳ ﾏｻﾕｷ		35		石崎　一矢		ｲｼｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ		25		廣田　信光		ﾋﾛﾀ ﾉﾌﾞﾐﾂ		22		坂本　喬		ｻｶﾓﾄ ﾀｶｼ		60		廣田　信光		ﾋﾛﾀ ﾉﾌﾞﾐﾂ		22

		92		A		土佐市民病院A		三谷　浩明		ﾐﾀﾆ ﾋﾛｱｷ		31		元親　裕志		ﾓﾄﾁｶ ﾋﾛｼ		43		下元　伸支		ｼﾓﾓﾄ ｼﾝｼﾞ		29		大原　正義		ｵｵﾊﾗ ﾏｻﾖｼ		25		山中　孝志		ﾔﾏﾅｶ ﾀｶｼ		28		松森　保道		ﾏﾂﾓﾘ ﾔｽﾐﾁ		40		横川　克也		ﾖｺｶﾞﾜ ｶﾂﾔ		42		小松　稔幸		ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ		49		野瀬　貞曉		ﾉｾ ｻﾀﾞｱｷ		47		宗景　玄祐		ﾑﾈｶｹﾞ ｹﾝｽｹ		28		楠目　夏美		ｸｽﾞﾒ ﾅﾂﾐ		21		広瀬　明子		ﾋﾛｾ ｱｷｺ		60		小松　稔幸		ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ		49		上田　顕		ｳｴﾀ ｱｷﾗ		46

		98		A		仁淀消防A		吉良　純一		ｷﾗ ｼﾞﾕﾝｲﾁ		21		戸梶　貴文		ﾄｶｼﾞ ﾀｶﾌﾐ		23		村田　健太		ﾑﾗﾀ ｹﾝﾀ		29		中野　裕介		ﾅｶﾉ ﾕｳｽｹ		21		藤岡　久人		ﾌｼﾞｵｶ ﾋｻﾄ		31		筒井　正治郎		ﾂﾂｲ ｼﾖｳｼﾞﾛｳ		30		矢野　直樹		ﾔﾉ ﾅｵｷ		26		國廣　善生		ｸﾆﾋﾛ ﾖｼｵ		26		西川　卓也		ﾆｼｶﾞﾜ ﾀｸﾔ		28		川　泰博		ｶﾜｻｷ ﾔｽﾋﾛ		30		大久保　光洋		ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾂﾋﾛ		31		前島　篤之		ﾏｴｼﾏ ｱﾂｼ		54		川　泰博		ｶﾜｻｷ ﾔｽﾋﾛ		30		國廣　善生		ｸﾆﾋﾛ ﾖｼｵ		26

		100		A		幡多中央消防A		榮　保志		ｻｶｴ ﾔｽｼ		31		上岡　三郎太		ｶﾐｵｶ ｻﾌﾞﾛｳﾀ		29		細川　顕彦		ﾎｿｶﾜ ｱｷﾋｺ		30		池本　豪		ｲｹﾓﾄ ｺﾞｳ		25		渡辺　将幸		ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾕｷ		37		竹　健一		ﾀｹｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ		28		大　淳介		ｵｵｻｷ ｼﾞﾕﾝｽｹ		22		鳥谷　英正		ﾄﾘﾔ ｴｲｾｲ		37		今城　大貴		ｲﾏｼﾞﾖｳ ﾀｲｷ		24		沖　晃次		ｵｷ ｺｳｼﾞ		35		岡上　晋二		ｵｶｳｴ ｼﾝｼﾞ		37		宮本　昌平		ﾐﾔﾓﾄ ｼﾖｳﾍｲ		28		渡辺　将幸		ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾕｷ		37		野町　優		ﾉﾏﾁ ﾕｳ		24

		105		A		幡多西部消防A		吉松　昭人		ﾖｼﾏﾂ ｱｷﾄ		36		上岡　一平		ｶﾐｵｶ ｲﾂﾍﾟｲ		24		澤近　卓		ｻﾜﾁｶ ﾀｶｼ		20		坂田　淳		ｻｶﾀ ｼﾞﾕﾝ		29		山本　佳右		ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ		19		所谷　昌幸		ﾄｺﾛﾀﾞﾆ ﾏｻﾕｷ		29		九谷　高史		ｸﾀﾆ ﾀｶﾌﾐ		26		藤岡　正弘		ﾌｼﾞｵｶ ﾏｻﾋﾛ		43		浜田　誠之		ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾕｷ		25		勝村　伴紀		ｶﾂﾑﾗ ﾄﾓｷ		26		岡本　圭佑		ｵｶﾓﾄ ｹｲｽｹ		27								竹村　和喜		ﾀｹﾑﾗ ｶｽﾞｷ		54		浜田　誠之		ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾕｷ		25

		116		A		中芸消防A		岩　孝紀		ｲﾜｻｷ ﾀｶﾉﾘ		23		中山　昌之		ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾕｷ		25		西山　和則		ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ		47		木下　裕二		ｷﾉｼﾀ ﾋﾛﾂｸﾞ		36		松本　隼人		ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾔﾄ		28		篠田　友章		ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｱｷ		32		西山　和男		ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞｵ		28		岡田　孝一		ｵｶﾀﾞ ｺｳｲﾁ		37																										浜渦　一成		ﾊﾏｳｽﾞ ｶｽﾞﾅﾘ		50		岡林　広育		ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｲｸ		27

		120		A		仁淀川町A		古味　伸彦		ｺﾐ ﾉﾌﾞﾋｺ		39		大野　裕典		ｵｵﾉ ﾕｳｽｹ		27		本澤　伸也		ﾎﾝｻﾞﾜ ｼﾝﾔ		32		沖　勇一		ｵｷ ﾕｳｲﾁ		48		中西　基		ﾅｶﾆｼ ﾓﾄｲ		27		掛水　宏昭		ｶｹﾐｽﾞ ﾋﾛｱｷ		28		田代　秀喜		ﾀｼﾛ ﾋﾃﾞｷ		42		片岡　良孝		ｶﾀｵｶ ﾖｼﾀｶ		40		下久保　幹夫		ｼﾓｸﾎﾞ ﾐｷｵ		45		谷脇　昭仁		ﾀﾆﾜｷ ｱｷﾋﾄ		43														谷脇　昭仁		ﾀﾆﾜｷ ｱｷﾋﾄ		43		川　毅		ﾖｼｶﾜ ﾀｹｼ		33

		121		A		香南市A		西内　豊明		ﾆｼｳﾁ ﾄﾖｱｷ		30		谷内　誠子		ﾀﾆｳﾁ ｾｲｺ		28		立仙　泰章		ﾘﾂｾﾝ ﾔｽｱｷ		39		中嶋　一允		ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾐﾂ		24		山本　正志		ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ		26		北岡　沙栄		ｷﾀｵｶ ｻｴ		27		小松　ちさ		ｺﾏﾂ ﾁｻ		29		山本　八也		ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾁﾔ		47		岡本　和也		ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾔ		39		小松　大洋		ｺﾏﾂ ﾀｲﾖｳ		38		岡本　修		ｵｶﾓﾄ ｵｻﾑ		41								久家　英生		ｸｹﾞ ｴｲｾｲ		52		岡本　修		ｵｶﾓﾄ ｵｻﾑ		41

		121		B		香南市B		山　正博		ﾔﾏｻｷ ﾏｻﾋﾛ		35		小島　千佐		ｵｼﾞﾏ ﾁｻ		26		久家　英生		ｸｹﾞ ｴｲｾｲ		52		近森　紳也		ﾁｶﾓﾘ ｼﾝﾔ		25		竹村　和花		ﾀｹﾑﾗ ﾜｶ		32		田中　菜生		ﾀﾅｶ ﾅｵ		27		黒瀬　美鈴		ｸﾛｾ ﾐｽｽﾞ		29		門脇　位明		ｶﾄﾞﾜｷ ﾉﾘｱｷ		44		萩野　大輔		ﾊｷﾞﾉ ﾀﾞｲｽｹ		31																				久家　英生		ｸｹﾞ ｴｲｾｲ		52		門脇　位明		ｶﾄﾞﾜｷ ﾉﾘｱｷ		44

		122		A		香美市A		中村　祐介		ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ		32		奥村　周也		ｵｸﾑﾗ ｼﾕｳﾔ		37		小松　伯聖		ｺﾏﾂ ﾐﾁﾏｻ		34		山下　聡		ﾔﾏｼﾀ ｻﾄｼ		28		公文　雅樹		ｸﾓﾝ ﾏｻｷ		27		横山　和彦		ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞﾋｺ		45		猪野　真継		ｲﾉ ﾏｻﾂｸﾞ		38		月　陽生		ﾀｶﾂｷ ｱｷｵ		30		森田　美紀		ﾓﾘﾀ ﾐｷ		31		西内　香絵		ﾆｼｳﾁ ｶｴ		25														岡山　久美子		ｵｶﾔﾏ ｸﾐｺ		36		山崎　愛		ﾔﾏｻｷ ｱｲ		29

		122		B		香美市B		宗石　康弘		ﾑﾈｲｼ ﾔｽﾋﾛ		31		中川　英斉		ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾅﾘ		36		法光院　晶一		ﾎｳｺｳｲﾝ ｼﾖｳｲﾁ		56		小松　晶秀		ｺﾏﾂ ｱｷﾋﾃﾞ		28		山中　俊明		ﾔﾏﾅｶ ﾄｼｱｷ		48		高橋　千恵		ﾀｶﾊｼ ﾁｴ		53		山本　忠		ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ		50		野島　昭彦		ﾉｼﾞﾏ ｱｷﾋｺ		32		岡本　規秀		ｵｶﾓﾄ ﾉﾘﾋﾃﾞ		23																				中山　泰仁		ﾅｶﾔﾏ ﾔｽﾋﾄ		41		山本　奉志		ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾃｼ		35

		122		C		香美市C		大峯　啓之		ｵｵﾐﾈ ﾋﾛﾕｷ		29		竹平　隆一		ﾀｹﾋﾗ ﾘﾕｳｲﾁ		25		古井　洋一		ｺｲ ﾖｳｲﾁ		26		池澤　卓也		ｲｹｻﾞﾜ ﾀｸﾔ		31		野町　貴弘		ﾉﾏﾁ ﾀｶﾋﾛ		26		吉村　泰典		ﾖｼﾑﾗ ﾀｲｽｹ		56		田村　剛		ﾀﾑﾗ ﾂﾖｼ		29		田邊　哲也		ﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾔ		29		吉永　綾子		ﾖｼﾅｶﾞ ｱﾔｺ		28																				中山　道雄		ﾅｶﾔﾏ ﾐﾁｵ		54		高橋　理　		ﾀｶﾊｼ ｵｻﾑ		24

		122		D		香美市D		日和佐　干城		ﾋﾜｻ ﾀﾃｷ		39		依光　隆司		ﾖﾘﾐﾂ ﾀｶｼ		36		恒石　政志		ﾂﾈｲｼ ﾏｻｼ		33		小松　慶久		ｺﾏﾂ ﾖｼﾋｻ		28		森下　研		ﾓﾘｼﾀ ｹﾝ		34		小松　申尚		ｺﾏﾂ ﾉﾌﾞﾋｻ		27		吉本　浩二		ﾖｼﾓﾄ ｺｳｼﾞ		47		森本　ゆかり		ﾓﾘﾓﾄ ﾕｶﾘ		39		吉本　好孝		ﾖｼﾓﾄ ﾖｼﾀｶ		28																				今田　博明		ｲﾏﾀﾞ ﾋﾛｱｷ		46		大倉　達也		ｵｵｸﾗ ﾀﾂﾔ		32

		123		A		四万十町A		土居　廣之		ﾄﾞｲ ﾋﾛﾕｷ		28		岡　純二		ｵｶｻﾞｷ ｼﾞﾕﾝｼﾞ		25		芝野　富也		ｼﾊﾞﾉ ﾄﾐﾔ		26		沖野　慎吾		ｵｷﾉ ｼﾝｺﾞ		27		武田　正人		ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ		33		岡村　太介		ｵｶﾑﾗ ﾀｲｽｹ		27		岡　英祐		ｵｶ ｴｲｽｹ		36		山本　康雄		ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ		46		真城　和也		ﾏｼﾛ ｶｽﾞﾔ		31		田辺　一起		ﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ		25		中川　貴之		ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ		30		長森　伸一		ﾅｶﾞﾓﾘ ｼﾝｲﾁ		39		武市　逸夫		ﾀｹﾁ ｲﾂｵ		55		口　寛		ﾋｸﾞﾁ ﾋﾛｼ		47

		123		B		四万十町B		長森　誠二		ﾅｶﾞﾓﾘ ｾｲｼﾞ		39		林　和利		ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾄｼ		35		中屋　大樹		ﾅｶﾔ ﾀﾞｲｷ		30		北村　耕助		ｷﾀﾑﾗ ｺｳｽｹ		38		萩原　隆一		ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘﾕｳｲﾁ		21		義村　貴明		ﾖｼﾑﾗ ﾀｶｱｷ		25		小野川　裕二		ｵﾉｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ		22		友永　龍二　		ﾄﾓﾅｶﾞ ﾘﾖｳｼﾞ		27		木村　和幸		ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ		32																				國澤　豪人		ｸﾆｻﾜ ﾋﾃﾞﾋﾄ		32		小野川　哲		ｵﾉｶﾞﾜ ｻﾄｼ		24

		123		C		四万十町C		下司　康弘		ｹﾞｼ ﾔｽﾋﾛ		25		田辺　俊輔		ﾀﾅﾍﾞ ｼﾕﾝｽｹ		30		林　久志		ﾊﾔｼ ﾋｻｼ		50		横山　光一		ﾖｺﾔﾏ ｺｳｲﾁ		27		杉本　孝成		ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｾｲ		31		冨田　努		ﾄﾐﾀ ﾂﾄﾑ		33		真明　将		ｼﾝﾒｲ ｽｽﾑ		43		野中　国世		ﾉﾅｶ ｸﾆﾖ		56																										林　久志		ﾊﾔｼ ﾋｻｼ		50		野村　和弘		ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ		47

		123		D		四万十町D		津野　史司		ﾂﾉ ﾌﾐﾓﾘ		27		高橋　亮		ﾀｶﾊｼ ﾘﾖｳ		31		山脇　光章		ﾔﾏﾜｷ ﾐﾂｱｷ		42		坂本　克久		ｻｶﾓﾄ ｶﾂﾋｻ		28		水田　直哉		ﾐｽﾞﾀ ﾅｵﾔ		28		桑瀬　正一		ｸﾜｾ ｼﾖｳｲﾁ		24		井上　義之		ｲﾉｳｴ ﾖｼﾕｷ		31		浜田　章克		ﾊﾏﾀﾞ ｱｷｶﾂ		42		小嶋　二夫		ｵｼﾞﾏ ﾂｸﾞｵ		38																				浜田　好清		ﾊﾏﾀﾞ ﾖｼｷﾖ		56		大元　学		ｵｵﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ		34

		123		E		四万十町E(女子）		細川　理香		ﾎｿｶﾜ ﾘｶ		43		西原　愛		ｻｲﾊﾞﾗ ｱｲ		32		下元　美和		ｼﾓﾓﾄ ﾐﾜ		41		才原　美恵		ｻｲﾊﾞﾗ ﾐｴ		23		中城　真由子		ﾅｶｼﾞﾖｳ ﾏﾕｺ		28		武内　由美		ﾀｹｳﾁ ﾕﾐ		27		西岡　直美		ﾆｼｵｶ ﾅｵﾐ		32		戸田　彩		ﾄﾀﾞ ｱﾔ		28		谷　佐保		ﾀﾆ ｻﾎ		28		高橋　ゆか		ﾀｶﾊｼ ﾕｶ		31		竹内　寛子		ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｺ		26		森下　みゆき		ﾓﾘｼﾀ ﾐﾕｷ		39		渡部　睦		ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾑﾂﾐ		52		永尾　ゆみ		ﾅｶﾞｵ ﾕﾐ		49

		124		A		黒潮町A		宮地　敏行		ﾐﾔｼﾞ ﾄｼﾕｷ		39		畠中　哲司		ﾊﾀｹﾅｶ ﾃﾂｼﾞ		33		藤本　浩之		ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ		44		松本　広一		ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｲﾁ		44		村越　豊年		ﾑﾗｺｼ ﾄﾖﾄｼ		51		土居　雄人		ﾄﾞｲ ﾕｳﾄ		42		渡辺　健心		ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾝ		36		谷　純大		ﾀﾆ ｽﾐﾋﾛ		30		堀　裕司		ﾎﾘ ﾕｳｼﾞ		30		野村　則男		ﾉﾑﾗ ﾉﾘｵ		52		和田　祐樹		ﾜﾀﾞ ﾕｳｷ		28		松井　正明		ﾏﾂｲ ﾏｻｱｷ		32		村越　豊年		ﾑﾗｺｼ ﾄﾖﾄｼ		51		宮地　伸弥		ﾐﾔｼﾞ ｼﾝﾔ		28

		124		B		黒潮町B		柿本　一成		ｶｷﾓﾄ ｶｽﾞﾅﾘ		31		伊与木　秀人		ｲﾖｷ ﾋﾃﾞﾄ		33		岡崎　裕至		ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ		43		渡辺　大和		ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾏﾄ		27		今西　文明		ｲﾏﾆｼ ﾌﾐｱｷ		47		門田　政史		ｶﾄﾞﾀ ﾏｻﾌﾐ		44		村越　淳		ﾑﾗｺｼ ｼﾞﾕﾝ		33		秋森　弘伸		ｱｷﾓﾘ ﾋﾛﾉﾌﾞ		37		森近　正道		ﾓﾘﾁｶ ﾏｻﾐﾁ		35										0										村越　豊年		ﾑﾗｺｼ ﾄﾖﾄｼ		51		小橋　賢二		ｺﾊﾞｼ ｹﾝｼﾞ		38

		124		C		黒潮町C		周治　正崇		ｼﾕｳﾁﾞ ﾏｻﾀｶ		27		柿内　靖		ｶｷｳﾁ ｾｲ		31		宮上　昌人		ﾐﾔｳｴ ﾏｻﾄ		29		深木　俊行		ﾌｶｷ ﾄｼﾕｷ		26		國友　広和		ｸﾆﾄﾓ ﾋﾛｶｽﾞ		33		斉藤　長久		ｻｲﾄｳ ﾀｹﾋｻ		33		野村　晃稚		ﾉﾑﾗ ｱｷﾉﾘ		33		岡本　浩		ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｼ		38		塚地　直人		ﾂｶﾁﾞ ﾅｵﾄ		35										0										宮上　昌人		ﾐﾔｳｴ ﾏｻﾄ		29		今城　亮		ｲﾏｼﾞﾖｳ ﾘﾖｳ		30

		124		D		黒潮町D		金子　富太		ｶﾈｺ ﾄﾐﾀ		51		森　義胤		ﾓﾘ ﾖｼﾂｸﾞ		23		藤本　英		ﾌｼﾞﾓﾄ ｴｲ		27		大西　貴史		ｵｵﾆｼ ﾀｶﾌﾐ		35		沢原　浩二		ｻﾜﾊﾗ ｺｳｼﾞ		31		藤本　心		ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾛ		28		宮地　洋		ﾐﾔｼﾞ ﾋﾛｼ		31		河内　恵美		ｶﾜｳﾁ ｴﾐ		43		大塚　智絵里		ｵｵﾂｶ ﾁｴﾘ		25																				宮上　昌人		ﾐﾔｳｴ ﾏｻﾄ		29		浜岡　えつ子		ﾊﾏｵｶ ｴﾂｺ		32

		200		A		安芸市消防A		川谷　武志		ｶﾜﾀﾆ ﾀｹｼ		31		村中　利行		ﾑﾗﾅｶ ｶｽﾞﾕｷ		33		川谷　憲一		ｶﾜﾀﾆ ｹﾝｲﾁ		24		小原　隆宏		ｵﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ		27		島田　誠		ｼﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ		25		公文　敬三		ｸﾓﾝ ｹｲｿﾞｳ		36		山　均		ﾔﾏｻｷ ﾋﾄｼ		47		寺岡　勝浩		ﾃﾗｵｶ ｶﾂﾋﾛ		42		平井　盛志		ﾋﾗｲ ｾｲｼ		46		藤堂　克二		ﾄｳﾄﾞｳ ｶﾂｼﾞ		32		中島　浩志		ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ		30								寺岡　勝浩		ﾃﾗｵｶ ｶﾂﾋﾛ		42		中島　浩志		ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ		30

		201		A		土佐清水市消防A		秋元　政刀		ｱｷﾓﾄ ﾏｻﾄ		34		梅本　泰吏		ｳﾒﾓﾄ ﾀｲｼ		28		池浦　公太		ｲｹｳﾗ ｺｳﾀ		29		岡　学		ｵｶｻﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ		26		和泉　公朗		ｲｽﾞﾐ ｷﾐｵ		29		手島　仁		ﾃｼﾏ ﾋﾄｼ		34		村上　良臣		ﾑﾗｶﾐ ﾖｼｵﾐ		41		味元　博文		ﾐﾓﾄ ﾊｸﾌﾐ		45		弘田　正明		ﾋﾛﾀ ﾏｻｱｷ		54		西田　和啓		ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ		52		横山　洋一郎		ﾖｺﾔﾏ ﾖｳｲﾁﾛｳ		55		宮地　直道		ﾐﾔｼﾞ ﾅｵﾐﾁ		39		横山　洋一郎		ﾖｺﾔﾏ ﾖｳｲﾁﾛｳ		55		宮地　直道		ﾐﾔｼﾞ ﾅｵﾐﾁ		39

		202		A		香南市消防A		坂井　昭宏		ｻｶｲ ｱｷﾋﾛ		20		溝渕　裕介		ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾕｳｽｹ		34		竹　裕次		ﾀｹｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ		24		山中　浩維		ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛﾕｷ		21		別役　三省		ﾍﾞﾂﾁﾔｸ ｻﾝｾｲ		30		山中　浩司		ﾔﾏﾅｶ ｺｳｼﾞ		20		加藤　雅丈		ｶﾄｳ ﾏｻﾀｹ		26		橋　勇作		ﾀｶﾊｼ ﾕｳｻｸ		24		間城　祐介		ﾏｼﾛ ﾕｳｽｹ		25		安井　耕三		ﾔｽｲ ｺｳｿﾞｳ		27		岡田　一也		ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾔ		21		小澤　寛人		ｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ		25		岡　勉		ｵｶｻﾞｷ ﾂﾄﾑ		45		西内　伸考		ﾆｼｳﾁ ﾉﾌﾞﾀｶ		27

		203		A		香美市消防A		小松　祐介		ｺﾏﾂ ﾕｳｽｹ		19		楠目　晃		ｸｽﾞﾒ ｱｷﾗ		41		藤川　大介		ﾌｼﾞｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ		31		新谷　祐治		ｼﾝﾀﾆ ﾕｳｼﾞ		28		森澤　雅浩		ﾓﾘｻﾜ ﾏｻﾋﾛ		25		黒瀬　勇介		ｸﾛｾ ﾕｳｽｹ		23		平　慎二		ﾀｲﾗ ｼﾝｼﾞ		29		都築　豊和		ﾂﾂﾞｷ ﾄﾖｶｽﾞ		27		和手　久		ﾜﾃ ﾋｻｼ		21		岡本　大介		ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ		26		十亀　伸彰		ｿｶﾞﾒ ﾉﾌﾞｱｷ		24		松岡　健太郎		ﾏﾂｵｶ ｹﾝﾀﾛｳ		29		藤川　大介		ﾌｼﾞｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ		31		松岡　健太郎		ﾏﾂｵｶ ｹﾝﾀﾛｳ		29

		501		A		国保連合会A		和田　教雅		ﾜﾀﾞ ﾉﾘﾏｻ		27		芝　郁		ｼﾊﾞ ﾀｶｼ		29		川村　勇生		ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｷ		24		市川　浩		ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｼ		42		堀川　美香		ﾎﾘｶﾜ ﾐｶ		46		廣田　陽平		ﾋﾛﾀ ﾖｳﾍｲ		29		山形　大吾		ﾔﾏｶﾞﾀ ﾀﾞｲｺﾞ		39		西村　勝		ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾙ		52		西村　耕一		ﾆｼﾑﾗ ｺｳｲﾁ		50		江西　真奈		ｴﾆｼ ﾏﾅ		25		鍵山　音子		ｶｷﾞﾔﾏ ｵﾄｺ		24		矢野　和美		ﾔﾉ ｶｽﾞﾐ		26		西村　勝		ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾙ		52		福岡　曜		ﾌｸｵｶ ﾋｶﾙ		35

				0





女子一覧

				第３１回　足摺半島一周駅伝大会　　女子チーム順位表 ダイカイアシズリハントウイッシュウエキデンタイカイジョシジュンイヒョウ																				開催年月日　平成１９年２月２５日（日） カイサイネンガッピヘイセイネンツキヒヒ

		総    合    成    績 ソウゴウセイセキ												１区（6.4㎞） ク				２区（3.7㎞） ク				３区（5.1㎞） ク				前 半 ゼンハン				４区（5.2㎞） ク				５区（4.4㎞） ク				６区（3.7㎞） ク				７区（2.5㎞） ク				後 　半 コウハン

														選手名 センシュメイ				選手名 センシュメイ				選手名 センシュメイ								選手名 センシュメイ				選手名 センシュメイ				選手名 センシュメイ				選手名 センシュメイ

		順位 ジュンイ						チーム名 ナ				総合記録 ソウゴウキロク		順位 ジュンイ		記 録 キロク		順位 ジュンイ		記 録 キロク		順位 ジュンイ		記 録 キロク		順位 ジュンイ		記　録 キロク		順位 ジュンイ		記 録 キロク		順位 ジュンイ		記 録 キロク		順位 ジュンイ		記 録 キロク		順位 ジュンイ		記 録 キロク		順位 ジュンイ		記　録 キロク

				1		女子1		１－Ｅ				2:22:40		宮崎　純代				居本　智保				田所　佐和子				1		1:09:06		松岡　真理				中村　公子				永野　未晴				有澤　知江				1		1:13:34

				0				高知市E(女子）				0		3		30:59		1		15:44		1		22:23		0		0		1		23:16		1		21:19		1		17:25		1		11:34		0		0

				2		女子5		１２３－Ｅ				2:34:00		高橋　ゆか				谷　佐保				戸田　彩				2		1:12:59		才原　美恵				中城　真由子				武内　由美				西岡　直美				2		1:21:01

								四万十町E(女子）				0		1		30:23		2		15:55		3		26:41		0		0		2		27:01		2		23:31		2		17:26		3		13:03		0		0

				3		女子3		７－Ｅ				2:47:05		中田　智子				池　一美				竹田　充				3		1:19:20		伊与田　恭子				栢岡　珠美				高木　亜季				安岡　稚奈				4		1:27:45

								四万十市E(女子）				0		2		30:41		5		23:06		2		25:33		0		0		4		27:44		4		25:15		4		20:36		5		14:10		0		0

				4		女子4		３５－Ｃ				2:47:09		横山　早苗				小笠原　知子				右城　有紀				4		1:22:27		松繁　美和				秋山　恵美				上村　有美				横山　奈那				3		1:24:42

								本山町C(女子）				0		5		35:09		4		20:22		4		26:56		0		0		5		28:08		3		23:48		3		20:01		2		12:45		0		0

				5		女子2		４－Ｃ				2:51:45		山内　幸子				長野　聖子				松岡　千左				5		1:23:24		小原　正子				上西　美穂				戸梶　里香				田所　千佳				5		1:28:21

								南国市C(女子）				0		4		33:56		3		20:18		5		29:10		0		0		3		27:31		5		26:32		5		20:41		4		13:37		0		0

				0		0		0				0:00:00		0				0				0				0		0:00:00		0				0				0				0				0		0:00:00

								0				0		0		00:00		0		00:00		0		00:00		0		0		0		00:00		0		00:00		0		00:00		0		00:00		0		0

				0		0		0				0:00:00		0				0				0				0		0:00:00		0				0				0				0				0		0:00:00

								0				0		0		00:00		0		00:00		0		00:00		0		0		0		00:00		0		00:00		0		00:00		0		00:00		0		0





女子

		

		ゼッケン				オープン		ゼッケン		前半 ゼンハン		後半 コウハン		総合 ソウゴウ								前半 ゼンハン				後半 コウハン				総合 ソウゴウ								1		2		3		4		5		6		7

		001E		女子1		0		１－Ｅ		1:09:06		1:13:34		2:22:40								1:09:06		1		1:13:34		1		2:22:40		1						0:30:59		0:15:44		0:22:23		0:23:16		0:21:19		0:17:25		0:11:34

		123E		女子5		0		１２３－Ｅ		1:12:59		1:21:01		2:34:00								1:12:59		2		1:21:01		2		2:34:00		2						0:30:23		0:15:55		0:26:41		0:27:01		0:23:31		0:17:26		0:13:03

		007E		女子3		0		７－Ｅ		1:19:20		1:27:45		2:47:05								1:19:20		3		1:27:45		4		2:47:05		3						0:30:41		0:23:06		0:25:33		0:27:44		0:25:15		0:20:36		0:14:10

		035C		女子4		0		３５－Ｃ		1:22:27		1:24:42		2:47:09								1:22:27		4		1:24:42		3		2:47:09		4						0:35:09		0:20:22		0:26:56		0:28:08		0:23:48		0:20:01		0:12:45

		004C		女子2		0		４－Ｃ		1:23:24		1:28:21		2:51:45								1:23:24		5		1:28:21		5		2:51:45		5						0:33:56		0:20:18		0:29:10		0:27:31		0:26:32		0:20:41		0:13:37

				0		0		0		0:00:00		0:00:00		0:00:00								0:00:00		0		0:00:00		0		0:00:00		0						0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

				0		0		0		0:00:00		0:00:00		0:00:00								0:00:00		0		0:00:00		0		0:00:00		0						0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00



女子順位

チーム順



Sheet2

		

		ゼッケン				オープン		ゼッケン		前半 ゼンハン		後半 コウハン		総合 ソウゴウ								前半 ゼンハン				後半 コウハン				総合 ソウゴウ								1		2		3		4		5		6		7

		001A		0		0		１－Ａ		0:51:07		0:56:01		1:47:08		？						0:51:07		1		0:56:01		1		1:47:08		1						0:21:14		0:12:29		0:17:24		0:18:22		0:15:51		0:12:56		0:08:52

		078B		0		0		７８－Ｂ		0:51:38		0:57:32		1:49:10		0:00:00						0:51:38		2		0:57:32		4		1:49:10		2						0:21:48		0:12:23		0:17:27		0:18:03		0:16:45		0:13:26		0:09:18

		116A		0		0		１１６－Ａ		0:52:22		0:57:33		1:49:55		0:00:00						0:52:22		3		0:57:33		5		1:49:55		3						0:21:47		0:12:27		0:18:08		0:18:31		0:16:46		0:13:41		0:08:35

		001B		0		0		１－Ｂ		0:54:20		0:56:36		1:50:56		0:00:00						0:54:20		7		0:56:36		2		1:50:56		4						0:22:33		0:13:34		0:18:13		0:18:59		0:16:00		0:12:28		0:09:09

		203A		0		0		２０３－Ａ		0:55:23		0:57:12		1:52:35		0:00:00						0:55:23		10		0:57:12		3		1:52:35		5						0:21:51		0:13:56		0:19:36		0:17:47		0:16:34		0:13:32		0:09:19

		122A		0		0		１２２－Ａ		0:52:37		1:00:15		1:52:52		0:00:00						0:52:37		4		1:00:15		9		1:52:52		6						0:20:14		0:13:20		0:19:03		0:19:19		0:17:33		0:14:06		0:09:17

		004A		0		0		４－Ａ		0:54:14		0:59:36		1:53:50		0:00:00						0:54:14		6		0:59:36		7		1:53:50		7						0:21:55		0:13:12		0:19:07		0:18:36		0:17:38		0:14:11		0:09:11

		067A		0		0		６７－Ａ		0:54:23		0:59:34		1:53:57		0:00:00						0:54:23		8		0:59:34		6		1:53:57		8						0:22:18		0:13:29		0:18:36		0:19:56		0:16:41		0:13:54		0:09:03

		124A		0		0		１２４－Ａ		0:53:58		1:00:11		1:54:09		0:00:00						0:53:58		5		1:00:11		8		1:54:09		9						0:21:03		0:13:46		0:19:09		0:19:44		0:17:48		0:13:24		0:09:15

		200A		0		0		２００－Ａ		0:54:34		1:03:06		1:57:40		0:00:00						0:54:34		9		1:03:06		13		1:57:40		10						0:23:23		0:13:51		0:17:20		0:21:14		0:17:03		0:14:50		0:09:59

		098A		0		0		９８－Ａ		0:57:25		1:00:38		1:58:03		0:00:00						0:57:25		14		1:00:38		10		1:58:03		11						0:24:01		0:12:57		0:20:27		0:18:55		0:17:04		0:14:54		0:09:45

		202A		0		0		２０２－Ａ		0:57:50		1:01:18		1:59:08		0:00:00						0:57:50		16		1:01:18		11		1:59:08		12						0:25:28		0:13:20		0:19:02		0:19:36		0:17:27		0:14:56		0:09:19

		035A		0		0		３５－Ａ		0:56:56		1:04:09		2:01:05		0:00:00						0:56:56		12		1:04:09		17		2:01:05		13						0:24:44		0:13:56		0:18:16		0:21:22		0:18:22		0:14:45		0:09:40

		123A		0		0		１２３－Ａ		0:57:13		1:04:07		2:01:20		0:00:00						0:57:13		13		1:04:07		16		2:01:20		14						0:23:21		0:13:42		0:20:10		0:20:57		0:18:26		0:14:46		0:09:58

		078A		0		0		７８－Ａ		0:57:48		1:04:02		2:01:50		0:00:00						0:57:48		15		1:04:02		15		2:01:50		15						0:23:13		0:15:31		0:19:04		0:20:35		0:18:34		0:14:51		0:10:02

		052A		0		0		５２－Ａ		0:56:30		1:06:58		2:03:28		0:00:00						0:56:30		11		1:06:58		23		2:03:28		16						0:24:57		0:14:29		0:17:04		0:23:08		0:18:42		0:15:10		0:09:58

		001C		0		0		１－Ｃ		1:02:19		1:02:04		2:04:23		0:00:00						1:02:19		21		1:02:04		12		2:04:23		17						0:26:01		0:15:13		0:21:05		0:19:47		0:18:32		0:14:12		0:09:33

		105A		0		0		１０５－Ａ		1:01:19		1:04:17		2:05:36		0:00:00						1:01:19		20		1:04:17		19		2:05:36		18						0:24:10		0:14:08		0:23:01		0:21:58		0:17:34		0:14:46		0:09:59

		009A		0		0		９－Ａ		0:59:59		1:06:47		2:06:46		0:00:00						0:59:59		19		1:06:47		22		2:06:46		19						0:21:53		0:16:04		0:22:02		0:17:21		0:24:11		0:15:14		0:10:01

		054A		0		0		５４－Ａ		0:59:39		1:07:38		2:07:17		0:00:00						0:59:39		18		1:07:38		27		2:07:17		20						0:24:33		0:14:11		0:20:55		0:21:05		0:20:46		0:15:33		0:10:14

		121A		0		0		１２１－Ａ		1:03:16		1:04:15		2:07:31		0:00:00						1:03:16		24		1:04:15		18		2:07:31		21						0:26:43		0:14:42		0:21:51		0:19:07		0:18:06		0:16:16		0:10:46

		018A		0		0		１８－Ａ		0:58:00		1:10:37		2:08:37		0:00:00						0:58:00		17		1:10:37		37		2:08:37		22						0:23:48		0:16:46		0:17:26		0:20:18		0:19:18		0:16:58		0:14:03

		122C		0		0		１２２－Ｃ		1:04:00		1:05:41		2:09:41		0:00:00						1:04:00		28		1:05:41		20		2:09:41		23						0:25:48		0:16:05		0:22:07		0:22:52		0:15:39		0:16:25		0:10:45

		123B		0		0		１２３－Ｂ		1:03:18		1:07:12		2:10:30		0:00:00						1:03:18		25		1:07:12		24		2:10:30		24						0:25:58		0:16:17		0:21:03		0:21:41		0:19:31		0:16:48		0:09:12

		007A		0		0		７－Ａ		1:06:47		1:03:58		2:10:45		0:00:00						1:06:47		40		1:03:58		14		2:10:45		25						0:27:09		0:16:21		0:23:17		0:17:27		0:20:59		0:15:11		0:10:21

		201A		0		0		２０１－Ａ		1:03:00		1:09:11		2:12:11		0:00:00						1:03:00		22		1:09:11		31		2:12:11		26						0:25:22		0:16:08		0:21:30		0:18:10		0:20:24		0:19:04		0:11:33

		007C		0		0		７－Ｃ		1:05:16		1:07:17		2:12:33		0:00:00						1:05:16		30		1:07:17		25		2:12:33		27						0:27:40		0:16:29		0:21:07		0:24:20		0:17:23		0:15:24		0:10:10

		124B		0		0		１２４－Ｂ		1:06:10		1:06:28		2:12:38		0:00:00						1:06:10		33		1:06:28		21		2:12:38		28						0:28:49		0:15:45		0:21:36		0:22:37		0:18:11		0:16:01		0:09:39

		100A		0		0		１００－Ａ		1:06:33		1:07:24		2:13:57		0:00:00						1:06:33		38		1:07:24		26		2:13:57		29						0:25:02		0:15:04		0:26:27		0:22:49		0:18:32		0:16:06		0:09:57

		004B		0		0		４－Ｂ		1:06:25		1:08:02		2:14:27		0:00:00						1:06:25		37		1:08:02		28		2:14:27		30						0:28:22		0:16:21		0:21:42		0:21:09		0:20:10		0:16:06		0:10:37

		120A		0		0		１２０－Ａ		1:06:34		1:08:52		2:15:26		0:00:00						1:06:34		39		1:08:52		30		2:15:26		31						0:28:32		0:17:18		0:20:44		0:22:15		0:18:59		0:15:15		0:12:23

		005A		0		0		５－Ａ		1:03:48		1:11:39		2:15:27		0:00:00						1:03:48		27		1:11:39		40		2:15:27		32						0:24:19		0:18:17		0:21:12		0:27:29		0:20:45		0:14:22		0:09:03

		062A		0		0		６２－Ａ		1:06:16		1:09:20		2:15:36		0:00:00						1:06:16		34		1:09:20		32		2:15:36		33						0:25:55		0:16:38		0:23:43		0:20:45		0:22:12		0:15:37		0:10:46

		501A		0		0		５０１－Ａ		1:03:14		1:12:24		2:15:38		0:00:00						1:03:14		23		1:12:24		43		2:15:38		34						0:27:36		0:14:19		0:21:19		0:20:58		0:20:05		0:20:42		0:10:39

		017A		0		0		１７－Ａ		1:06:18		1:09:56		2:16:14		0:00:00						1:06:18		35		1:09:56		35		2:16:14		35						0:27:10		0:15:43		0:23:25		0:20:40		0:19:54		0:18:55		0:10:27

		124C		0		0		１２４－Ｃ		1:08:28		1:08:05		2:16:33		0:00:00						1:08:28		44		1:08:05		29		2:16:33		36						0:28:27		0:17:35		0:22:26		0:20:05		0:21:27		0:16:58		0:09:35

		008A		0		0		８－Ａ		1:05:21		1:11:15		2:16:36		0:00:00						1:05:21		31		1:11:15		39		2:16:36		37						0:28:21		0:15:10		0:21:50		0:21:43		0:21:54		0:16:52		0:10:46

		002A		0		0		２－Ａ		1:07:12		1:10:31		2:17:43		0:00:00						1:07:12		41		1:10:31		36		2:17:43		38						0:26:31		0:16:59		0:23:42		0:21:16		0:20:17		0:17:09		0:11:49

		056A		0		0		５６－Ａ		1:03:46		1:14:40		2:18:26		0:00:00						1:03:46		26		1:14:40		47		2:18:26		39						0:24:29		0:16:33		0:22:44		0:24:41		0:21:40		0:16:38		0:11:41

		015A		0		0		１５－Ａ		1:07:47		1:11:50		2:19:37		0:00:00						1:07:47		42		1:11:50		41		2:19:37		40						0:29:10		0:14:54		0:23:43		0:22:54		0:18:50		0:17:21		0:12:45

		040A		0		0		４０－Ａ		1:10:07		1:09:47		2:19:54		0:00:00						1:10:07		48		1:09:47		33		2:19:54		41						0:30:31		0:17:44		0:21:52		0:22:45		0:20:02		0:17:09		0:09:51

		122D		0		0		１２２－Ｄ		1:10:08		1:09:51		2:19:59		0:00:00						1:10:08		49		1:09:51		34		2:19:59		42						0:30:54		0:16:42		0:22:32		0:22:00		0:23:11		0:15:02		0:09:38

		016A		0		0		１６－Ａ		1:10:22		1:12:05		2:22:27		0:00:00						1:10:22		50		1:12:05		42		2:22:27		43						0:28:16		0:19:06		0:23:00		0:20:48		0:21:07		0:17:54		0:12:16

		001E		女子1		0		１－Ｅ		1:09:06		1:13:34		2:22:40		0:00:00						1:09:06		45		1:13:34		46		2:22:40		44						0:30:59		0:15:44		0:22:23		0:23:16		0:21:19		0:17:25		0:11:34

		048A		0		0		４８－Ａ		1:09:53		1:13:00		2:22:53		0:00:00						1:09:53		47		1:13:00		45		2:22:53		45						0:29:58		0:16:11		0:23:44		0:21:31		0:18:59		0:21:20		0:11:10

		123D		0		0		１２３－Ｄ		1:05:36		1:17:54		2:23:30		0:00:00						1:05:36		32		1:17:54		53		2:23:30		46						0:27:47		0:15:52		0:21:57		0:25:02		0:20:24		0:20:01		0:12:27

		012A		0		0		１２－Ａ		1:11:26		1:12:25		2:23:51		0:00:00						1:11:26		55		1:12:25		44		2:23:51		47						0:27:23		0:17:36		0:26:27		0:23:36		0:19:32		0:18:13		0:11:04

		063A		0		0		６３－Ａ		1:13:12		1:11:08		2:24:20		0:00:00						1:13:12		59		1:11:08		38		2:24:20		48						0:28:42		0:19:25		0:25:05		0:23:59		0:20:22		0:15:56		0:10:51

		013A		0		0		１３－Ａ		1:08:06		1:17:23		2:25:29		0:00:00						1:08:06		43		1:17:23		52		2:25:29		49						0:28:38		0:17:25		0:22:03		0:26:42		0:22:01		0:17:51		0:10:49

		122B		0		0		１２２－Ｂ		1:10:40		1:16:28		2:27:08		0:00:00						1:10:40		53		1:16:28		50		2:27:08		50						0:29:03		0:16:49		0:24:48		0:24:33		0:22:28		0:17:43		0:11:44

		006A		0		0		６－Ａ		1:04:58		1:22:29		2:27:27		0:00:00						1:04:58		29		1:22:29		63		2:27:27		51						0:26:52		0:17:02		0:21:04		0:25:52		0:22:18		0:20:01		0:14:18

		044A		0		0		４４－Ａ		1:10:31		1:18:41		2:29:12		0:00:00						1:10:31		52		1:18:41		57		2:29:12		52						0:24:41		0:21:39		0:24:11		0:25:29		0:22:34		0:18:29		0:12:09

		003A		0		0		３－Ａ		1:12:25		1:18:06		2:30:31		0:00:00						1:12:25		56		1:18:06		56		2:30:31		53						0:32:13		0:17:24		0:22:48		0:23:15		0:25:20		0:18:15		0:11:16

		092A		0		0		９２－Ａ		1:09:20		1:21:33		2:30:53		0:00:00						1:09:20		46		1:21:33		61		2:30:53		54						0:27:54		0:16:50		0:24:36		0:28:47		0:22:30		0:19:43		0:10:33

		059A		0		0		５９－Ａ		1:14:41		1:17:08		2:31:49		0:00:00						1:14:41		60		1:17:08		51		2:31:49		55						0:32:13		0:17:12		0:25:16		0:26:01		0:22:54		0:16:22		0:11:51

		071A		0		0		７１－Ａ		1:11:11		1:21:44		2:32:55		0:00:00						1:11:11		54		1:21:44		62		2:32:55		56						0:27:44		0:16:54		0:26:33		0:24:07		0:25:02		0:17:22		0:15:13

		007B		0		0		７－Ｂ		1:17:43		1:15:42		2:33:25		0:00:00						1:17:43		65		1:15:42		48		2:33:25		57						0:29:36		0:17:50		0:30:17		0:25:17		0:21:20		0:17:28		0:11:37

		123E		女子5		0		１２３－Ｅ		1:12:59		1:21:01		2:34:00		0:00:00						1:12:59		58		1:21:01		60		2:34:00		58						0:30:23		0:15:55		0:26:41		0:27:01		0:23:31		0:17:26		0:13:03

		038A		0		0		３８－Ａ		1:18:02		1:16:14		2:34:16		0:00:00						1:18:02		66		1:16:14		49		2:34:16		59						0:31:45		0:17:35		0:28:42		0:23:43		0:19:20		0:20:17		0:12:54

		007D		0		0		７－Ｄ		1:16:16		1:18:03		2:34:19		0:00:00						1:16:16		63		1:18:03		55		2:34:19		60						0:34:11		0:17:52		0:24:13		0:26:51		0:21:50		0:18:02		0:11:20

		123C		0		0		１２３－Ｃ		1:10:28		1:24:12		2:34:40		0:00:00						1:10:28		51		1:24:12		65		2:34:40		61						0:29:28		0:17:18		0:23:42		0:29:27		0:24:53		0:17:11		0:12:41

		009B		0		0		９－Ｂ		1:15:03		1:20:59		2:36:02		0:00:00						1:15:03		61		1:20:59		59		2:36:02		62						0:32:46		0:14:51		0:27:26		0:24:52		0:24:34		0:18:49		0:12:44

		048C		0		0		４８－Ｃ		1:06:22		1:29:41		2:36:03		0:00:00						1:06:22		36		1:29:41		73		2:36:03		63						0:24:09		0:17:17		0:24:56		0:28:31		0:28:22		0:20:54		0:11:54

		124D		0		0		１２４－Ｄ		1:15:57		1:20:12		2:36:09		0:00:00						1:15:57		62		1:20:12		58		2:36:09		64						0:32:04		0:18:57		0:24:56		0:26:44		0:22:18		0:19:38		0:11:32

		121B		0		0		１２１－Ｂ		1:19:54		1:17:59		2:37:53		0:00:00						1:19:54		70		1:17:59		54		2:37:53		65						0:32:50		0:19:37		0:27:27		0:23:47		0:23:53		0:18:09		0:12:10

		006B		0		0		６－Ｂ		1:12:42		1:26:37		2:39:19		0:00:00						1:12:42		57		1:26:37		68		2:39:19		66						0:30:53		0:15:48		0:26:01		0:23:40		0:22:28		0:24:14		0:16:15

		005B		0		0		５－Ｂ		1:22:13		1:22:29		2:44:42		0:00:00						1:22:13		71		1:22:29		63		2:44:42		67						0:33:11		0:19:15		0:29:47		0:25:15		0:23:20		0:22:37		0:11:17

		008C		0		0		８－Ｃ		1:18:37		1:26:25		2:45:02		0:00:00						1:18:37		68		1:26:25		67		2:45:02		68						0:34:07		0:20:27		0:24:03		0:26:28		0:25:27		0:21:03		0:13:27

		048B		0		0		４８－Ｂ		1:16:38		1:29:13		2:45:51		0:00:00						1:16:38		64		1:29:13		72		2:45:51		69						0:32:27		0:19:41		0:24:30		0:25:17		0:26:16		0:22:01		0:15:39

		008B		0		0		８－Ｂ		1:18:20		1:27:35		2:45:55		0:00:00						1:18:20		67		1:27:35		69		2:45:55		70						0:34:07		0:17:30		0:26:43		0:24:17		0:25:56		0:25:00		0:12:22

		007E		女子3		0		７－Ｅ		1:19:20		1:27:45		2:47:05		0:00:00						1:19:20		69		1:27:45		70		2:47:05		71						0:30:41		0:23:06		0:25:33		0:27:44		0:25:15		0:20:36		0:14:10

		035C		女子4		0		３５－Ｃ		1:22:27		1:24:42		2:47:09		0:00:00						1:22:27		72		1:24:42		66		2:47:09		72						0:35:09		0:20:22		0:26:56		0:28:08		0:23:48		0:20:01		0:12:45

		004C		女子2		0		４－Ｃ		1:23:24		1:28:21		2:51:45		0:00:00						1:23:24		73		1:28:21		71		2:51:45		73						0:33:56		0:20:18		0:29:10		0:27:31		0:26:32		0:20:41		0:13:37

		001D		0		ｵｰﾌﾟﾝ		１－Ｄ		1:05:14		1:18:54		2:24:08		？						0:00:00		-		0:00:00		-		0:00:00		-						0:27:44		0:14:52		0:22:38		0:27:15		0:22:28		0:17:18		0:11:53

		054B		0		ｵｰﾌﾟﾝ		５４－Ｂ		1:10:24		1:15:22		2:25:46		0:00:00						0:00:00		-		0:00:00		-		0:00:00		-						0:28:40		0:17:38		0:24:06		0:24:00		0:22:52		0:16:24		0:12:06

		035B		0		ｵｰﾌﾟﾝ		３５－Ｂ		1:11:45		1:14:22		2:26:07		0:00:00						0:00:00		-		0:00:00		-		0:00:00		-						0:29:17		0:18:56		0:23:32		0:24:30		0:19:42		0:16:42		0:13:28

		997		0		無		0		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00						0:00:00		-		0:00:00		-		0:00:00		-						0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

		998		0		無		0		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00						0:00:00		-		0:00:00		-		0:00:00		-						0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

		999		0		無		0		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00						0:00:00		-		0:00:00		-		0:00:00		-						0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

		999		0		無		0		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00						0:00:00		-		0:00:00		-		0:00:00		-						0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

		999		0		無		0		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00						0:00:00		-		0:00:00		-		0:00:00		-						0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

		999		0		無		0		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00						0:00:00		-		0:00:00		-		0:00:00		-						0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

		999		0		無		0		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00						0:00:00		-		0:00:00		-		0:00:00		-						0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

		999		0		無		0		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00						0:00:00		-		0:00:00		-		0:00:00		-						0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

		999		0		無		0		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00						0:00:00		-		0:00:00		-		0:00:00		-						0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

		999		0		無		0		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00						0:00:00		-		0:00:00		-		0:00:00		-						0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

		999		0		無		0		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00						0:00:00		-		0:00:00		-		0:00:00		-						0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

		999		0		無		0		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00						0:00:00		-		0:00:00		-		0:00:00		-						0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

		999		0		無		0		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00						0:00:00		-		0:00:00		-		0:00:00		-						0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

		999		0		無		0		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00						0:00:00		-		0:00:00		-		0:00:00		-						0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

		999		0		無		0		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00						0:00:00		-		0:00:00		-		0:00:00		-						0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

		999		0		無		0

		999		0		無		0

		999		0		無		0



成績順ソート

チーム順

前半

後半

総合



1区

						チーム名 ナ				ゼッケン		タイム		時 ジ		分 フン		秒 ビョウ

				1		香美市A		122A		122a		20:14				20		14		0:20:14

				2		黒潮町A		124A		124a		21:03				21		3		0:21:03		0

				3		高知市A		001A		1a		21:14				21		14		0:21:14		0

				4		中芸消防A		116A		116a		21:47				21		47		0:21:47		0

				5		高幡消防四万十B		078B		78b		21:48				21		48		0:21:48		0

				6		香美市消防A		203A		203a		21:51				21		51		0:21:51		0

				7		土佐清水市A		009A		9a		21:53				21		53		0:21:53		0

				8		南国市A		004A		4a		21:55				21		55		0:21:55		0

				9		高吾北広域A		067A		67a		22:18				22		18		0:22:18		0

				10		高知市B		001B		1b		22:33				22		33		0:22:33		0

				11		高幡消防須崎A		078A		78a		23:13				23		13		0:23:13		0

				12		四万十町A		123A		123a		23:21				23		21		0:23:21		0

				13		安芸市消防A		200A		200a		23:23				23		23		0:23:23		0

				14		芸西村A		018A		18a		23:48				23		48		0:23:48		0

				15		仁淀消防A		098A		98a		24:01				24		1		0:24:01		0

				16		いの町C		048C		48c		24:09				24		9		0:24:09		0

				17		幡多西部消防A		105A		105a		24:10				24		10		0:24:10		0

				18		須崎市A		005A		5a		24:19				24		19		0:24:19		0

				19		中土佐町A		056A		56a		24:29				24		29		0:24:29		0

				20		佐川町A		054A		54a		24:33				24		33		0:24:33		0

				21		土佐町A		044A		44a		24:41				24		41		0:24:41		0

				22		本山町A		035A		35a		24:44				24		44		0:24:44		0

				23		春野町A		052A		52a		24:57				24		57		0:24:57		0

				24		幡多中央消防A		100A		100a		25:02				25		2		0:25:02		0

				25		土佐清水市消防A		201A		201a		25:22				25		22		0:25:22		0

				26		香南市消防A		202A		202a		25:28				25		28		0:25:28		0

				27		香美市C		122C		122c		25:48				25		48		0:25:48		0

				28		日高村A		062A		62a		25:55				25		55		0:25:55		0

				29		四万十町B		123B		123b		25:58				25		58		0:25:58		0

				30		高知市C		001C		1c		26:01				26		1		0:26:01		0

				31		安芸市A		002A		2a		26:31				26		31		0:26:31		0

				32		香南市A		121A		121a		26:43				26		43		0:26:43		0

				33		土佐市A		006A		6a		26:52				26		52		0:26:52		0

				34		四万十市A		007A		7a		27:09				27		9		0:27:09		0

				35		馬路村A		017A		17a		27:10				27		10		0:27:10		0

				36		東洋町A		012A		12a		27:23				27		23		0:27:23		0

				37		国保連合会A		501A		501a		27:36				27		36		0:27:36		0

				38		四万十市C		007C		7c		27:40				27		40		0:27:40		0

				39		大月町A		071A		71a		27:44				27		44		0:27:44		0

				40		高知市D（オープン）		001D		1d		27:44				27		44		同タイム		0

				41		四万十町D		123D		123d		27:47				27		47		0:27:47		0

				42		土佐市民病院A		092A		92a		27:54				27		54		0:27:54		0

				43		北川村A		016A		16a		28:16				28		16		0:28:16		0

				44		宿毛市A		008A		8a		28:21				28		21		0:28:21		0

				45		南国市B		004B		4b		28:22				28		22		0:28:22		0

				46		黒潮町C		124C		124c		28:27				28		27		0:28:27		0

				47		仁淀川町A		120A		120a		28:32				28		32		0:28:32		0

				48		奈半利町A		013A		13a		28:38				28		38		0:28:38		0

				49		佐川町B(オープン）		054B		54b		28:40				28		40		0:28:40		0

				50		津野町A		063A		63a		28:42				28		42		0:28:42		0

				51		黒潮町B		124B		124b		28:49				28		49		0:28:49		0

				52		香美市B		122B		122b		29:03				29		3		0:29:03		0

				53		安田町A		015A		15a		29:10				29		10		0:29:10		0

				54		本山町B（オープン）		035B		35b		29:17				29		17		0:29:17		0

				55		四万十町C		123C		123c		29:28				29		28		0:29:28		0

				56		四万十市B		007B		7b		29:36				29		36		0:29:36		0

				57		いの町A		048A		48a		29:58				29		58		0:29:58		0

				58		四万十町E(女子）		123E		123e		30:23				30		23		0:30:23		0

				59		嶺北広域A		040A		40a		30:31				30		31		0:30:31		0

				60		四万十市E(女子）		007E		7e		30:41				30		41		0:30:41		0

				61		土佐市B		006B		6b		30:53				30		53		0:30:53		0

				62		香美市D		122D		122d		30:54				30		54		0:30:54		0

				63		高知市E(女子）		001E		1e		30:59				30		59		0:30:59		0

				64		大豊町A		038A		38a		31:45				31		45		0:31:45		0

				65		黒潮町D		124D		124d		32:04				32		4		0:32:04		0

				66		梼原町A		059A		59a		32:13				32		13		0:32:13		0

				67		室戸市A		003A		3a		32:13				32		13		同タイム		0

				68		いの町B		048B		48b		32:27				32		27		0:32:27		0

				69		土佐清水市B		009B		9b		32:46				32		46		0:32:46		0

				70		香南市B		121B		121b		32:50				32		50		0:32:50		0

				71		須崎市B		005B		5b		33:11				33		11		0:33:11		0

				72		南国市C(女子）		004C		4c		33:56				33		56		0:33:56		0

				73		宿毛市B		008B		8b		34:07				34		7		0:34:07		0

				74		宿毛市C		008C		8c		34:07				34		7		同タイム		0

				75		四万十市D		007D		7d		34:11				34		11		0:34:11		0

				76		本山町C(女子）		035C		35c		35:09				35		9		0:35:09		0

				77		0		0				00:00								再確認		0

				78		0		0				00:00								同タイム		0

				79		0		0				00:00								同タイム		0

				80		0		0				00:00								同タイム		0

				81		0		0				00:00								同タイム		0

				82		0		0				00:00								同タイム		0

				83		0		0				00:00								同タイム		0

				84		0		0				00:00								同タイム		0

				85		0		0				00:00								同タイム		0

				86		0		0				00:00								同タイム		0

				87		0		0				00:00								同タイム		0

				88		0		0				00:00								同タイム		0

				89		0		0				00:00								同タイム		0

				90		0		0				00:00								同タイム		0

				91		0		0				00:00								同タイム		0

				92		0		0				00:00								同タイム		0

				93		0		0				00:00								同タイム		0

				94		0		0				00:00								同タイム		0

				95		0		0				00:00								同タイム		0

				96		0		0				00:00								同タイム		0

				97		0		0				00:00								同タイム		0

				98		0		0				00:00								同タイム		0

				99		0		0				00:00								同タイム		0



&L&22１区

チェック印刷

印刷

&L&22１区



２区

						チーム名 ナ				ゼッケン		タイム		時 ジ		分 フン		秒 ビョウ

				1		香美市A		122A		122a		33:34				33		34		0:33:34

				2		高知市A		001A		1a		33:43				33		43		0:33:43		0

				3		高幡消防四万十B		078B		78b		34:11				34		11		0:34:11		0

				4		中芸消防A		116A		116a		34:14				34		14		0:34:14		0

				5		黒潮町A		124A		124a		34:49				34		49		0:34:49		0

				6		南国市A		004A		4a		35:07				35		7		0:35:07		0

				7		香美市消防A		203A		203a		35:47				35		47		0:35:47		0

				8		高吾北広域A		067A		67a		35:47				35		47		同タイム		0

				9		高知市B		001B		1b		36:07				36		7		0:36:07		0

				10		仁淀消防A		098A		98a		36:58				36		58		0:36:58		0

				11		四万十町A		123A		123a		37:03				37		3		0:37:03		0

				12		安芸市消防A		200A		200a		37:14				37		14		0:37:14		0

				13		土佐清水市A		009A		9a		37:57				37		57		0:37:57		0

				14		幡多西部消防A		105A		105a		38:18				38		18		0:38:18		0

				15		本山町A		035A		35a		38:40				38		40		0:38:40		0

				16		高幡消防須崎A		078A		78a		38:44				38		44		0:38:44		0

				17		佐川町A		054A		54a		38:44				38		44		同タイム		0

				18		香南市消防A		202A		202a		38:48				38		48		0:38:48		0

				19		春野町A		052A		52a		39:26				39		26		0:39:26		0

				20		幡多中央消防A		100A		100a		40:06				40		6		0:40:06		0

				21		芸西村A		018A		18a		40:34				40		34		0:40:34		0

				22		中土佐町A		056A		56a		41:02				41		2		0:41:02		0

				23		高知市C		001C		1c		41:14				41		14		0:41:14		0

				24		香南市A		121A		121a		41:25				41		25		0:41:25		0

				25		いの町C		048C		48c		41:26				41		26		0:41:26		0

				26		土佐清水市消防A		201A		201a		41:30				41		30		0:41:30		0

				27		香美市C		122C		122c		41:53				41		53		0:41:53		0

				28		国保連合会A		501A		501a		41:55				41		55		0:41:55		0

				29		四万十町B		123B		123b		42:15				42		15		0:42:15		0

				30		日高村A		062A		62a		42:33				42		33		0:42:33		0

				31		高知市D（オープン）		001D		1d		42:36				42		36		0:42:36		0

				32		須崎市A		005A		5a		42:36				42		36		同タイム		0

				33		馬路村A		017A		17a		42:53				42		53		0:42:53		0

				34		安芸市A		002A		2a		43:30				43		30		0:43:30		0

				35		四万十市A		007A		7a		43:30				43		30		同タイム		0

				36		宿毛市A		008A		8a		43:31				43		31		0:43:31		0

				37		四万十町D		123D		123d		43:39				43		39		0:43:39		0

				38		土佐市A		006A		6a		43:54				43		54		0:43:54		0

				39		安田町A		015A		15a		44:04				44		4		0:44:04		0

				40		四万十市C		007C		7c		44:09				44		9		0:44:09		0

				41		黒潮町B		124B		124b		44:34				44		34		0:44:34		0

				42		大月町A		071A		71a		44:38				44		38		0:44:38		0

				43		南国市B		004B		4b		44:43				44		43		0:44:43		0

				44		土佐市民病院A		092A		92a		44:44				44		44		0:44:44		0

				45		東洋町A		012A		12a		44:59				44		59		0:44:59		0

				46		仁淀川町A		120A		120a		45:50				45		50		0:45:50		0

				47		香美市B		122B		122b		45:52				45		52		0:45:52		0

				48		黒潮町C		124C		124c		46:02				46		2		0:46:02		0

				49		奈半利町A		013A		13a		46:03				46		3		0:46:03		0

				50		いの町A		048A		48a		46:09				46		9		0:46:09		0

				51		四万十町E(女子）		123E		123e		46:18				46		18		0:46:18		0

				52		佐川町B(オープン）		054B		54b		46:18				46		18		同タイム		0

				53		土佐町A		044A		44a		46:20				46		20		0:46:20		0

				54		土佐市B		006B		6b		46:41				46		41		0:46:41		0

				55		高知市E(女子）		001E		1e		46:43				46		43		0:46:43		0

				56		四万十町C		123C		123c		46:46				46		46		0:46:46		0

				57		北川村A		016A		16a		47:22				47		22		0:47:22		0

				58		四万十市B		007B		7b		47:26				47		26		0:47:26		0

				59		香美市D		122D		122d		47:36				47		36		0:47:36		0

				60		土佐清水市B		009B		9b		47:37				47		37		0:47:37		0

				61		津野町A		063A		63a		48:07				48		7		0:48:07		0

				62		本山町B（オープン）		035B		35b		48:13				48		13		0:48:13		0

				63		嶺北広域A		040A		40a		48:15				48		15		0:48:15		0

				64		大豊町A		038A		38a		49:20				49		20		0:49:20		0

				65		梼原町A		059A		59a		49:25				49		25		0:49:25		0

				66		室戸市A		003A		3a		49:37				49		37		0:49:37		0

				67		黒潮町D		124D		124d		51:01				51		1		0:51:01		0

				68		宿毛市B		008B		8b		51:37				51		37		0:51:37		0

				69		四万十市D		007D		7d		52:03				52		3		0:52:03		0

				70		いの町B		048B		48b		52:08				52		8		0:52:08		0

				71		須崎市B		005B		5b		52:26				52		26		0:52:26		0

				72		香南市B		121B		121b		52:27				52		27		0:52:27		0

				73		四万十市E(女子）		007E		7e		53:47				53		47		0:53:47		0

				74		南国市C(女子）		004C		4c		54:14				54		14		0:54:14		0

				75		宿毛市C		008C		8c		54:34				54		34		0:54:34		0

				76		本山町C(女子）		035C		35c		55:31				55		31		0:55:31		0

				77		0		0				00:00								再確認		0

				78		0		0				00:00								同タイム		0

				79		0		0				0:00:00								同タイム		0

				80		0		0				0:00:00								同タイム		0

				81		0		0				0:00:00								同タイム		0

				82		0		0				0:00:00								同タイム		0

				83		0		0				0:00:00								同タイム		0

				84		0		0				0:00:00								同タイム		0

				85		0		0				0:00:00								同タイム		0

				86		0		0				0:00:00								同タイム		0

				87		0		0				0:00:00								同タイム		0

				88		0		0				0:00:00								同タイム		0

				89		0		0				0:00:00								同タイム		0

				90		0		0				0:00:00								同タイム		0

				91		0		0				0:00:00								同タイム		0

				92		0		0				0:00:00								同タイム		0

				93		0		0				0:00:00								同タイム		0

				94		0		0				0:00:00								同タイム		0

				95		0		0				0:00:00								同タイム		0

				96		0		0				0:00:00								同タイム		0

				97		0		0				0:00:00								同タイム		0

				98		0		0				0:00:00								同タイム		0

				99		0		0				0:00:00								同タイム		0



&L&22２区

チェック印刷

印刷

&L&22２区



３区

						チーム名 ナ				ゼッケン		タイム		時 ジ		分 フン		秒 ビョウ

				1		高知市A		001A		1a		0:51:07				51		7		0:51:07

				2		高幡消防四万十B		078B		78b		0:51:38				51		38		0:51:38		0

				3		中芸消防A		116A		116a		0:52:22				52		22		0:52:22		0

				4		香美市A		122A		122a		0:52:37				52		37		0:52:37		0

				5		黒潮町A		124A		124a		0:53:58				53		58		0:53:58		0

				6		南国市A		004A		4a		0:54:14				54		14		0:54:14		0

				7		高知市B		001B		1b		0:54:20				54		20		0:54:20		0

				8		高吾北広域A		067A		67a		0:54:23				54		23		0:54:23		0

				9		安芸市消防A		200A		200a		0:54:34				54		34		0:54:34		0

				10		香美市消防A		203A		203a		0:55:23				55		23		0:55:23		0

				11		春野町A		052A		52a		0:56:30				56		30		0:56:30		0

				12		本山町A		035A		35a		0:56:56				56		56		0:56:56		0

				13		四万十町A		123A		123a		0:57:13				57		13		0:57:13		0

				14		仁淀消防A		098A		98a		0:57:25				57		25		0:57:25		0

				15		高幡消防須崎A		078A		78a		0:57:48				57		48		0:57:48		0

				16		香南市消防A		202A		202a		0:57:50				57		50		0:57:50		0

				17		芸西村A		018A		18a		0:58:00				58		0		0:58:00		0

				18		佐川町A		054A		54a		0:59:39				59		39		0:59:39		0

				19		土佐清水市A		009A		9a		0:59:59				59		59		0:59:59		0

				20		幡多西部消防A		105A		105a		1:01:19		1		1		19		1:01:19		0

				21		高知市C		001C		1c		1:02:19		1		2		19		1:02:19		0

				22		土佐清水市消防A		201A		201a		1:03:00		1		3		0		1:03:00		0

				23		国保連合会A		501A		501a		1:03:14		1		3		14		1:03:14		0

				24		香南市A		121A		121a		1:03:16		1		3		16		1:03:16		0

				25		四万十町B		123B		123b		1:03:18		1		3		18		1:03:18		0

				26		中土佐町A		056A		56a		1:03:46		1		3		46		1:03:46		0

				27		須崎市A		005A		5a		1:03:48		1		3		48		1:03:48		0

				28		香美市C		122C		122c		1:04:00		1		4		0		1:04:00		0

				29		土佐市A		006A		6a		1:04:58		1		4		58		1:04:58		0

				30		高知市D（オープン）		001D		1d		1:05:14		1		5		14		1:05:14		0

				31		四万十市C		007C		7c		1:05:16		1		5		16		1:05:16		0

				32		宿毛市A		008A		8a		1:05:21		1		5		21		1:05:21		0

				33		四万十町D		123D		123d		1:05:36		1		5		36		1:05:36		0

				34		黒潮町B		124B		124b		1:06:10		1		6		10		1:06:10		0

				35		日高村A		062A		62a		1:06:16		1		6		16		1:06:16		0

				36		馬路村A		017A		17a		1:06:18		1		6		18		1:06:18		0

				37		いの町C		048C		48c		1:06:22		1		6		22		1:06:22		0

				38		南国市B		004B		4b		1:06:25		1		6		25		1:06:25		0

				39		幡多中央消防A		100A		100a		1:06:33		1		6		33		1:06:33		0

				40		仁淀川町A		120A		120a		1:06:34		1		6		34		1:06:34		0

				41		四万十市A		007A		7a		1:06:47		1		6		47		1:06:47		0

				42		安芸市A		002A		2a		1:07:12		1		7		12		1:07:12		0

				43		安田町A		015A		15a		1:07:47		1		7		47		1:07:47		0

				44		奈半利町A		013A		13a		1:08:06		1		8		6		1:08:06		0

				45		黒潮町C		124C		124c		1:08:28		1		8		28		1:08:28		0

				46		高知市E(女子）		001E		1e		1:09:06		1		9		6		1:09:06		0

				47		土佐市民病院A		092A		92a		1:09:20		1		9		20		1:09:20		0

				48		いの町A		048A		48a		1:09:53		1		9		53		1:09:53		0

				49		嶺北広域A		040A		40a		1:10:07		1		10		7		1:10:07		0

				50		香美市D		122D		122d		1:10:08		1		10		8		1:10:08		0

				51		北川村A		016A		16a		1:10:22		1		10		22		1:10:22		0

				52		佐川町B(オープン）		054B		54b		1:10:24		1		10		24		1:10:24		0

				53		四万十町C		123C		123c		1:10:28		1		10		28		1:10:28		0

				54		土佐町A		044A		44a		1:10:31		1		10		31		1:10:31		0

				55		香美市B		122B		122b		1:10:40		1		10		40		1:10:40		0

				56		大月町A		071A		71a		1:11:11		1		11		11		1:11:11		0

				57		東洋町A		012A		12a		1:11:26		1		11		26		1:11:26		0

				58		本山町B（オープン）		035B		35b		1:11:45		1		11		45		1:11:45		0

				59		室戸市A		003A		3a		1:12:25		1		12		25		1:12:25		0

				60		土佐市B		006B		6b		1:12:42		1		12		42		1:12:42		0

				61		四万十町E(女子）		123E		123e		1:12:59		1		12		59		1:12:59		0

				62		津野町A		063A		63a		1:13:12		1		13		12		1:13:12		0

				63		梼原町A		059A		59a		1:14:41		1		14		41		1:14:41		0

				64		土佐清水市B		009B		9b		1:15:03		1		15		3		1:15:03		0

				65		黒潮町D		124D		124d		1:15:57		1		15		57		1:15:57		0

				66		四万十市D		007D		7d		1:16:16		1		16		16		1:16:16		0

				67		いの町B		048B		48b		1:16:38		1		16		38		1:16:38		0

				68		四万十市B		007B		7b		1:17:43		1		17		43		1:17:43		0

				69		大豊町A		038A		38a		1:18:02		1		18		2		1:18:02		0

				70		宿毛市B		008B		8b		1:18:20		1		18		20		1:18:20		0

				71		宿毛市C		008C		8c		1:18:37		1		18		37		1:18:37		0

				72		四万十市E(女子）		007E		7e		1:19:20		1		19		20		1:19:20		0

				73		香南市B		121B		121b		1:19:54		1		19		54		1:19:54		0

				74		須崎市B		005B		5b		1:22:13		1		22		13		1:22:13		0

				75		本山町C(女子）		035C		35c		1:22:27		1		22		27		1:22:27		0

				76		南国市C(女子）		004C		4c		1:23:24		1		23		24		1:23:24		0

				77		0		0				0:00:00								再確認		0

				78		0		0				0:00:00								同タイム		0

				79		0		0				0:00:00								同タイム		0

				80		0		0				0:00:00								同タイム		0

				81		0		0				0:00:00								同タイム		0

				82		0		0				0:00:00								同タイム		0

				83		0		0				0:00:00								同タイム		0

				84		0		0				0:00:00								同タイム		0

				85		0		0				0:00:00								同タイム		0

				86		0		0				0:00:00								同タイム		0

				87		0		0				0:00:00								同タイム		0

				88		0		0				0:00:00								同タイム		0

				89		0		0				0:00:00								同タイム		0

				90		0		0				0:00:00								同タイム		0

				91		0		0				0:00:00								同タイム		0

				92		0		0				0:00:00								同タイム		0

				93		0		0				0:00:00								同タイム		0

				94		0		0				0:00:00								同タイム		0

				95		0		0				0:00:00								同タイム		0

				96		0		0				0:00:00								同タイム		0

				97		0		0				0:00:00								同タイム		0

				98		0		0				0:00:00								同タイム		0

				99		0		0				0:00:00								同タイム		0
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チェック印刷
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						チーム名 ナ				ゼッケン		タイム		時 ジ		分 フン		秒 ビョウ

				1		土佐清水市A		009A		9a		17:21				17		21		0:17:21

				2		四万十市A		007A		7a		17:27				17		27		0:17:27		0

				3		香美市消防A		203A		203a		17:47				17		47		0:17:47		0

				4		高幡消防四万十B		078B		78b		18:03				18		3		0:18:03		0

				5		土佐清水市消防A		201A		201a		18:10				18		10		0:18:10		0

				6		高知市A		001A		1a		18:22				18		22		0:18:22		0

				7		中芸消防A		116A		116a		18:31				18		31		0:18:31		0

				8		南国市A		004A		4a		18:36				18		36		0:18:36		0

				9		仁淀消防A		098A		98a		18:55				18		55		0:18:55		0

				10		高知市B		001B		1b		18:59				18		59		0:18:59		0

				11		香南市A		121A		121a		19:07				19		7		0:19:07		0

				12		香美市A		122A		122a		19:19				19		19		0:19:19		0

				13		香南市消防A		202A		202a		19:36				19		36		0:19:36		0

				14		黒潮町A		124A		124a		19:44				19		44		0:19:44		0

				15		高知市C		001C		1c		19:47				19		47		0:19:47		0

				16		高吾北広域A		067A		67a		19:56				19		56		0:19:56		0

				17		黒潮町C		124C		124c		20:05				20		5		0:20:05		0

				18		芸西村A		018A		18a		20:18				20		18		0:20:18		0

				19		高幡消防須崎A		078A		78a		20:35				20		35		0:20:35		0

				20		馬路村A		017A		17a		20:40				20		40		0:20:40		0

				21		日高村A		062A		62a		20:45				20		45		0:20:45		0

				22		北川村A		016A		16a		20:48				20		48		0:20:48		0

				23		四万十町A		123A		123a		20:57				20		57		0:20:57		0

				24		国保連合会A		501A		501a		20:58				20		58		0:20:58		0

				25		佐川町A		054A		54a		21:05				21		5		0:21:05		0

				26		南国市B		004B		4b		21:09				21		9		0:21:09		0

				27		安芸市消防A		200A		200a		21:14				21		14		0:21:14		0

				28		安芸市A		002A		2a		21:16				21		16		0:21:16		0

				29		本山町A		035A		35a		21:22				21		22		0:21:22		0

				30		いの町A		048A		48a		21:31				21		31		0:21:31		0

				31		四万十町B		123B		123b		21:41				21		41		0:21:41		0

				32		宿毛市A		008A		8a		21:43				21		43		0:21:43		0

				33		幡多西部消防A		105A		105a		21:58				21		58		0:21:58		0

				34		香美市D		122D		122d		22:00				22		0		0:22:00		0

				35		仁淀川町A		120A		120A		22:15				22		15		0:22:15		0

				36		黒潮町B		124B		124B		22:37				22		37		0:22:37		0

				37		嶺北広域A		040A		40A		22:45				22		45		0:22:45		0

				38		幡多中央消防A		100A		100A		22:49				22		49		0:22:49		0

				39		香美市C		122C		122C		22:52				22		52		0:22:52		0

				40		安田町A		015A		15A		22:54				22		54		0:22:54		0

				41		春野町A		052A		52A		23:08				23		8		0:23:08		0

				42		室戸市A		003A		3A		23:15				23		15		0:23:15		0

				43		高知市E(女子）		001E		1E		23:16				23		16		0:23:16		0

				44		東洋町A		012A		12A		23:36				23		36		0:23:36		0

				45		土佐市B		006B		6B		23:40				23		40		0:23:40		0

				46		大豊町A		038A		38A		23:43				23		43		0:23:43		0

				47		香南市B		121B		121B		23:47				23		47		0:23:47		0

				48		津野町A		063A		63A		23:59				23		59		0:23:59		0

				49		佐川町B(オープン）		054B		54B		24:00				24		0		0:24:00		0

				50		大月町A		071A		71A		24:07				24		7		0:24:07		0

				51		宿毛市B		008B		8B		24:17				24		17		0:24:17		0

				52		四万十市C		007C		7C		24:20				24		20		0:24:20		0

				53		本山町B（オープン）		035B		35B		24:30				24		30		0:24:30		0

				54		香美市B		122B		122B		24:33				24		33		0:24:33		0

				55		中土佐町A		056A		56A		24:41				24		41		0:24:41		0

				56		土佐清水市B		009B		9B		24:52				24		52		0:24:52		0

				57		四万十町D		123D		123D		25:02				25		2		0:25:02		0

				58		須崎市B		005B		5B		25:15				25		15		0:25:15		0

				59		四万十市B		007B		7B		25:17				25		17		0:25:17		0

				60		いの町B		048B		48B		25:17				25		17		同タイム		0

				61		土佐町A		044A		44A		25:29				25		29		0:25:29		0

				62		土佐市A		006A		6A		25:52				25		52		0:25:52		0

				63		梼原町A		059A		59A		26:01				26		1		0:26:01		0

				64		宿毛市C		008C		8C		26:28				26		28		0:26:28		0

				65		奈半利町A		013A		13A		26:42				26		42		0:26:42		0

				66		黒潮町D		124D		124D		26:44				26		44		0:26:44		0

				67		四万十市D		007D		7D		26:51				26		51		0:26:51		0

				68		四万十町E(女子）		123E		123E		27:01				27		1		0:27:01		0

				69		高知市D（オープン）		001D		1D		27:15				27		15		0:27:15		0

				70		須崎市A		005A		5A		27:29				27		29		0:27:29		0

				71		南国市C(女子）		004C		4C		27:31				27		31		0:27:31		0

				72		四万十市E(女子）		007E		7E		27:44				27		44		0:27:44		0

				73		本山町C(女子）		035C		35C		28:08				28		8		0:28:08		0

				74		いの町C		048C		48C		28:31				28		31		0:28:31		0

				75		土佐市民病院A		092A		92A		28:47				28		47		0:28:47		0

				76		四万十町C		123C		123C		29:27				29		27		0:29:27		0

				77		0		0				00:00								再確認		0

				78		0		0				00:00								同タイム		0

				79		0		0				00:00								同タイム		0

				80		0		0				00:00								同タイム		0

				81		0		0				00:00								同タイム		0

				82		0		0				00:00								同タイム		0

				83		0		0				00:00								同タイム		0

				84		0		0				00:00								同タイム		0

				85		0		0				00:00								同タイム		0

				86		0		0				00:00								同タイム		0

				87		0		0				00:00								同タイム		0

				88		0		0				00:00								同タイム		0

				89		0		0				00:00								同タイム		0

				90		0		0				00:00								同タイム		0

				91		0		0				00:00								同タイム		0

				92		0		0				00:00								同タイム		0

				93		0		0				00:00								同タイム		0

				94		0		0				00:00								同タイム		0

				95		0		0				00:00								同タイム		0

				96		0		0				00:00								同タイム		0

				97		0		0				00:00								同タイム		0

				98		0		0				00:00								同タイム		0

				99		0		0				00:00								同タイム		0



&L&22４区&11

チェック印刷

印刷

&L&22４区&11



５区

						チーム名 ナ				ゼッケン		タイム		時 ジ		分 フン		秒 ビョウ

				1		高知市A		001A		1A		34:13				34		13		0:34:13														62B

				2		香美市消防A		203A		203A		34:21				34		21		0:34:21		0												52B

				3		高幡消防四万十B		078B		78B		34:48				34		48		0:34:48		0												50C

				4		高知市B		001B		1B		34:59				34		59		0:34:59		0												50B

				5		中芸消防A		116A		116A		35:17				35		17		0:35:17		0												49C

				6		仁淀消防A		098A		98A		35:59				35		59		0:35:59		0												49B

				7		南国市A		004A		4A		36:14				36		14		0:36:14		0												48B

				8		高吾北広域A		067A		67A		36:37				36		37		0:36:37		0												45C

				9		香美市A		122A		122A		36:52				36		52		0:36:52		0												45B

				10		香南市消防A		202A		202A		37:03				37		3		0:37:03		0												44B

				11		香南市A		121A		121A		37:13				37		13		0:37:13		0												40C

				12		黒潮町A		124A		124A		37:32				37		32		0:37:32		0												40B

				13		安芸市消防A		200A		200A		38:17				38		17		0:38:17		0												3C

				14		高知市C		001C		1C		38:19				38		19		0:38:19		0												38B

				15		四万十市A		007A		7A		38:26				38		26		0:38:26		0												34B

				16		香美市C		122C		122C		38:31				38		31		0:38:31		0												32B

				17		土佐清水市消防A		201A		201A		38:34				38		34		0:38:34		0												31B

				18		高幡消防須崎A		078A		78A		39:09				39		9		0:39:09		0												2B

				19		四万十町A		123A		123A		39:23				39		23		0:39:23		0												28B

				20		幡多西部消防A		105A		105A		39:32				39		32		0:39:32		0												22B

				21		芸西村A		018A		18A		39:36				39		36		0:39:36		0												21C

				22		本山町A		035A		35A		39:44				39		44		0:39:44		0												21B

				23		いの町A		048A		48A		40:30				40		30		0:40:30		0												20C

				24		馬路村A		017A		17A		40:34				40		34		0:40:34		0												20B

				25		黒潮町B		124B		124B		40:48				40		48		0:40:48		0												19C

				26		国保連合会A		501A		501A		41:03				41		3		0:41:03		0												19B

				27		四万十町B		123B		123B		41:12				41		12		0:41:12		0												17B

				28		仁淀川町A		120A		120A		41:14				41		14		0:41:14		0												16B

				29		南国市B		004B		4B		41:19				41		19		0:41:19		0												15B

				30		幡多中央消防A		100A		100A		41:21				41		21		0:41:21		0												67

				31		土佐清水市A		009A		9A		41:32				41		32		0:41:32		0												66

				32		黒潮町C		124C		124C		41:32				41		32		同タイム		0												63

				33		安芸市A		002A		2A		41:33				41		33		0:41:33		0												62

				34		四万十市C		007C		7C		41:43				41		43		0:41:43		0												61

				35		安田町A		015A		15A		41:44				41		44		0:41:44		0												59

				36		春野町A		052A		52A		41:50				41		50		0:41:50		0												58

				37		佐川町A		054A		54A		41:51				41		51		0:41:51		0												57

				38		北川村A		016A		16A		41:55				41		55		0:41:55		0												56

				39		嶺北広域A		040A		40A		42:47				42		47		0:42:47		0												55

				40		日高村A		062A		62A		42:57				42		57		0:42:57		0												54

				41		大豊町A		038A		38A		43:03				43		3		0:43:03		0												53

				42		東洋町A		012A		12A		43:08				43		8		0:43:08		0												52

				43		宿毛市A		008A		8A		43:37				43		37		0:43:37		0												50

				44		本山町B（オープン）		035B		35B		44:12				44		12		0:44:12		0												49

				45		津野町A		063A		63A		44:21				44		21		0:44:21		0												48

				46		高知市E(女子）		001E		1E		44:35				44		35		0:44:35		0												46

				47		香美市D		122D		122D		45:11				45		11		0:45:11		0												45

				48		四万十町D		123D		123D		45:26				45		26		0:45:26		0												44

				49		土佐市B		006B		6B		46:08				46		8		0:46:08		0												41

				50		中土佐町A		056A		56A		46:21				46		21		0:46:21		0												40

				51		四万十市B		007B		7B		46:37				46		37		0:46:37		0												38

				52		佐川町B(オープン）		054B		54B		46:52				46		52		0:46:52		0												34

				53		香美市B		122B		122B		47:01				47		1		0:47:01		0												33

				54		香南市B		121B		121B		47:40				47		40		0:47:40		0												32

				55		土佐町A		044A		44A		48:03				48		3		0:48:03		0												31

				56		土佐市A		006A		6A		48:10				48		10		0:48:10		0												30

				57		須崎市A		005A		5A		48:14				48		14		0:48:14		0												29

				58		須崎市B		005B		5B		48:35				48		35		0:48:35		0												28

				59		室戸市A		003A		3A		48:35				48		35		同タイム		0												27

				60		四万十市D		007D		7D		48:41				48		41		0:48:41		0												24

				61		奈半利町A		013A		13A		48:43				48		43		0:48:43		0												22

				62		梼原町A		059A		59A		48:55				48		55		0:48:55		0												21

				63		黒潮町D		124D		124D		49:02				49		2		0:49:02		0												20

				64		大月町A		071A		71A		49:09				49		9		0:49:09		0												19

				65		土佐清水市B		009B		9B		49:26				49		26		0:49:26		0												18

				66		高知市D（オープン）		001D		1D		49:43				49		43		0:49:43		0												17

				67		宿毛市B		008B		8B		50:13				50		13		0:50:13		0												16

				68		四万十町E(女子）		123E		123E		50:32				50		32		0:50:32		0												15

				69		土佐市民病院A		092A		92A		51:17				51		17		0:51:17		0												14

				70		いの町B		048B		48B		51:33				51		33		0:51:33		0												10

				71		宿毛市C		008C		8C		51:55				51		55		0:51:55		0												9

				72		本山町C(女子）		035C		35C		51:56				51		56		0:51:56		0												8

				73		四万十市E(女子）		007E		7E		52:59				52		59		0:52:59		0												7

				74		南国市C(女子）		004C		4C		54:03				54		3		0:54:03		0												6

				75		四万十町C		123C		123C		54:20				54		20		0:54:20		0												5

				76		いの町C		048C		48C		56:53				56		53		0:56:53		0												4

				77		0		0				00:00								再確認		0												3

				78		0		0				00:00								同タイム		0												2

				79		0		0				00:00								同タイム		0

				80		0		0				00:20						20		0:00:20		0

				81		0		0				00:21						21		0:00:21		0

				82		0		0				00:22						22		0:00:22		0

				83		0		0				00:23						23		0:00:23		0

				84		0		0				00:24						24		0:00:24		0

				85		0		0				00:25						25		0:00:25		0

				86		0		0				00:26						26		0:00:26		0

				87		0		0				00:27						27		0:00:27		0

				88		0		0				00:28						28		0:00:28		0

				89		0		0				00:29						29		0:00:29		0

				90		0		0				00:30						30		0:00:30		0

				91		0		0				00:31						31		0:00:31		0

				92		0		0				00:32						32		0:00:32		0

				93		0		0				00:33						33		0:00:33		0

				94		0		0				00:34						34		0:00:34		0

				95		0		0				00:35						35		0:00:35		0

				96		0		0				00:36						36		0:00:36		0

				97		0		0				00:37						37		0:00:37		0

				98		0		0				00:38						38		0:00:38		0

				99		0		0				00:39						39		0:00:39		0



&L&22５区

チェック印刷

印刷

&L&22５区



６区

						チーム名 ナ				ゼッケン		タイム		時 ジ		分 フン		秒 ビョウ

				1		高知市A		001A		1A		0:47:09				47		9		0:47:09

				2		高知市B		001B		1B		0:47:27				47		27		0:47:27		0

				3		香美市消防A		203A		203A		0:47:53				47		53		0:47:53		0

				4		高幡消防四万十B		078B		78B		0:48:14				48		14		0:48:14		0

				5		中芸消防A		116A		116A		0:48:58				48		58		0:48:58		0

				6		南国市A		004A		4A		0:50:25				50		25		0:50:25		0

				7		高吾北広域A		067A		67A		0:50:31				50		31		0:50:31		0

				8		仁淀消防A		098A		98A		0:50:53				50		53		0:50:53		0

				9		黒潮町A		124A		124A		0:50:56				50		56		0:50:56		0

				10		香美市A		122A		122A		0:50:58				50		58		0:50:58		0

				11		香南市消防A		202A		202A		0:51:59				51		59		0:51:59		0

				12		高知市C		001C		1C		0:52:31				52		31		0:52:31		0

				13		安芸市消防A		200A		200A		0:53:07				53		7		0:53:07		0

				14		香南市A		121A		121A		0:53:29				53		29		0:53:29		0

				15		四万十市A		007A		7A		0:53:37				53		37		0:53:37		0

				16		高幡消防須崎A		078A		78A		0:54:00				54		0		0:54:00		0

				17		四万十町A		123A		123A		0:54:09				54		9		0:54:09		0

				18		幡多西部消防A		105A		105A		0:54:18				54		18		0:54:18		0

				19		本山町A		035A		35A		0:54:29				54		29		0:54:29		0

				20		香美市C		122C		122C		0:54:56				54		56		0:54:56		0

				21		仁淀川町A		120A		120A		0:56:29				56		29		0:56:29		0

				22		芸西村A		018A		18A		0:56:34				56		34		0:56:34		0

				23		土佐清水市A		009A		9A		0:56:46				56		46		0:56:46		0

				24		黒潮町B		124B		124B		0:56:49				56		49		0:56:49		0

				25		春野町A		052A		52A		0:57:00				57		0		0:57:00		0

				26		四万十市C		007C		7C		0:57:07				57		7		0:57:07		0

				27		佐川町A		054A		54A		0:57:24				57		24		0:57:24		0

				28		南国市B		004B		4B		0:57:25				57		25		0:57:25		0

				29		幡多中央消防A		100A		100A		0:57:27				57		27		0:57:27		0

				30		土佐清水市消防A		201A		201A		0:57:38				57		38		0:57:38		0

				31		四万十町B		123B		123B		0:58:00				58		0		0:58:00		0

				32		黒潮町C		124C		124C		0:58:30				58		30		0:58:30		0

				33		日高村A		062A		62A		0:58:34				58		34		0:58:34		0

				34		安芸市A		002A		2A		0:58:42				58		42		0:58:42		0

				35		安田町A		015A		15A		0:59:05				59		5		0:59:05		0

				36		馬路村A		017A		17A		0:59:29				59		29		0:59:29		0

				37		北川村A		016A		16A		0:59:49				59		49		0:59:49		0

				38		嶺北広域A		040A		40A		0:59:56				59		56		0:59:56		0

				39		香美市D		122D		122d		1:00:13		1				13		1:00:13		0

				40		津野町A		063A		63A		1:00:17		1				17		1:00:17		0

				41		宿毛市A		008A		8A		1:00:29		1				29		1:00:29		0

				42		本山町B（オープン）		035B		35B		1:00:54		1				54		1:00:54		0

				43		東洋町A		012A		12A		1:01:21		1		1		21		1:01:21		0

				44		国保連合会A		501A		501A		1:01:45		1		1		45		1:01:45		0

				45		いの町A		048A		48A		1:01:50		1		1		50		1:01:50		0

				46		高知市E(女子）		001E		1E		1:02:00		1		2		0		1:02:00		0

				47		須崎市A		005A		5A		1:02:36		1		2		36		1:02:36		0

				48		中土佐町A		056A		56A		1:02:59		1		2		59		1:02:59		0

				49		佐川町B(オープン）		054B		54B		1:03:16		1		3		16		1:03:16		0

				50		大豊町A		038A		38A		1:03:20		1		3		20		1:03:20		0

				51		四万十市B		007B		7B		1:04:05		1		4		5		1:04:05		0

				52		香美市B		122B		122b		1:04:44		1		4		44		1:04:44		0

				53		梼原町A		059A		59A		1:05:17		1		5		17		1:05:17		0

				54		四万十町D		123D		123D		1:05:27		1		5		27		1:05:27		0

				55		香南市B		121B		121B		1:05:49		1		5		49		1:05:49		0

				56		大月町A		071A		71A		1:06:31		1		6		31		1:06:31		0

				57		土佐町A		044A		44A		1:06:32		1		6		32		1:06:32		0

				58		奈半利町A		013A		13A		1:06:34		1		6		34		1:06:34		0

				59		四万十市D		007D		7D		1:06:43		1		6		43		1:06:43		0

				60		室戸市A		003A		3A		1:06:50		1		6		50		1:06:50		0

				61		高知市D（オープン）		001D		1D		1:07:01		1		7		1		1:07:01		0

				62		四万十町E(女子）		123E		123E		1:07:58		1		7		58		1:07:58		0

				63		土佐市A		006A		6A		1:08:11		1		8		11		1:08:11		0

				64		土佐清水市B		009B		9B		1:08:15		1		8		15		1:08:15		0

				65		黒潮町D		124D		124D		1:08:40		1		8		40		1:08:40		0

				66		土佐市B		006B		6B		1:10:22		1		10		22		1:10:22		0

				67		土佐市民病院A		092A		92A		1:11:00		1		11		0		1:11:00		0

				68		須崎市B		005B		5B		1:11:12		1		11		12		1:11:12		0

				69		四万十町C		123C		123C		1:11:31		1		11		31		1:11:31		0

				70		本山町C(女子）		035C		35C		1:11:57		1		11		57		1:11:57		0

				71		宿毛市C		008C		8C		1:12:58		1		12		58		1:12:58		0

				72		いの町B		048B		48B		1:13:34		1		13		34		1:13:34		0

				73		四万十市E(女子）		007E		7E		1:13:35		1		13		35		1:13:35		0

				74		南国市C(女子）		004C		4C		1:14:44		1		14		44		1:14:44		0

				75		宿毛市B		008B		8B		1:15:13		1		15		13		1:15:13		0

				76		いの町C		048C		48C		1:17:47		1		17		47		1:17:47		0

				77		0		0				0:00:00								再確認		0

				78		0		0				0:00:00								同タイム		0

				79		0		0				0:00:00								同タイム		0

				80		0		0				0:00:00								同タイム		0

				81		0		0				0:00:00								同タイム		0

				82		0		0				0:00:00								同タイム		0

				83		0		0				0:00:00								同タイム		0

				84		0		0				0:00:00								同タイム		0

				85		0		0				0:00:00								同タイム		0

				86		0		0				0:00:00								同タイム		0

				87		0		0				0:00:00								同タイム		0

				88		0		0				0:00:00								同タイム		0

				89		0		0				0:00:00								同タイム		0

				90		0		0				0:00:00								同タイム		0

				91		0		0				0:00:00								同タイム		0

				92		0		0				0:00:00								同タイム		0

				93		0		0				0:00:00								同タイム		0

				94		0		0				0:00:00								同タイム		0

				95		0		0				0:00:00								同タイム		0

				96		0		0				0:00:00								同タイム		0

				97		0		0				0:00:00								同タイム		0

				98		0		0				0:00:00								同タイム		0

				99		0		0				0:00:00								同タイム		0



&L&22６区

チェック印刷

印刷
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７区

						チーム名 ナ				ゼッケン		タイム		時 ジ		分 フン		秒 ビョウ

				1		高知市A		001A		1A		0:56:01				56		1		0:56:01

				2		高知市B		001B		1B		0:56:36				56		36		0:56:36		0

				3		香美市消防A		203A		203A		0:57:12				57		12		0:57:12		0

				4		高幡消防四万十B		078B		78B		0:57:32				57		32		0:57:32		0

				5		中芸消防A		116A		116A		0:57:33				57		33		0:57:33		0

				6		高吾北広域A		067A		67A		0:59:34				59		34		0:59:34		0

				7		南国市A		004A		4A		0:59:36				59		36		0:59:36		0

				8		黒潮町A		124A		124A		1:00:11		1				11		1:00:11		0

				9		香美市A		122A		122A		1:00:15		1				15		1:00:15		0

				10		仁淀消防A		098A		98A		1:00:38		1				38		1:00:38		0

				11		香南市消防A		202A		202A		1:01:18		1		1		18		1:01:18		0

				12		高知市C		001C		1C		1:02:04		1		2		4		1:02:04		0

				13		安芸市消防A		200A		200A		1:03:06		1		3		6		1:03:06		0

				14		四万十市A		007A		7A		1:03:58		1		3		58		1:03:58		0

				15		高幡消防須崎A		078A		78A		1:04:02		1		4		2		1:04:02		0

				16		四万十町A		123A		123A		1:04:07		1		4		7		1:04:07		0

				17		本山町A		035A		35A		1:04:09		1		4		9		1:04:09		0

				18		香南市A		121A		121A		1:04:15		1		4		15		1:04:15		0

				19		幡多西部消防A		105A		105A		1:04:17		1		4		17		1:04:17		0

				20		香美市C		122C		122C		1:05:41		1		5		41		1:05:41		0

				21		黒潮町B		124B		124B		1:06:28		1		6		28		1:06:28		0

				22		土佐清水市A		009A		9A		1:06:47		1		6		47		1:06:47		0

				23		春野町A		052A		52A		1:06:58		1		6		58		1:06:58		0

				24		四万十町B		123B		123B		1:07:12		1		7		12		1:07:12		0

				25		四万十市C		007C		7C		1:07:17		1		7		17		1:07:17		0

				26		幡多中央消防A		100A		100A		1:07:24		1		7		24		1:07:24		0

				27		佐川町A		054A		54A		1:07:38		1		7		38		1:07:38		0

				28		南国市B		004B		4B		1:08:02		1		8		2		1:08:02		0

				29		黒潮町C		124C		124C		1:08:05		1		8		5		1:08:05		0

				30		仁淀川町A		120A		120A		1:08:52		1		8		52		1:08:52		0

				31		土佐清水市消防A		201A		201A		1:09:11		1		9		11		1:09:11		0

				32		日高村A		062A		62A		1:09:20		1		9		20		1:09:20		0

				33		嶺北広域A		040A		40A		1:09:47		1		9		47		1:09:47		0

				34		香美市D		122D		122D		1:09:51		1		9		51		1:09:51		0

				35		馬路村A		017A		17A		1:09:56		1		9		56		1:09:56		0

				36		安芸市A		002A		2A		1:10:31		1		10		31		1:10:31		0

				37		芸西村A		018A		18A		1:10:37		1		10		37		1:10:37		0

				38		津野町A		063A		63A		1:11:08		1		11		8		1:11:08		0

				39		宿毛市A		008A		8A		1:11:15		1		11		15		1:11:15		0

				40		須崎市A		005A		5A		1:11:39		1		11		39		1:11:39		0

				41		安田町A		015A		15A		1:11:50		1		11		50		1:11:50		0

				42		北川村A		016A		16A		1:12:05		1		12		5		1:12:05		0

				43		国保連合会A		501A		501A		1:12:24		1		12		24		1:12:24		0

				44		東洋町A		012A		12A		1:12:25		1		12		25		1:12:25		0

				45		いの町A		048A		48A		1:13:00		1		13		0		1:13:00		0

				46		高知市E(女子）		001E		1E		1:13:34		1		13		34		1:13:34		0

				47		本山町B（オープン）		035B		35B		1:14:22		1		14		22		1:14:22		0

				48		中土佐町A		056A		56A		1:14:40		1		14		40		1:14:40		0

				49		佐川町B(オープン）		054B		54B		1:15:22		1		15		22		1:15:22		0

				50		四万十市B		007B		7B		1:15:42		1		15		42		1:15:42		0

				51		大豊町A		038A		38A		1:16:14		1		16		14		1:16:14		0

				52		香美市B		122B		122B		1:16:28		1		16		28		1:16:28		0

				53		梼原町A		059A		59A		1:17:08		1		17		8		1:17:08		0

				54		奈半利町A		013A		13A		1:17:23		1		17		23		1:17:23		0

				55		四万十町D		123D		123D		1:17:54		1		17		54		1:17:54		0

				56		香南市B		121B		121B		1:17:59		1		17		59		1:17:59		0

				57		四万十市D		007D		7D		1:18:03		1		18		3		1:18:03		0

				58		室戸市A		003A		3A		1:18:06		1		18		6		1:18:06		0

				59		土佐町A		044A		44A		1:18:41		1		18		41		1:18:41		0

				60		高知市D（オープン）		001D		1D		1:18:54		1		18		54		1:18:54		0

				61		黒潮町D		124D		124D		1:20:12		1		20		12		1:20:12		0

				62		土佐清水市B		009B		9B		1:20:59		1		20		59		1:20:59		0

				63		四万十町E(女子）		123E		123E		1:21:01		1		21		1		1:21:01		0

				64		土佐市民病院A		092A		92A		1:21:33		1		21		33		1:21:33		0

				65		大月町A		071A		71A		1:21:44		1		21		44		1:21:44		0

				66		須崎市B		005B		5B		1:22:29		1		22		29		1:22:29		0

				67		土佐市A		006A		6A		1:22:29		1		22		29		同タイム		0

				68		四万十町C		123C		123C		1:24:12		1		24		12		1:24:12		0

				69		本山町C(女子）		035C		35C		1:24:42		1		24		42		1:24:42		0

				70		宿毛市C		008C		8C		1:26:25		1		26		25		1:26:25		0

				71		土佐市B		006B		6B		1:26:37		1		26		37		1:26:37		0

				72		宿毛市B		008B		8B		1:27:35		1		27		35		1:27:35		0

				73		四万十市E(女子）		007E		7E		1:27:45		1		27		45		1:27:45		0

				74		南国市C(女子）		004C		4C		1:28:21		1		28		21		1:28:21		0

				75		いの町B		048B		48B		1:29:13		1		29		13		1:29:13		0

				76		いの町C		048C		48C		1:29:41		1		29		41		1:29:41		0

				77		0		0				0:00:00								再確認		0

				78		0		0				0:00:00								同タイム		0

				79		0		0				0:00:00								同タイム		0

				80		0		0				0:00:00								同タイム		0

				81		0		0				0:00:00								同タイム		0

				82		0		0				0:00:00								同タイム		0

				83		0		0				0:00:00								同タイム		0

				84		0		0				0:00:00								同タイム		0

				85		0		0				0:00:00								同タイム		0

				86		0		0				0:00:00								同タイム		0

				87		0		0				0:00:00								同タイム		0

				88		0		0				0:00:00								同タイム		0

				89		0		0				0:00:00								同タイム		0

				90		0		0				0:00:00								同タイム		0

				91		0		0				0:00:00								同タイム		0

				92		0		0				0:00:00								同タイム		0

				93		0		0				0:00:00								同タイム		0

				94		0		0				0:00:00								同タイム		0

				95		0		0				0:00:00								同タイム		0

				96		0		0				0:00:00								同タイム		0

				97		0		0				0:00:00								同タイム		0

				98		0		0				0:00:00								同タイム		0

				99		0		0				0:00:00								同タイム		0
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区間

		第３１回　足摺半島一周駅伝大会　　1区順位表　　足摺岬～津呂 ダイカイアシズリハントウイッシュウエキデンタイカイクジュンイヒョウアシズリミサキツロ																						6.4		Km						第３１回　足摺半島一周駅伝大会　　２区順位表　　津呂～窪津 ダイカイアシズリハントウイッシュウエキデンタイカイクジュンイヒョウツロクボツ																						3.7		Km						第３１回　足摺半島一周駅伝大会　　３区順位表　　窪津～土佐清水運動公園 ダイカイアシズリハントウイッシュウエキデンタイカイクジュンイヒョウクボツトサシミズウンドウコウエン																						5.1		Km						第３１回　足摺半島一周駅伝大会　　４区順位表　　土佐清水運動公園～中浜 ダイカイアシズリハントウイッシュウエキデンタイカイクジュンイヒョウトサシミズウンドウコウエンナカハマ																						5.2		Km								第３１回　足摺半島一周駅伝大会　　５区順位表　　中浜～臼碆 ダイカイアシズリハントウイッシュウエキデンタイカイクジュンイヒョウナカハマウス																						4.4		Km						第３１回　足摺半島一周駅伝大会　　６区順位表　　臼碆～松尾 ダイカイアシズリハントウイッシュウエキデンタイカイクジュンイヒョウウスマツオ																						3.7		Km						第３１回　足摺半島一周駅伝大会　　７区順位表　　松尾～足摺岬 ダイカイアシズリハントウイッシュウエキデンタイカイクジュンイヒョウマツオアシズリミサキ																						2.5		Km

		順位 ジュンイ		ゼッケン						ゼッケン		チーム名 ナ		１区選手名 クセンシュメイ				タイム				出発時間 シュッパツジカン		到着時間 トウチャクジカン		１㎞
平均 ヘイキン						順位 ジュンイ		ゼッケン						ゼッケン		チーム名 ナ		２区選手名 クセンシュメイ				タイム		繰上時 クアジ		出発時間 シュッパツジカン		到着時間 トウチャクジカン		１㎞
平均 ヘイキン						順位 ジュンイ		ゼッケン						ゼッケン		チーム名 ナ		３区選手名 クセンシュメイ				タイム		繰上時 クアジ		出発時間 シュッパツジカン		到着時間 トウチャクジカン		１㎞
平均 ヘイキン						順位 ジュンイ		ゼッケン						ゼッケン		チーム名 ナ		４区選手名 クセンシュメイ				タイム				出発時間 シュッパツジカン		到着時間 トウチャクジカン		１㎞
平均 ヘイキン				前半 ゼンハン		総合 ソウゴウ		順位 ジュンイ		ゼッケン						ゼッケン		チーム名 ナ		５区選手名 クセンシュメイ				タイム		繰上時 クアジ		出発時間 シュッパツジカン		到着時間 トウチャクジカン		１㎞
平均 ヘイキン						順位 ジュンイ		ゼッケン						ゼッケン		チーム名 ナ		６区選手名 クセンシュメイ				タイム		繰上時 クアジ		出発時間 シュッパツジカン		到着時間 トウチャクジカン		１㎞
平均 ヘイキン						順位 ジュンイ		ゼッケン						ゼッケン		チーム名 ナ		７区選手名 クセンシュメイ				タイム		繰上時 クアジ		出発時間 シュッパツジカン		到着時間 トウチャクジカン		１㎞
平均 ヘイキン

		1		122A		0		1		１２２－Ａ		香美市A		中村　祐介		0:20:14		20:14						0:20:14		m分ss秒.00				20:14		1		078B		0		1		７８－Ｂ		高幡消防四万十B		田井　啓太		0:12:23		12:23				0:21:48		0:34:11		m分ss秒.00				34:11		1		052A		0		1		５２－Ａ		春野町A		西川　浩司		0:17:04		17:04				0:39:26		0:56:30		m分ss秒.00				0:56:30		1		009A		0		1		９－Ａ		土佐清水市A		山本　実		0:17:21		17:21						0:17:21		m分ss秒.00				0:59:59		1:17:20		1		122C		0		1		１２２－Ｃ		香美市C		野町　貴弘		0:15:39		15:39				0:22:52		0:38:31		m分ss秒.00				1:35:01		1		001B		0		1		１－Ｂ		高知市B		高橋　鉄昭		0:12:28		12:28				0:34:59		0:47:27		m分ss秒.00				1:43:57		15		122D		0		15		１２２－Ｄ		香美市D		吉本　浩二		0:09:38		09:38				1:00:13		1:09:51		m分ss秒.00				2:06:21

		2		124A		0		2		１２４－Ａ		黒潮町A		宮地　敏行		0:21:03		21:03						0:21:03		m分ss秒.00				21:03		2		116A		0		2		１１６－Ａ		中芸消防A		中山　昌之		0:12:27		12:27				0:21:47		0:34:14		m分ss秒.00				34:14		2		200A		0		2		２００－Ａ		安芸市消防A		川谷　憲一		0:17:20		17:20				0:37:14		0:54:34		m分ss秒.00				0:54:34		2		007A		0		2		７－Ａ		四万十市A		有光　浩		0:17:27		17:27						0:17:27		m分ss秒.00				1:06:47		1:24:14		2		001A		0		2		１－Ａ		高知市A		谷口　順		0:15:51		15:51				0:18:22		0:34:13		m分ss秒.00				1:28:47		2		001A		0		2		１－Ａ		高知市A		上田　満春		0:12:56		12:56				0:34:13		0:47:09		m分ss秒.00				1:41:43		1		116A		0		1		１１６－Ａ		中芸消防A		西山　和男		0:08:35		08:35				0:48:58		0:57:33		m分ss秒.00				1:52:07

		3		001A		0		3		１－Ａ		高知市A		廣光　輝之		0:21:14		21:14						0:21:14		m分ss秒.00				21:14		3		001A		0		3		１－Ａ		高知市A		戸田　幸一		0:12:29		12:29				0:21:14		0:33:43		m分ss秒.00				33:43		3		001A		0		3		１－Ａ		高知市A		中越　和生		0:17:24		17:24				0:33:43		0:51:07		m分ss秒.00				0:51:07		3		203A		0		3		２０３－Ａ		香美市消防A		新谷　祐治		0:17:47		17:47						0:17:47		m分ss秒.00				0:55:23		1:13:10		3		001B		0		3		１－Ｂ		高知市B		坂本　健一		0:16:00		16:00				0:18:59		0:34:59		m分ss秒.00				1:26:06		3		124A		0		3		１２４－Ａ		黒潮町A		堀　裕司		0:13:24		13:24				0:37:32		0:50:56		m分ss秒.00				1:42:03		2		001A		0		2		１－Ａ		高知市A		澤田　卓		0:08:52		08:52				0:47:09		0:56:01		m分ss秒.00				1:47:08

		4		116A		0		4		１１６－Ａ		中芸消防A		岩﨑　孝紀		0:21:47		21:47						0:21:47		m分ss秒.00				21:47		4		098A		0		4		９８－Ａ		仁淀消防A		戸梶　貴文		0:12:57		12:57				0:24:01		0:36:58		m分ss秒.00				36:58		4		018A		0		4		１８－Ａ		芸西村A		小松　司沙		0:17:26		17:26				0:40:34		0:58:00		m分ss秒.00				0:58:00		4		078B		0		4		７８－Ｂ		高幡消防四万十B		谷脇　康平		0:18:03		18:03						0:18:03		m分ss秒.00				0:51:38		1:09:41		4		203A		0		4		２０３－Ａ		香美市消防A		岡本　大介		0:16:34		16:34				0:17:47		0:34:21		m分ss秒.00				1:32:21		4		078B		0		4		７８－Ｂ		高幡消防四万十B		嶋岡　正人		0:13:26		13:26				0:34:48		0:48:14		m分ss秒.00				1:46:14		3		005A		0		3		５－Ａ		須崎市A		中村　幸二		0:09:03		09:03				1:02:36		1:11:39		m分ss秒.00				2:09:39

		5		078B		0		5		７８－Ｂ		高幡消防四万十B		國本　武恒		0:21:48		21:48						0:21:48		m分ss秒.00				21:48		5		004A		0		5		４－Ａ		南国市A		森本　憲司		0:13:12		13:12				0:21:55		0:35:07		m分ss秒.00				35:07		5		078B		0		5		７８－Ｂ		高幡消防四万十B		川村　考史		0:17:27		17:27				0:34:11		0:51:38		m分ss秒.00				0:51:38		5		201A		0		5		２０１－Ａ		土佐清水市消防A		岡﨑　学		0:18:10		18:10						0:18:10		m分ss秒.00				1:03:00		1:21:10		5		067A		0		5		６７－Ａ		高吾北広域A		山本　忠幸		0:16:41		16:41				0:19:56		0:36:37		m分ss秒.00				1:28:15		5		203A		0		5		２０３－Ａ		香美市消防A		黒瀬　勇介		0:13:32		13:32				0:34:21		0:47:53		m分ss秒.00				1:39:31		3		067A		0		3		６７－Ａ		高吾北広域A		山本　裕宣		0:09:03		09:03				0:50:31		0:59:34		m分ss秒.00				1:51:12

		6		203A		0		6		２０３－Ａ		香美市消防A		小松　祐介		0:21:51		21:51						0:21:51		m分ss秒.00				21:51		6		122A		0		6		１２２－Ａ		香美市A		奥村　周也		0:13:20		13:20				0:20:14		0:33:34		m分ss秒.00				33:34		6		116A		0		6		１１６－Ａ		中芸消防A		西山　和則		0:18:08		18:08				0:34:14		0:52:22		m分ss秒.00				0:52:22		6		001A		0		6		１－Ａ		高知市A		野口　敦史		0:18:22		18:22						0:18:22		m分ss秒.00				0:51:07		1:09:29		6		078B		0		6		７８－Ｂ		高幡消防四万十B		戸田　一成		0:16:45		16:45				0:18:03		0:34:48		m分ss秒.00				1:27:10		6		116A		0		6		１１６－Ａ		中芸消防A		篠田　友章		0:13:41		13:41				0:35:17		0:48:58		m分ss秒.00				1:41:20		5		001B		0		5		１－Ｂ		高知市B		田中　慶夫		0:09:09		09:09				0:47:27		0:56:36		m分ss秒.00				1:48:58

		7		009A		0		7		９－Ａ		土佐清水市A		岩波　道信		0:21:53		21:53						0:21:53		m分ss秒.00				21:53		6		202A		0		6		２０２－Ａ		香南市消防A		安井　耕三		0:13:20		13:20				0:25:28		0:38:48		m分ss秒.00				38:48		7		001B		0		7		１－Ｂ		高知市B		猪野　昭		0:18:13		18:13				0:36:07		0:54:20		m分ss秒.00				0:54:20		7		116A		0		7		１１６－Ａ		中芸消防A		木下　裕二		0:18:31		18:31						0:18:31		m分ss秒.00				0:52:22		1:10:53		7		116A		0		7		１１６－Ａ		中芸消防A		松本　隼人		0:16:46		16:46				0:18:31		0:35:17		m分ss秒.00				1:29:37		7		067A		0		7		６７－Ａ		高吾北広域A		神原　孝典		0:13:54		13:54				0:36:37		0:50:31		m分ss秒.00				1:44:51		6		004A		0		6		４－Ａ		南国市A		松木　和哉		0:09:11		09:11				0:50:25		0:59:36		m分ss秒.00				1:53:56

		8		004A		0		8		４－Ａ		南国市A		堀内　建吾		0:21:55		21:55						0:21:55		m分ss秒.00				21:55		8		067A		0		8		６７－Ａ		高吾北広域A		小田　定史		0:13:29		13:29				0:22:18		0:35:47		m分ss秒.00				35:47		8		035A		0		8		３５－Ａ		本山町A		泉　祐司		0:18:16		18:16				0:38:40		0:56:56		m分ss秒.00				0:56:56		8		004A		0		8		４－Ａ		南国市A		近森　弘明		0:18:36		18:36						0:18:36		m分ss秒.00				0:54:14		1:12:50		8		200A		0		8		２００－Ａ		安芸市消防A		島田　誠		0:17:03		17:03				0:21:14		0:38:17		m分ss秒.00				1:35:13		8		122A		0		8		１２２－Ａ		香美市A		横山　和彦		0:14:06		14:06				0:36:52		0:50:58		m分ss秒.00				1:47:54		7		123B		0		7		１２３－Ｂ		四万十町B		小野川　裕二		0:09:12		09:12				0:58:00		1:07:12		m分ss秒.00				2:04:08

		9		067A		0		9		６７－Ａ		高吾北広域A		中澤　賢一		0:22:18		22:18						0:22:18		m分ss秒.00				22:18		9		001B		0		9		１－Ｂ		高知市B		柏井　清夫		0:13:34		13:34				0:22:33		0:36:07		m分ss秒.00				36:07		9		067A		0		9		６７－Ａ		高吾北広域A		徳弘　賢一		0:18:36		18:36				0:35:47		0:54:23		m分ss秒.00				0:54:23		9		098A		0		9		９８－Ａ		仁淀消防A		中野　裕介		0:18:55		18:55						0:18:55		m分ss秒.00				0:57:25		1:16:20		9		098A		0		9		９８－Ａ		仁淀消防A		藤岡　久人		0:17:04		17:04				0:18:55		0:35:59		m分ss秒.00				1:30:22		9		004A		0		9		４－Ａ		南国市A		中村　俊一		0:14:11		14:11				0:36:14		0:50:25		m分ss秒.00				1:44:48		8		124A		0		8		１２４－Ａ		黒潮町A		渡辺　健心		0:09:15		09:15				0:50:56		1:00:11		m分ss秒.00				1:54:34

		10		001B		0		10		１－Ｂ		高知市B		川崎　泰		0:22:33		22:33						0:22:33		m分ss秒.00				22:33		10		123A		0		10		１２３－Ａ		四万十町A		岡﨑　純二		0:13:42		13:42				0:23:21		0:37:03		m分ss秒.00				37:03		10		202A		0		10		２０２－Ａ		香南市消防A		竹﨑　裕次		0:19:02		19:02				0:38:48		0:57:50		m分ss秒.00				0:57:50		10		001B		0		10		１－Ｂ		高知市B		中村　仰		0:18:59		18:59						0:18:59		m分ss秒.00				0:54:20		1:13:19		10		007C		0		10		７－Ｃ		四万十市C		谷口　忠之		0:17:23		17:23				0:24:20		0:41:43		m分ss秒.00				1:39:33		10		001C		0		10		１－Ｃ		高知市C		島﨑　春次		0:14:12		14:12				0:38:19		0:52:31		m分ss秒.00				1:50:21		9		122A		0		9		１２２－Ａ		香美市A		猪野　真継		0:09:17		09:17				0:50:58		1:00:15		m分ss秒.00				1:58:05

		11		078A		0		11		７８－Ａ		高幡消防須崎A		市川　史弥		0:23:13		23:13						0:23:13		m分ss秒.00				23:13		11		124A		0		11		１２４－Ａ		黒潮町A		畠中　哲司		0:13:46		13:46				0:21:03		0:34:49		m分ss秒.00				34:49		11		122A		0		11		１２２－Ａ		香美市A		小松　伯聖		0:19:03		19:03				0:33:34		0:52:37		m分ss秒.00				0:52:37		11		121A		0		11		１２１－Ａ		香南市A		中嶋　一允		0:19:07		19:07						0:19:07		m分ss秒.00				1:03:16		1:22:23		11		202A		0		11		２０２－Ａ		香南市消防A		岡田　一也		0:17:27		17:27				0:19:36		0:37:03		m分ss秒.00				1:29:40		11		005A		0		11		５－Ａ		須崎市A		森　充弘		0:14:22		14:22				0:48:14		1:02:36		m分ss秒.00				1:55:13		10		078B		0		10		７８－Ｂ		高幡消防四万十B		中城　将幸		0:09:18		09:18				0:48:14		0:57:32		m分ss秒.00				1:50:09

		12		123A		0		12		１２３－Ａ		四万十町A		土居　廣之		0:23:21		23:21						0:23:21		m分ss秒.00				23:21		12		200A		0		12		２００－Ａ		安芸市消防A		藤堂　克二		0:13:51		13:51				0:23:23		0:37:14		m分ss秒.00				37:14		12		078A		0		12		７８－Ａ		高幡消防須崎A		石田　伸悟		0:19:04		19:04				0:38:44		0:57:48		m分ss秒.00				0:57:48		12		122A		0		12		１２２－Ａ		香美市A		山下　聡		0:19:19		19:19						0:19:19		m分ss秒.00				0:52:37		1:11:56		12		122A		0		12		１２２－Ａ		香美市A		公文　雅樹		0:17:33		17:33				0:19:19		0:36:52		m分ss秒.00				1:34:40		12		035A		0		12		３５－Ａ		本山町A		和田　耕一		0:14:45		14:45				0:39:44		0:54:29		m分ss秒.00				1:52:17		11		202A		0		11		２０２－Ａ		香南市消防A		小澤　寛人		0:09:19		09:19				0:51:59		1:01:18		m分ss秒.00				1:59:06

		13		200A		0		13		２００－Ａ		安芸市消防A		川谷　武志		0:23:23		23:23						0:23:23		m分ss秒.00				23:23		13		035A		0		13		３５－Ａ		本山町A		筒井　幸弘		0:13:56		13:56				0:24:44		0:38:40		m分ss秒.00				38:40		13		004A		0		13		４－Ａ		南国市A		西原　三登		0:19:07		19:07				0:35:07		0:54:14		m分ss秒.00				0:54:14		13		202A		0		13		２０２－Ａ		香南市消防A		山中　浩維		0:19:36		19:36						0:19:36		m分ss秒.00				0:57:50		1:17:26		13		105A		0		13		１０５－Ａ		幡多西部消防A		山本　佳右		0:17:34		17:34				0:21:58		0:39:32		m分ss秒.00				1:33:46		13		105A		0		13		１０５－Ａ		幡多西部消防A		所谷　昌幸		0:14:46		14:46				0:39:32		0:54:18		m分ss秒.00				1:48:32		11		203A		0		11		２０３－Ａ		香美市消防A		平　慎二		0:09:19		09:19				0:47:53		0:57:12		m分ss秒.00				1:51:26

		14		018A		0		14		１８－Ａ		芸西村A		池田　豪		0:23:48		23:48						0:23:48		m分ss秒.00				23:48		13		203A		0		13		２０３－Ａ		香美市消防A		都築　豊和		0:13:56		13:56				0:21:51		0:35:47		m分ss秒.00				35:47		14		124A		0		14		１２４－Ａ		黒潮町A		谷　純大		0:19:09		19:09				0:34:49		0:53:58		m分ss秒.00				0:53:58		14		124A		0		14		１２４－Ａ		黒潮町A		野村　則男		0:19:44		19:44						0:19:44		m分ss秒.00				0:53:58		1:13:42		14		004A		0		14		４－Ａ		南国市A		大谷　匡史		0:17:38		17:38				0:18:36		0:36:14		m分ss秒.00				1:30:12		13		123A		0		13		１２３－Ａ		四万十町A		岡村　太介		0:14:46		14:46				0:39:23		0:54:09		m分ss秒.00				1:48:07		13		001C		0		13		１－Ｃ		高知市C		西岡　一徳		0:09:33		09:33				0:52:31		1:02:04		m分ss秒.00				1:56:02

		15		098A		0		15		９８－Ａ		仁淀消防A		吉良　純一		0:24:01		24:01						0:24:01		m分ss秒.00				24:01		15		105A		0		15		１０５－Ａ		幡多西部消防A		上岡　一平		0:14:08		14:08				0:24:10		0:38:18		m分ss秒.00				38:18		15		203A		0		15		２０３－Ａ		香美市消防A		和手　久		0:19:36		19:36				0:35:47		0:55:23		m分ss秒.00				0:55:23		15		001C		0		15		１－Ｃ		高知市C		佐々木　恵一		0:19:47		19:47						0:19:47		m分ss秒.00				1:02:19		1:22:06		15		124A		0		15		１２４－Ａ		黒潮町A		和田　祐樹		0:17:48		17:48				0:19:44		0:37:32		m分ss秒.00				1:32:55		15		200A		0		15		２００－Ａ		安芸市消防A		中島　浩志		0:14:50		14:50				0:38:17		0:53:07		m分ss秒.00				1:48:30		14		124C		0		14		１２４－Ｃ		黒潮町C		野村　晃稚		0:09:35		09:35				0:58:30		1:08:05		m分ss秒.00				2:03:28

		16		048C		0		16		４８－Ｃ		いの町C		東谷　信宏		0:24:09		24:09						0:24:09		m分ss秒.00				24:09		16		054A		0		16		５４－Ａ		佐川町A		森　仁		0:14:11		14:11				0:24:33		0:38:44		m分ss秒.00				38:44		16		123A		0		16		１２３－Ａ		四万十町A		芝野　富也		0:20:10		20:10				0:37:03		0:57:13		m分ss秒.00				0:57:13		16		067A		0		16		６７－Ａ		高吾北広域A		藤原　剛		0:19:56		19:56						0:19:56		m分ss秒.00				0:54:23		1:14:19		16		121A		0		16		１２１－Ａ		香南市A		小松　大洋		0:18:06		18:06				0:19:07		0:37:13		m分ss秒.00				1:34:26		16		078A		0		16		７８－Ａ		高幡消防須崎A		土居　憲司		0:14:51		14:51				0:39:09		0:54:00		m分ss秒.00				1:51:13		16		124B		0		16		１２４－Ｂ		黒潮町B		村越　淳		0:09:39		09:39				0:56:49		1:06:28		m分ss秒.00				2:03:41

		17		105A		0		17		１０５－Ａ		幡多西部消防A		吉松　昭人		0:24:10		24:10						0:24:10		m分ss秒.00				24:10		17		501A		0		17		５０１－Ａ		国保連合会A		芝　郁		0:14:19		14:19				0:27:36		0:41:55		m分ss秒.00				41:55		17		098A		0		17		９８－Ａ		仁淀消防A		村田　健太		0:20:27		20:27				0:36:58		0:57:25		m分ss秒.00				0:57:25		17		124C		0		17		１２４－Ｃ		黒潮町C		深木　俊行		0:20:05		20:05						0:20:05		m分ss秒.00				1:08:28		1:28:33		17		124B		0		17		１２４－Ｂ		黒潮町B		今西　文明		0:18:11		18:11				0:22:37		0:40:48		m分ss秒.00				1:38:13		17		098A		0		17		９８－Ａ		仁淀消防A		筒井　正治郎		0:14:54		14:54				0:35:59		0:50:53		m分ss秒.00				1:48:18		17		035A		0		17		３５－Ａ		本山町A		右城　伸		0:09:40		09:40				0:54:29		1:04:09		m分ss秒.00				2:01:34

		18		005A		0		18		５－Ａ		須崎市A		坂本　茂生		0:24:19		24:19						0:24:19		m分ss秒.00				24:19		18		052A		0		18		５２－Ａ		春野町A		岡本　暁典		0:14:29		14:29				0:24:57		0:39:26		m分ss秒.00				39:26		18		120A		0		18		１２０－Ａ		仁淀川町A		本澤　伸也		0:20:44		20:44				0:45:50		1:06:34		m分ss秒.00				1:06:34		18		018A		0		18		１８－Ａ		芸西村A		岡村　公順		0:20:18		20:18						0:20:18		m分ss秒.00				0:58:00		1:18:18		18		035A		0		18		３５－Ａ		本山町A		田岡　明		0:18:22		18:22				0:21:22		0:39:44		m分ss秒.00				1:46:18		18		202A		0		18		２０２－Ａ		香南市消防A		間城　祐介		0:14:56		14:56				0:37:03		0:51:59		m分ss秒.00				1:58:33		18		098A		0		18		９８－Ａ		仁淀消防A		矢野　直樹		0:09:45		09:45				0:50:53		1:00:38		m分ss秒.00				2:07:12

		19		056A		0		19		５６－Ａ		中土佐町A		小松　章悟		0:24:29		24:29						0:24:29		m分ss秒.00				24:29		19		121A		0		19		１２１－Ａ		香南市A		谷内　誠子		0:14:42		14:42				0:26:43		0:41:25		m分ss秒.00				41:25		19		054A		0		19		５４－Ａ		佐川町A		岡村　建介		0:20:55		20:55				0:38:44		0:59:39		m分ss秒.00				0:59:39		19		078A		0		19		７８－Ａ		高幡消防須崎A		國澤　智雄		0:20:35		20:35						0:20:35		m分ss秒.00				0:57:48		1:18:23		19		123A		0		19		１２３－Ａ		四万十町A		武田　正人		0:18:26		18:26				0:20:57		0:39:23		m分ss秒.00				1:39:02		19		122D		0		19		１２２－Ｄ		香美市D		小松　申尚		0:15:02		15:02				0:45:11		1:00:13		m分ss秒.00				1:59:52		19		040A		0		19		４０－Ａ		嶺北広域A		今西　芳彦		0:09:51		09:51				0:59:56		1:09:47		m分ss秒.00				2:09:26

		20		054A		0		20		５４－Ａ		佐川町A		下八川　久夫		0:24:33		24:33						0:24:33		m分ss秒.00				24:33		20		009B		0		20		９－Ｂ		土佐清水市B		山本　悟		0:14:51		14:51				0:32:46		0:47:37		m分ss秒.00				47:37		20		123B		0		20		１２３－Ｂ		四万十町B		中屋　大樹		0:21:03		21:03				0:42:15		1:03:18		m分ss秒.00				1:03:18		20		017A		0		20		１７－Ａ		馬路村A		木下　彰二		0:20:40		20:40						0:20:40		m分ss秒.00				1:06:18		1:26:58		20		001C		0		20		１－Ｃ		高知市C		山﨑　健星		0:18:32		18:32				0:19:47		0:38:19		m分ss秒.00				1:41:37		20		052A		0		20		５２－Ａ		春野町A		徳平　晶		0:15:10		15:10				0:41:50		0:57:00		m分ss秒.00				2:00:18		20		100A		0		20		１００－Ａ		幡多中央消防A		大﨑　淳介		0:09:57		09:57				0:57:27		1:07:24		m分ss秒.00				2:10:42

		21		044A		0		21		４４－Ａ		土佐町A		近藤　裕司		0:24:41		24:41						0:24:41		m分ss秒.00				24:41		21		015A		0		21		１５－Ａ		安田町A		有岡　憲作		0:14:54		14:54				0:29:10		0:44:04		m分ss秒.00				44:04		21		006A		0		21		６－Ａ		土佐市A		門田　知之		0:21:04		21:04				0:43:54		1:04:58		m分ss秒.00				1:04:58		21		062A		0		21		６２－Ａ		日高村A		今井　明秀		0:20:45		20:45						0:20:45		m分ss秒.00				1:06:16		1:27:01		20		100A		0		20		１００－Ａ		幡多中央消防A		渡辺　将幸		0:18:32		18:32				0:22:49		0:41:21		m分ss秒.00				1:46:19		21		007A		0		21		７－Ａ		四万十市A		佐田　公洋		0:15:11		15:11				0:38:26		0:53:37		m分ss秒.00				1:58:35		21		052A		0		21		５２－Ａ		春野町A		下村　武司		0:09:58		09:58				0:57:00		1:06:58		m分ss秒.00				2:11:56

		22		035A		0		22		３５－Ａ		本山町A		松葉　孝史		0:24:44		24:44						0:24:44		m分ss秒.00				24:44		22		100A		0		22		１００－Ａ		幡多中央消防A		上岡　三郎太		0:15:04		15:04				0:25:02		0:40:06		m分ss秒.00				40:06		22		001C		0		22		１－Ｃ		高知市C		徳広　祐一		0:21:05		21:05				0:41:14		1:02:19		m分ss秒.00				1:02:19		22		016A		0		22		１６－Ａ		北川村A		濵渦　朋裕		0:20:48		20:48						0:20:48		m分ss秒.00				1:10:22		1:31:10		22		078A		0		22		７８－Ａ		高幡消防須崎A		濱口　登史		0:18:34		18:34				0:20:35		0:39:09		m分ss秒.00				1:41:28		22		009A		0		22		９－Ａ		土佐清水市A		横山　周次		0:15:14		15:14				0:41:32		0:56:46		m分ss秒.00				1:59:05		21		123A		0		21		１２３－Ａ		四万十町A		長森　伸一		0:09:58		09:58				0:54:09		1:04:07		m分ss秒.00				2:06:26

		23		052A		0		23		５２－Ａ		春野町A		吉永　新司		0:24:57		24:57						0:24:57		m分ss秒.00				24:57		23		008A		0		23		８－Ａ		宿毛市A		濱田　紘一		0:15:10		15:10				0:28:21		0:43:31		m分ss秒.00				43:31		23		007C		0		23		７－Ｃ		四万十市C		村尾　貴幸		0:21:07		21:07				0:44:09		1:05:16		m分ss秒.00				1:05:16		23		123A		0		23		１２３－Ａ		四万十町A		沖野　慎吾		0:20:57		20:57						0:20:57		m分ss秒.00				0:57:13		1:18:10		23		052A		0		23		５２－Ａ		春野町A		徳弘　善文		0:18:42		18:42				0:23:08		0:41:50		m分ss秒.00				1:47:06		23		120A		0		23		１２０－Ａ		仁淀川町A		掛水　宏昭		0:15:15		15:15				0:41:14		0:56:29		m分ss秒.00				2:01:45		23		105A		0		23		１０５－Ａ		幡多西部消防A		九谷　高史		0:09:59		09:59				0:54:18		1:04:17		m分ss秒.00				2:09:33

		24		100A		0		24		１００－Ａ		幡多中央消防A		榮　保志		0:25:02		25:02						0:25:02		m分ss秒.00				25:02		24		001C		0		24		１－Ｃ		高知市C		植田　俊博		0:15:13		15:13				0:26:01		0:41:14		m分ss秒.00				41:14		24		005A		0		24		５－Ａ		須崎市A		弘瀬　敦也		0:21:12		21:12				0:42:36		1:03:48		m分ss秒.00				1:03:48		24		501A		0		24		５０１－Ａ		国保連合会A		市川　浩		0:20:58		20:58						0:20:58		m分ss秒.00				1:03:14		1:24:12		24		015A		0		24		１５－Ａ		安田町A		西山　直樹		0:18:50		18:50				0:22:54		0:41:44		m分ss秒.00				1:45:32		24		007C		0		24		７－Ｃ		四万十市C		佐川　徳和		0:15:24		15:24				0:41:43		0:57:07		m分ss秒.00				2:00:55		23		200A		0		23		２００－Ａ		安芸市消防A		寺岡　勝浩		0:09:59		09:59				0:53:07		1:03:06		m分ss秒.00				2:06:54

		25		201A		0		25		２０１－Ａ		土佐清水市消防A		秋元　政刀		0:25:22		25:22						0:25:22		m分ss秒.00				25:22		25		078A		0		25		７８－Ａ		高幡消防須崎A		児玉　好章		0:15:31		15:31				0:23:13		0:38:44		m分ss秒.00				38:44		25		501A		0		25		５０１－Ａ		国保連合会A		川村　勇生		0:21:19		21:19				0:41:55		1:03:14		m分ss秒.00				1:03:14		25		054A		0		25		５４－Ａ		佐川町A		中田　奈美		0:21:05		21:05						0:21:05		m分ss秒.00				0:59:39		1:20:44		25		048A		0		25		４８－Ａ		いの町A		筒井　誠人		0:18:59		18:59				0:21:31		0:40:30		m分ss秒.00				1:43:44		25		054A		0		25		５４－Ａ		佐川町A		久万沢　常晴		0:15:33		15:33				0:41:51		0:57:24		m分ss秒.00				2:00:38		25		009A		0		25		９－Ａ		土佐清水市A		濱田　公雄		0:10:01		10:01				0:56:46		1:06:47		m分ss秒.00				2:10:01

		26		202A		0		26		２０２－Ａ		香南市消防A		坂井　昭宏		0:25:28		25:28						0:25:28		m分ss秒.00				25:28		26		017A		0		26		１７－Ａ		馬路村A		高橋　晃		0:15:43		15:43				0:27:10		0:42:53		m分ss秒.00				42:53		26		201A		0		26		２０１－Ａ		土佐清水市消防A		池浦　公太		0:21:30		21:30				0:41:30		1:03:00		m分ss秒.00				1:03:00		26		004B		0		26		４－Ｂ		南国市B		高橋　元和		0:21:09		21:09						0:21:09		m分ss秒.00				1:06:25		1:27:34		25		120A		0		25		１２０－Ａ		仁淀川町A		中西　基		0:18:59		18:59				0:22:15		0:41:14		m分ss秒.00				1:44:14		26		062A		0		26		６２－Ａ		日高村A		大川　健輔		0:15:37		15:37				0:42:57		0:58:34		m分ss秒.00				2:01:34		26		078A		0		26		７８－Ａ		高幡消防須崎A		八木　俊之		0:10:02		10:02				0:54:00		1:04:02		m分ss秒.00				2:07:02

		27		122C		0		27		１２２－Ｃ		香美市C		大峯　啓之		0:25:48		25:48						0:25:48		m分ss秒.00				25:48		27		001E		0		27		１－Ｅ		高知市E(女子）		居本　智保		0:15:44		15:44				0:30:59		0:46:43		m分ss秒.00				46:43		27		124B		0		27		１２４－Ｂ		黒潮町B		岡崎　裕至		0:21:36		21:36				0:44:34		1:06:10		m分ss秒.00				1:06:10		27		200A		0		27		２００－Ａ		安芸市消防A		小原　隆宏		0:21:14		21:14						0:21:14		m分ss秒.00				0:54:34		1:15:48		27		018A		0		27		１８－Ａ		芸西村A		山本　浩孝		0:19:18		19:18				0:20:18		0:39:36		m分ss秒.00				1:45:46		27		063A		0		27		６３－Ａ		津野町A		大﨑　昭彦		0:15:56		15:56				0:44:21		1:00:17		m分ss秒.00				2:06:27		27		007C		0		27		７－Ｃ		四万十市C		柴　秀樹		0:10:10		10:10				0:57:07		1:07:17		m分ss秒.00				2:13:27

		28		062A		0		28		６２－Ａ		日高村A		前田　修平		0:25:55		25:55						0:25:55		m分ss秒.00				25:55		28		124B		0		28		１２４－Ｂ		黒潮町B		伊与木　秀人		0:15:45		15:45				0:28:49		0:44:34		m分ss秒.00				44:34		28		004B		0		28		４－Ｂ		南国市B		西山　明彦		0:21:42		21:42				0:44:43		1:06:25		m分ss秒.00				1:06:25		28		002A		0		28		２－Ａ		安芸市A		髙橋　峰彦		0:21:16		21:16						0:21:16		m分ss秒.00				1:07:12		1:28:28		28		038A		0		28		３８－Ａ		大豊町A		岡﨑　智樹		0:19:20		19:20				0:23:43		0:43:03		m分ss秒.00				1:49:28		28		124B		0		28		１２４－Ｂ		黒潮町B		門田　政史		0:16:01		16:01				0:40:48		0:56:49		m分ss秒.00				2:03:14		28		054A		0		28		５４－Ａ		佐川町A		古味　宏則		0:10:14		10:14				0:57:24		1:07:38		m分ss秒.00				2:14:03

		29		123B		0		29		１２３－Ｂ		四万十町B		長森　誠二		0:25:58		25:58						0:25:58		m分ss秒.00				25:58		29		006B		0		29		６－Ｂ		土佐市B		横田　琢也		0:15:48		15:48				0:30:53		0:46:41		m分ss秒.00				46:41		29		008A		0		29		８－Ａ		宿毛市A		宮本　健児		0:21:50		21:50				0:43:31		1:05:21		m分ss秒.00				1:05:21		29		035A		0		29		３５－Ａ		本山町A		渡邊　徳仁		0:21:22		21:22						0:21:22		m分ss秒.00				0:56:56		1:18:18		29		123B		0		29		１２３－Ｂ		四万十町B		萩原　隆一		0:19:31		19:31				0:21:41		0:41:12		m分ss秒.00				1:46:33		29		004B		0		29		４－Ｂ		南国市B		奥野　淳一		0:16:06		16:06				0:41:19		0:57:25		m分ss秒.00				2:02:46		29		007A		0		29		７－Ａ		四万十市A		小野　彰		0:10:21		10:21				0:53:37		1:03:58		m分ss秒.00				2:09:19

		30		001C		0		30		１－Ｃ		高知市C		松﨑　慶一		0:26:01		26:01						0:26:01		m分ss秒.00				26:01		30		123D		0		30		１２３－Ｄ		四万十町D		高橋　亮		0:15:52		15:52				0:27:47		0:43:39		m分ss秒.00				43:39		30		121A		0		30		１２１－Ａ		香南市A		立仙　泰章		0:21:51		21:51				0:41:25		1:03:16		m分ss秒.00				1:03:16		30		048A		0		30		４８－Ａ		いの町A		和田　耕明		0:21:31		21:31						0:21:31		m分ss秒.00				1:09:53		1:31:24		30		012A		0		30		１２－Ａ		東洋町A		奥村　忍		0:19:32		19:32				0:23:36		0:43:08		m分ss秒.00				1:46:24		29		100A		0		29		１００－Ａ		幡多中央消防A		竹﨑　健一		0:16:06		16:06				0:41:21		0:57:27		m分ss秒.00				2:00:43		30		017A		0		30		１７－Ａ		馬路村A		清岡　明徳		0:10:27		10:27				0:59:29		1:09:56		m分ss秒.00				2:13:12

		31		002A		0		31		２－Ａ		安芸市A		國藤　保志		0:26:31		26:31						0:26:31		m分ss秒.00				26:31		31		123E		0		31		１２３－Ｅ		四万十町E(女子）		谷　佐保		0:15:55		15:55				0:30:23		0:46:18		m分ss秒.00				46:18		31		040A		0		31		４０－Ａ		嶺北広域A		近藤　太一郎		0:21:52		21:52				0:48:15		1:10:07		m分ss秒.00				1:10:07		31		123B		0		31		１２３－Ｂ		四万十町B		北村　耕助		0:21:41		21:41						0:21:41		m分ss秒.00				1:03:18		1:24:59		31		017A		0		31		１７－Ａ		馬路村A		山﨑　出		0:19:54		19:54				0:20:40		0:40:34		m分ss秒.00				1:50:41		31		121A		0		31		１２１－Ａ		香南市A		岡本　和也		0:16:16		16:16				0:37:13		0:53:29		m分ss秒.00				2:03:36		31		092A		0		31		９２－Ａ		土佐市民病院A		横川　克也		0:10:33		10:33				1:11:00		1:21:33		m分ss秒.00				2:31:40

		32		121A		0		32		１２１－Ａ		香南市A		西内　豊明		0:26:43		26:43						0:26:43		m分ss秒.00				26:43		32		009A		0		32		９－Ａ		土佐清水市A		芝岡　恵三		0:16:04		16:04				0:21:53		0:37:57		m分ss秒.00				37:57		32		123D		0		32		１２３－Ｄ		四万十町D		野中　国世		0:21:57		21:57				0:43:39		1:05:36		m分ss秒.00				1:05:36		32		008A		0		32		８－Ａ		宿毛市A		豊島　裕一		0:21:43		21:43						0:21:43		m分ss秒.00				1:05:21		1:27:04		32		040A		0		32		４０－Ａ		嶺北広域A		高橋　隆伸		0:20:02		20:02				0:22:45		0:42:47		m分ss秒.00				1:48:23		32		059A		0		32		５９－Ａ		梼原町A		松山　秀典		0:16:22		16:22				0:48:55		1:05:17		m分ss秒.00				2:10:53		32		004B		0		32		４－Ｂ		南国市B		小原　良一		0:10:37		10:37				0:57:25		1:08:02		m分ss秒.00				2:13:38

		33		006A		0		33		６－Ａ		土佐市A		片岡　孝夫		0:26:52		26:52						0:26:52		m分ss秒.00				26:52		33		122C		0		33		１２２－Ｃ		香美市C		竹平　隆一		0:16:05		16:05				0:25:48		0:41:53		m分ss秒.00				41:53		33		009A		0		33		９－Ａ		土佐清水市A		楠目　生		0:22:02		22:02				0:37:57		0:59:59		m分ss秒.00				0:59:59		33		105A		0		33		１０５－Ａ		幡多西部消防A		坂田　淳		0:21:58		21:58						0:21:58		m分ss秒.00				1:01:19		1:23:17		33		501A		0		33		５０１－Ａ		国保連合会A		堀川　美香		0:20:05		20:05				0:20:58		0:41:03		m分ss秒.00				1:41:02		33		122C		0		33		１２２－Ｃ		香美市C		吉村　泰典		0:16:25		16:25				0:38:31		0:54:56		m分ss秒.00				1:54:55		33		501A		0		33		５０１－Ａ		国保連合会A		山形　大吾		0:10:39		10:39				1:01:45		1:12:24		m分ss秒.00				2:12:23

		34		007A		0		34		７－Ａ		四万十市A		加藤　武		0:27:09		27:09						0:27:09		m分ss秒.00				27:09		34		201A		0		34		２０１－Ａ		土佐清水市消防A		梅本　泰吏		0:16:08		16:08				0:25:22		0:41:30		m分ss秒.00				41:30		34		013A		0		34		１３－Ａ		奈半利町A		利岡　篤史		0:22:03		22:03				0:46:03		1:08:06		m分ss秒.00				1:08:06		34		122D		0		34		１２２－Ｄ		香美市D		小松　慶久		0:22:00		22:00						0:22:00		m分ss秒.00				1:10:08		1:32:08		34		004B		0		34		４－Ｂ		南国市B		川田　博司		0:20:10		20:10				0:21:09		0:41:19		m分ss秒.00				1:49:25		34		056A		0		34		５６－Ａ		中土佐町A		高木　吉規		0:16:38		16:38				0:46:21		1:02:59		m分ss秒.00				2:11:05		34		122C		0		34		１２２－Ｃ		香美市C		田村　剛		0:10:45		10:45				0:54:56		1:05:41		m分ss秒.00				2:13:47

		35		017A		0		35		１７－Ａ		馬路村A		井上　真共		0:27:10		27:10						0:27:10		m分ss秒.00				27:10		35		048A		0		35		４８－Ａ		いの町A		勝賀瀬　望		0:16:11		16:11				0:29:58		0:46:09		m分ss秒.00				46:09		35		122C		0		35		１２２－Ｃ		香美市C		古井　洋一		0:22:07		22:07				0:41:53		1:04:00		m分ss秒.00				1:04:00		35		120A		0		35		１２０－Ａ		仁淀川町A		沖　勇一		0:22:15		22:15						0:22:15		m分ss秒.00				1:06:34		1:28:49		35		002A		0		35		２－Ａ		安芸市A		正岡　伸悟		0:20:17		20:17				0:21:16		0:41:33		m分ss秒.00				1:45:33		35		123B		0		35		１２３－Ｂ		四万十町B		義村　貴明		0:16:48		16:48				0:41:12		0:58:00		m分ss秒.00				2:02:00		35		008A		0		35		８－Ａ		宿毛市A		畠中　健一		0:10:46		10:46				1:00:29		1:11:15		m分ss秒.00				2:15:15

		36		012A		0		36		１２－Ａ		東洋町A		大坪　靖幸		0:27:23		27:23						0:27:23		m分ss秒.00				27:23		36		123B		0		36		１２３－Ｂ		四万十町B		林　和利		0:16:17		16:17				0:25:58		0:42:15		m分ss秒.00				42:15		36		001E		0		36		１－Ｅ		高知市E(女子）		田所　佐和子		0:22:23		22:23				0:46:43		1:09:06		m分ss秒.00				1:09:06		36		124B		0		36		１２４－Ｂ		黒潮町B		渡辺　大和		0:22:37		22:37						0:22:37		m分ss秒.00				1:06:10		1:28:47		36		063A		0		36		６３－Ａ		津野町A		川田　明男		0:20:22		20:22				0:23:59		0:44:21		m分ss秒.00				1:53:27		36		008A		0		36		８－Ａ		宿毛市A		寺田　多志		0:16:52		16:52				0:43:37		1:00:29		m分ss秒.00				2:09:35		35		062A		0		35		６２－Ａ		日高村A		坂東　隆一		0:10:46		10:46				0:58:34		1:09:20		m分ss秒.00				2:18:26

		37		501A		0		37		５０１－Ａ		国保連合会A		和田　教雅		0:27:36		27:36						0:27:36		m分ss秒.00				27:36		37		004B		0		37		４－Ｂ		南国市B		合田　暁央		0:16:21		16:21				0:28:22		0:44:43		m分ss秒.00				44:43		37		124C		0		37		１２４－Ｃ		黒潮町C		宮上　昌人		0:22:26		22:26				0:46:02		1:08:28		m分ss秒.00				1:08:28		37		040A		0		37		４０－Ａ		嶺北広域A		岡部　和也		0:22:45		22:45						0:22:45		m分ss秒.00				1:10:07		1:32:52		37		123D		0		37		１２３－Ｄ		四万十町D		水田　直哉		0:20:24		20:24				0:25:02		0:45:26		m分ss秒.00				1:53:54		37		018A		0		37		１８－Ａ		芸西村A		吉永　卓史		0:16:58		16:58				0:39:36		0:56:34		m分ss秒.00				2:05:02		35		121A		0		35		１２１－Ａ		香南市A		山本　八也		0:10:46		10:46				0:53:29		1:04:15		m分ss秒.00				2:12:43

		38		007C		0		38		７－Ｃ		四万十市C		竹葉　洋輔		0:27:40		27:40						0:27:40		m分ss秒.00				27:40		37		007A		0		37		７－Ａ		四万十市A		伊勢脇　正大		0:16:21		16:21				0:27:09		0:43:30		m分ss秒.00				43:30		38		122D		0		38		１２２－Ｄ		香美市D		恒石　政志		0:22:32		22:32				0:47:36		1:10:08		m分ss秒.00				1:10:08		38		100A		0		38		１００－Ａ		幡多中央消防A		池本　豪		0:22:49		22:49						0:22:49		m分ss秒.00				1:06:33		1:29:22		37		201A		0		37		２０１－Ａ		土佐清水市消防A		和泉　公朗		0:20:24		20:24				0:18:10		0:38:34		m分ss秒.00				1:48:42		37		124C		0		37		１２４－Ｃ		黒潮町C		斉藤　長久		0:16:58		16:58				0:41:32		0:58:30		m分ss秒.00				2:08:38		38		013A		0		38		１３－Ａ		奈半利町A		和田　正樹		0:10:49		10:49				1:06:34		1:17:23		m分ss秒.00				2:27:31

		39		071A		0		39		７１－Ａ		大月町A		横山　聖		0:27:44		27:44						0:27:44		m分ss秒.00				27:44		39		007C		0		39		７－Ｃ		四万十市C		宇都宮　朋彦		0:16:29		16:29				0:27:40		0:44:09		m分ss秒.00				44:09		39		056A		0		39		５６－Ａ		中土佐町A		吉村　知久		0:22:44		22:44				0:41:02		1:03:46		m分ss秒.00				1:03:46		39		122C		0		39		１２２－Ｃ		香美市C		池澤　卓也		0:22:52		22:52						0:22:52		m分ss秒.00				1:04:00		1:26:52		39		005A		0		39		５－Ａ		須崎市A		森光　和明		0:20:45		20:45				0:27:29		0:48:14		m分ss秒.00				1:52:00		39		002A		0		39		２－Ａ		安芸市A		並川　博行		0:17:09		17:09				0:41:33		0:58:42		m分ss秒.00				2:02:28		39		063A		0		39		６３－Ａ		津野町A		豊田　庄二		0:10:51		10:51				1:00:17		1:11:08		m分ss秒.00				2:14:54

		40		123D		0		40		１２３－Ｄ		四万十町D		津野　史司		0:27:47		27:47						0:27:47		m分ss秒.00				27:47		40		056A		0		40		５６－Ａ		中土佐町A		日林　靖典		0:16:33		16:33				0:24:29		0:41:02		m分ss秒.00				41:02		40		003A		0		40		３－Ａ		室戸市A		大西　亨		0:22:48		22:48				0:49:37		1:12:25		m分ss秒.00				1:12:25		40		015A		0		40		１５－Ａ		安田町A		中川　剛		0:22:54		22:54						0:22:54		m分ss秒.00				1:07:47		1:30:41		40		054A		0		40		５４－Ａ		佐川町A		松本　久男		0:20:46		20:46				0:21:05		0:41:51		m分ss秒.00				1:54:16		39		040A		0		39		４０－Ａ		嶺北広域A		小笠原　和則		0:17:09		17:09				0:42:47		0:59:56		m分ss秒.00				2:12:21		40		012A		0		40		１２－Ａ		東洋町A		小池　昭平		0:11:04		11:04				1:01:21		1:12:25		m分ss秒.00				2:24:50

		41		092A		0		41		９２－Ａ		土佐市民病院A		三谷　浩明		0:27:54		27:54						0:27:54		m分ss秒.00				27:54		41		062A		0		41		６２－Ａ		日高村A		松本　直久		0:16:38		16:38				0:25:55		0:42:33		m分ss秒.00				42:33		41		016A		0		41		１６－Ａ		北川村A		大久保　茂栄		0:23:00		23:00				0:47:22		1:10:22		m分ss秒.00				1:10:22		41		052A		0		41		５２－Ａ		春野町A		雨森　健高		0:23:08		23:08						0:23:08		m分ss秒.00				0:56:30		1:19:38		41		007A		0		41		７－Ａ		四万十市A		宮﨑　勝也		0:20:59		20:59				0:17:27		0:38:26		m分ss秒.00				1:48:48		41		123C		0		41		１２３－Ｃ		四万十町C		冨田　努		0:17:11		17:11				0:54:20		1:11:31		m分ss秒.00				2:21:53		41		048A		0		41		４８－Ａ		いの町A		小泉　清人		0:11:10		11:10				1:01:50		1:13:00		m分ss秒.00				2:23:22

		42		016A		0		42		１６－Ａ		北川村A		濵渦　隆司		0:28:16		28:16						0:28:16		m分ss秒.00				28:16		42		122D		0		42		１２２－Ｄ		香美市D		依光　隆司		0:16:42		16:42				0:30:54		0:47:36		m分ss秒.00				47:36		42		105A		0		42		１０５－Ａ		幡多西部消防A		澤近　卓		0:23:01		23:01				0:38:18		1:01:19		m分ss秒.00				1:01:19		42		003A		0		42		３－Ａ		室戸市A		久保　耕一		0:23:15		23:15						0:23:15		m分ss秒.00				1:12:25		1:35:40		42		016A		0		42		１６－Ａ		北川村A		藤澤　文彦		0:21:07		21:07				0:20:48		0:41:55		m分ss秒.00				1:43:14		42		015A		0		42		１５－Ａ		安田町A		西尾　辰徳		0:17:21		17:21				0:41:44		0:59:05		m分ss秒.00				2:00:24		42		003A		0		42		３－Ａ		室戸市A		田渕　信量		0:11:16		11:16				1:06:50		1:18:06		m分ss秒.00				2:19:25

		43		008A		0		43		８－Ａ		宿毛市A		土居　祐仁		0:28:21		28:21						0:28:21		m分ss秒.00				28:21		43		018A		0		43		１８－Ａ		芸西村A		手島　真由美		0:16:46		16:46				0:23:48		0:40:34		m分ss秒.00				40:34		43		007A		0		43		７－Ａ		四万十市A		中山　良		0:23:17		23:17				0:43:30		1:06:47		m分ss秒.00				1:06:47		43		001E		0		43		１－Ｅ		高知市E(女子）		松岡　真理		0:23:16		23:16						0:23:16		m分ss秒.00				1:09:06		1:32:22		43		001E		0		43		１－Ｅ		高知市E(女子）		中村　公子		0:21:19		21:19				0:23:16		0:44:35		m分ss秒.00				1:51:22		43		071A		0		43		７１－Ａ		大月町A		松田　耕一		0:17:22		17:22				0:49:09		1:06:31		m分ss秒.00				2:13:18		43		005B		0		43		５－Ｂ		須崎市B		畔元　隆弘		0:11:17		11:17				1:11:12		1:22:29		m分ss秒.00				2:29:16

		44		004B		0		44		４－Ｂ		南国市B		田所　卓也		0:28:22		28:22						0:28:22		m分ss秒.00				28:22		44		122B		0		44		１２２－Ｂ		香美市B		中川　英斉		0:16:49		16:49				0:29:03		0:45:52		m分ss秒.00				45:52		44		017A		0		44		１７－Ａ		馬路村A		伊吹　卓哉		0:23:25		23:25				0:42:53		1:06:18		m分ss秒.00				1:06:18		44		012A		0		44		１２－Ａ		東洋町A		生田　憲一		0:23:36		23:36						0:23:36		m分ss秒.00				1:11:26		1:35:02		44		007B		0		44		７－Ｂ		四万十市B		安岡　栄治		0:21:20		21:20				0:25:17		0:46:37		m分ss秒.00				1:52:55		44		001E		0		44		１－Ｅ		高知市E(女子）		永野　未晴		0:17:25		17:25				0:44:35		1:02:00		m分ss秒.00				2:08:18		44		007D		0		44		７－Ｄ		四万十市D		浦宗　康		0:11:20		11:20				1:06:43		1:18:03		m分ss秒.00				2:24:21

		45		124C		0		45		１２４－Ｃ		黒潮町C		周治　正崇		0:28:27		28:27						0:28:27		m分ss秒.00				28:27		45		092A		0		45		９２－Ａ		土佐市民病院A		元親　裕志		0:16:50		16:50				0:27:54		0:44:44		m分ss秒.00				44:44		45		002A		0		45		２－Ａ		安芸市A		川村　健		0:23:42		23:42				0:43:30		1:07:12		m分ss秒.00				1:07:12		45		006B		0		45		６－Ｂ		土佐市B		矢野　康孝		0:23:40		23:40						0:23:40		m分ss秒.00				1:12:42		1:36:22		45		124C		0		45		１２４－Ｃ		黒潮町C		國友　広和		0:21:27		21:27				0:20:05		0:41:32		m分ss秒.00				1:48:44		45		123E		0		45		１２３－Ｅ		四万十町E(女子）		武内　由美		0:17:26		17:26				0:50:32		1:07:58		m分ss秒.00				2:15:10		45		124D		0		45		１２４－Ｄ		黒潮町D		宮地　洋		0:11:32		11:32				1:08:40		1:20:12		m分ss秒.00				2:27:24

		46		120A		0		46		１２０－Ａ		仁淀川町A		古味　伸彦		0:28:32		28:32						0:28:32		m分ss秒.00				28:32		46		071A		0		46		７１－Ａ		大月町A		山下　清司		0:16:54		16:54				0:27:44		0:44:38		m分ss秒.00				44:38		45		123C		0		45		１２３－Ｃ		四万十町C		林　久志		0:23:42		23:42				0:46:46		1:10:28		m分ss秒.00				1:10:28		46		038A		0		46		３８－Ａ		大豊町A		吉田　雄造		0:23:43		23:43						0:23:43		m分ss秒.00				1:18:02		1:41:45		46		056A		0		46		５６－Ａ		中土佐町A		黒岩　陽介		0:21:40		21:40				0:24:41		0:46:21		m分ss秒.00				1:56:49		46		007B		0		46		７－Ｂ		四万十市B		小野　慎二		0:17:28		17:28				0:46:37		1:04:05		m分ss秒.00				2:14:33		46		201A		0		46		２０１－Ａ		土佐清水市消防A		西田　和啓		0:11:33		11:33				0:57:38		1:09:11		m分ss秒.00				2:19:39

		47		013A		0		47		１３－Ａ		奈半利町A		五味　雅仁		0:28:38		28:38						0:28:38		m分ss秒.00				28:38		47		002A		0		47		２－Ａ		安芸市A		三宮　一仁		0:16:59		16:59				0:26:31		0:43:30		m分ss秒.00				43:30		47		015A		0		47		１５－Ａ		安田町A		有澤　朋哉		0:23:43		23:43				0:44:04		1:07:47		m分ss秒.00				1:07:47		47		121B		0		47		１２１－Ｂ		香南市B		近森　紳也		0:23:47		23:47						0:23:47		m分ss秒.00				1:19:54		1:43:41		47		007D		0		47		７－Ｄ		四万十市D		山中　康世		0:21:50		21:50				0:26:51		0:48:41		m分ss秒.00				1:56:28		47		122B		0		47		１２２－Ｂ		香美市B		高橋　千恵		0:17:43		17:43				0:47:01		1:04:44		m分ss秒.00				2:12:31		47		001E		0		47		１－Ｅ		高知市E(女子）		有澤　知江		0:11:34		11:34				1:02:00		1:13:34		m分ss秒.00				2:21:21

		48		063A		0		48		６３－Ａ		津野町A		市川　弘		0:28:42		28:42						0:28:42		m分ss秒.00				28:42		48		006A		0		48		６－Ａ		土佐市A		山﨑　一宏		0:17:02		17:02				0:26:52		0:43:54		m分ss秒.00				43:54		47		062A		0		47		６２－Ａ		日高村A		西村　篤史		0:23:43		23:43				0:42:33		1:06:16		m分ss秒.00				1:06:16		48		063A		0		48		６３－Ａ		津野町A		鍋島　浩一		0:23:59		23:59						0:23:59		m分ss秒.00				1:13:12		1:37:11		48		008A		0		48		８－Ａ		宿毛市A		埜々下　哲広		0:21:54		21:54				0:21:43		0:43:37		m分ss秒.00				1:49:53		48		013A		0		48		１３－Ａ		奈半利町A		川島　智		0:17:51		17:51				0:48:43		1:06:34		m分ss秒.00				2:12:50		48		007B		0		48		７－Ｂ		四万十市B		渡辺　昌彦		0:11:37		11:37				1:04:05		1:15:42		m分ss秒.00				2:21:58

		49		124B		0		49		１２４－Ｂ		黒潮町B		柿本　一成		0:28:49		28:49						0:28:49		m分ss秒.00				28:49		49		059A		0		49		５９－Ａ		梼原町A		中越　祝子		0:17:12		17:12				0:32:13		0:49:25		m分ss秒.00				49:25		49		048A		0		49		４８－Ａ		いの町A		吉良　高秀		0:23:44		23:44				0:46:09		1:09:53		m分ss秒.00				1:09:53		49		071A		0		49		７１－Ａ		大月町A		乾　夏夫		0:24:07		24:07						0:24:07		m分ss秒.00				1:11:11		1:35:18		49		013A		0		49		１３－Ａ		奈半利町A		下村　卓徳		0:22:01		22:01				0:26:42		0:48:43		m分ss秒.00				1:58:36		49		016A		0		49		１６－Ａ		北川村A		田中　勝之		0:17:54		17:54				0:41:55		0:59:49		m分ss秒.00				2:09:42		49		056A		0		49		５６－Ａ		中土佐町A		津野　誠		0:11:41		11:41				1:02:59		1:14:40		m分ss秒.00				2:24:33

		50		122B		0		50		１２２－Ｂ		香美市B		宗石　康弘		0:29:03		29:03						0:29:03		m分ss秒.00				29:03		50		048C		0		50		４８－Ｃ		いの町C		石川　晃		0:17:17		17:17				0:24:09		0:41:26		m分ss秒.00				41:26		50		008C		0		50		８－Ｃ		宿毛市C		笠井　明子		0:24:03		24:03				0:54:34		1:18:37		m分ss秒.00				1:18:37		50		008B		0		50		８－Ｂ		宿毛市B		安本　剛		0:24:17		24:17						0:24:17		m分ss秒.00				1:18:20		1:42:37		50		062A		0		50		６２－Ａ		日高村A		片岡　信次		0:22:12		22:12				0:20:45		0:42:57		m分ss秒.00				2:01:34		50		007D		0		50		７－Ｄ		四万十市D		稲田　修		0:18:02		18:02				0:48:41		1:06:43		m分ss秒.00				2:25:20		51		002A		0		51		２－Ａ		安芸市A		小松　佑也		0:11:49		11:49				0:58:42		1:10:31		m分ss秒.00				2:29:08

		51		015A		0		51		１５－Ａ		安田町A		手島　一憲		0:29:10		29:10						0:29:10		m分ss秒.00				29:10		51		120A		0		51		１２０－Ａ		仁淀川町A		大野　裕典		0:17:18		17:18				0:28:32		0:45:50		m分ss秒.00				45:50		51		044A		0		51		４４－Ａ		土佐町A		川村　圭祐		0:24:11		24:11				0:46:20		1:10:31		m分ss秒.00				1:10:31		51		007C		0		51		７－Ｃ		四万十市C		篠田　光男		0:24:20		24:20						0:24:20		m分ss秒.00				1:05:16		1:29:36		51		006A		0		51		６－Ａ		土佐市A		佐竹　俊文		0:22:18		22:18				0:25:52		0:48:10		m分ss秒.00				1:58:41		51		121B		0		51		１２１－Ｂ		香南市B		田中　菜生		0:18:09		18:09				0:47:40		1:05:49		m分ss秒.00				2:16:20		52		059A		0		52		５９－Ａ		梼原町A		大川　真一郎		0:11:51		11:51				1:05:17		1:17:08		m分ss秒.00				2:27:39

		52		123C		0		52		１２３－Ｃ		四万十町C		下司　康弘		0:29:28		29:28						0:29:28		m分ss秒.00				29:28		51		123C		0		51		１２３－Ｃ		四万十町C		田辺　俊輔		0:17:18		17:18				0:29:28		0:46:46		m分ss秒.00				46:46		52		007D		0		52		７－Ｄ		四万十市D		濱田　亮丞		0:24:13		24:13				0:52:03		1:16:16		m分ss秒.00				1:16:16		52		122B		0		52		１２２－Ｂ		香美市B		小松　晶秀		0:24:33		24:33						0:24:33		m分ss秒.00				1:10:40		1:35:13		51		124D		0		51		１２４－Ｄ		黒潮町D		沢原　浩二		0:22:18		22:18				0:26:44		0:49:02		m分ss秒.00				2:05:18		52		012A		0		52		１２－Ａ		東洋町A		北川　晃彦		0:18:13		18:13				0:43:08		1:01:21		m分ss秒.00				2:17:37		53		048C		0		53		４８－Ｃ		いの町C		下元　清隆		0:11:54		11:54				1:17:47		1:29:41		m分ss秒.00				2:45:57

		53		007B		0		53		７－Ｂ		四万十市B		岡田　洋		0:29:36		29:36						0:29:36		m分ss秒.00				29:36		53		003A		0		53		３－Ａ		室戸市A		森下　泉		0:17:24		17:24				0:32:13		0:49:37		m分ss秒.00				49:37		53		048B		0		53		４８－Ｂ		いの町B		北川　博章		0:24:30		24:30				0:52:08		1:16:38		m分ss秒.00				1:16:38		53		056A		0		53		５６－Ａ		中土佐町A		吉岡　卓宣		0:24:41		24:41						0:24:41		m分ss秒.00				1:03:46		1:28:27		53		006B		0		53		６－Ｂ		土佐市B		柴田　真希		0:22:28		22:28				0:23:40		0:46:08		m分ss秒.00				2:02:46		53		003A		0		53		３－Ａ		室戸市A		山下　武史		0:18:15		18:15				0:48:35		1:06:50		m分ss秒.00				2:23:28		54		044A		0		54		４４－Ａ		土佐町A		澤田　智則		0:12:09		12:09				1:06:32		1:18:41		m分ss秒.00				2:35:19

		54		048A		0		54		４８－Ａ		いの町A		土居　晃		0:29:58		29:58						0:29:58		m分ss秒.00				29:58		54		013A		0		54		１３－Ａ		奈半利町A		礒部　敏幸		0:17:25		17:25				0:28:38		0:46:03		m分ss秒.00				46:03		54		092A		0		54		９２－Ａ		土佐市民病院A		下元　伸支		0:24:36		24:36				0:44:44		1:09:20		m分ss秒.00				1:09:20		54		009B		0		54		９－Ｂ		土佐清水市B		宮地　一豊		0:24:52		24:52						0:24:52		m分ss秒.00				1:15:03		1:39:55		54		122B		0		54		１２２－Ｂ		香美市B		野島　昭彦		0:22:28		22:28				0:24:33		0:47:01		m分ss秒.00				1:56:21		54		044A		0		54		４４－Ａ		土佐町A		杉本　啓		0:18:29		18:29				0:48:03		1:06:32		m分ss秒.00				2:15:52		55		121B		0		55		１２１－Ｂ		香南市B		黒瀬　美鈴		0:12:10		12:10				1:05:49		1:17:59		m分ss秒.00				2:27:19

		55		123E		0		55		１２３－Ｅ		四万十町E(女子）		高橋　ゆか		0:30:23		30:23						0:30:23		m分ss秒.00				30:23		55		008B		0		55		８－Ｂ		宿毛市B		岩村　研治		0:17:30		17:30				0:34:07		0:51:37		m分ss秒.00				51:37		55		122B		0		55		１２２－Ｂ		香美市B		法光院　晶一		0:24:48		24:48				0:45:52		1:10:40		m分ss秒.00				1:10:40		55		123D		0		55		１２３－Ｄ		四万十町D		坂本　克久		0:25:02		25:02						0:25:02		m分ss秒.00				1:05:36		1:30:38		55		092A		0		55		９２－Ａ		土佐市民病院A		山中　孝志		0:22:30		22:30				0:28:47		0:51:17		m分ss秒.00				2:01:57		55		009B		0		55		９－Ｂ		土佐清水市B		榊原　俊樹		0:18:49		18:49				0:49:26		1:08:15		m分ss秒.00				2:18:55		56		016A		0		56		１６－Ａ		北川村A		島田　圭佑		0:12:16		12:16				0:59:49		1:12:05		m分ss秒.00				2:22:45

		56		040A		0		56		４０－Ａ		嶺北広域A		小笠原　和行		0:30:31		30:31						0:30:31		m分ss秒.00				30:31		56		038A		0		56		３８－Ａ		大豊町A		河野　大仁		0:17:35		17:35				0:31:45		0:49:20		m分ss秒.00				49:20		56		048C		0		56		４８－Ｃ		いの町C		西川　啓二		0:24:56		24:56				0:41:26		1:06:22		m分ss秒.00				1:06:22		56		005B		0		56		５－Ｂ		須崎市B		森光　澄夫		0:25:15		25:15						0:25:15		m分ss秒.00				1:22:13		1:47:28		56		044A		0		56		４４－Ａ		土佐町A		和田　孝弘		0:22:34		22:34				0:25:29		0:48:03		m分ss秒.00				1:54:25		56		017A		0		56		１７－Ａ		馬路村A		高芝　俊二		0:18:55		18:55				0:40:34		0:59:29		m分ss秒.00				2:05:51		57		008B		0		57		８－Ｂ		宿毛市B		山岡　敏樹		0:12:22		12:22				1:15:13		1:27:35		m分ss秒.00				2:33:57

		57		007E		0		57		７－Ｅ		四万十市E(女子）		中田　智子		0:30:41		30:41						0:30:41		m分ss秒.00				30:41		56		124C		0		56		１２４－Ｃ		黒潮町C		松井　正明		0:17:35		17:35				0:28:27		0:46:02		m分ss秒.00				46:02		56		124D		0		56		１２４－Ｄ		黒潮町D		藤本　英		0:24:56		24:56				0:51:01		1:15:57		m分ss秒.00				1:15:57		57		007B		0		57		７－Ｂ		四万十市B		松岡　正大		0:25:17		25:17						0:25:17		m分ss秒.00				1:17:43		1:43:00		57		059A		0		57		５９－Ａ		梼原町A		中越　光恵		0:22:54		22:54				0:26:01		0:48:55		m分ss秒.00				2:04:52		57		201A		0		57		２０１－Ａ		土佐清水市消防A		手島　仁		0:19:04		19:04				0:38:34		0:57:38		m分ss秒.00				2:13:35		58		120A		0		58		１２０－Ａ		仁淀川町A		片岡　良孝		0:12:23		12:23				0:56:29		1:08:52		m分ss秒.00				2:24:49

		58		006B		0		58		６－Ｂ		土佐市B		佐々木　英二		0:30:53		30:53						0:30:53		m分ss秒.00				30:53		58		012A		0		58		１２－Ａ		東洋町A		蛭子　浩久		0:17:36		17:36				0:27:23		0:44:59		m分ss秒.00				44:59		58		063A		0		58		６３－Ａ		津野町A		西森　正浩		0:25:05		25:05				0:48:07		1:13:12		m分ss秒.00				1:13:12		57		048B		0		57		４８－Ｂ		いの町B		中岡　孝幸		0:25:17		25:17						0:25:17		m分ss秒.00				1:16:38		1:41:55		58		122D		0		58		１２２－Ｄ		香美市D		森下　研		0:23:11		23:11				0:22:00		0:45:11		m分ss秒.00				1:58:23		58		124D		0		58		１２４－Ｄ		黒潮町D		藤本　心		0:19:38		19:38				0:49:02		1:08:40		m分ss秒.00				2:21:52		59		123D		0		59		１２３－Ｄ		四万十町D		井上　義之		0:12:27		12:27				1:05:27		1:17:54		m分ss秒.00				2:31:06

		59		122D		0		59		１２２－Ｄ		香美市D		日和佐　干城		0:30:54		30:54						0:30:54		m分ss秒.00				30:54		59		040A		0		59		４０－Ａ		嶺北広域A		川村　諭		0:17:44		17:44				0:30:31		0:48:15		m分ss秒.00				48:15		59		059A		0		59		５９－Ａ		梼原町A		岡本　浩一		0:25:16		25:16				0:49:25		1:14:41		m分ss秒.00				1:14:41		59		044A		0		59		４４－Ａ		土佐町A		伊藤　敏雄		0:25:29		25:29						0:25:29		m分ss秒.00				1:10:31		1:36:00		59		005B		0		59		５－Ｂ		須崎市B		津野　修		0:23:20		23:20				0:25:15		0:48:35		m分ss秒.00				2:03:16		59		092A		0		59		９２－Ａ		土佐市民病院A		松森　保道		0:19:43		19:43				0:51:17		1:11:00		m分ss秒.00				2:25:41		60		123C		0		60		１２３－Ｃ		四万十町C		山本　康雄		0:12:41		12:41				1:11:31		1:24:12		m分ss秒.00				2:38:53

		60		001E		0		60		１－Ｅ		高知市E(女子）		宮崎　純代		0:30:59		30:59						0:30:59		m分ss秒.00				30:59		60		007B		0		60		７－Ｂ		四万十市B		桑原　克能		0:17:50		17:50				0:29:36		0:47:26		m分ss秒.00				47:26		60		007E		0		60		７－Ｅ		四万十市E(女子）		竹田　充		0:25:33		25:33				0:53:47		1:19:20		m分ss秒.00				1:19:20		60		006A		0		60		６－Ａ		土佐市A		森下　卓也		0:25:52		25:52						0:25:52		m分ss秒.00				1:04:58		1:30:50		60		123E		0		60		１２３－Ｅ		四万十町E(女子）		中城　真由子		0:23:31		23:31				0:27:01		0:50:32		m分ss秒.00				2:09:52		60		006A		0		60		６－Ａ		土佐市A		石元　裕乃		0:20:01		20:01				0:48:10		1:08:11		m分ss秒.00				2:27:31		61		009B		0		61		９－Ｂ		土佐清水市B		稲田　誠		0:12:44		12:44				1:08:15		1:20:59		m分ss秒.00				2:40:19

		61		038A		0		61		３８－Ａ		大豊町A		永野　尊教		0:31:45		31:45						0:31:45		m分ss秒.00				31:45		61		007D		0		61		７－Ｄ		四万十市D		村上　正彦		0:17:52		17:52				0:34:11		0:52:03		m分ss秒.00				52:03		61		006B		0		61		６－Ｂ		土佐市B		金子　圭吾		0:26:01		26:01				0:46:41		1:12:42		m分ss秒.00				1:12:42		61		059A		0		61		５９－Ａ		梼原町A		坂本　重文		0:26:01		26:01						0:26:01		m分ss秒.00				1:14:41		1:40:42		61		035C		0		61		３５－Ｃ		本山町C(女子）		秋山　恵美		0:23:48		23:48				0:28:08		0:51:56		m分ss秒.00				2:04:38		60		035C		0		60		３５－Ｃ		本山町C(女子）		上村　有美		0:20:01		20:01				0:51:56		1:11:57		m分ss秒.00				2:24:39		62		015A		0		62		１５－Ａ		安田町A		中山　初男		0:12:45		12:45				0:59:05		1:11:50		m分ss秒.00				2:24:32

		62		124D		0		62		１２４－Ｄ		黒潮町D		金子　富太		0:32:04		32:04						0:32:04		m分ss秒.00				32:04		62		005A		0		62		５－Ａ		須崎市A		吉本　加津代		0:18:17		18:17				0:24:19		0:42:36		m分ss秒.00				42:36		62		012A		0		62		１２－Ａ		東洋町A		伊吹　真貴博		0:26:27		26:27				0:44:59		1:11:26		m分ss秒.00				1:11:26		62		008C		0		62		８－Ｃ		宿毛市C		中福　智子		0:26:28		26:28						0:26:28		m分ss秒.00				1:18:37		1:45:05		62		121B		0		62		１２１－Ｂ		香南市B		竹村　和花		0:23:53		23:53				0:23:47		0:47:40		m分ss秒.00				1:59:06		60		123D		0		60		１２３－Ｄ		四万十町D		桑瀬　正一		0:20:01		20:01				0:45:26		1:05:27		m分ss秒.00				2:16:53		62		035C		0		62		３５－Ｃ		本山町C(女子）		横山　奈那		0:12:45		12:45				1:11:57		1:24:42		m分ss秒.00				2:36:08

		63		003A		0		63		３－Ａ		室戸市A		冨士原　夏樹		0:32:13		32:13						0:32:13		m分ss秒.00				32:13		63		124D		0		63		１２４－Ｄ		黒潮町D		森　義胤		0:18:57		18:57				0:32:04		0:51:01		m分ss秒.00				51:01		62		100A		0		62		１００－Ａ		幡多中央消防A		沖　晃次		0:26:27		26:27				0:40:06		1:06:33		m分ss秒.00				1:06:33		63		013A		0		63		１３－Ａ		奈半利町A		改田　敏幸		0:26:42		26:42						0:26:42		m分ss秒.00				1:08:06		1:34:48		63		009A		0		63		９－Ａ		土佐清水市A		山下　佳彦		0:24:11		24:11				0:17:21		0:41:32		m分ss秒.00				1:48:05		63		038A		0		63		３８－Ａ		大豊町A		森岡　正徳		0:20:17		20:17				0:43:03		1:03:20		m分ss秒.00				2:09:53		64		038A		0		64		３８－Ａ		大豊町A		秋山　咲子		0:12:54		12:54				1:03:20		1:16:14		m分ss秒.00				2:22:47

		63		059A		0		63		５９－Ａ		梼原町A		恒松　衛		0:32:13		32:13						0:32:13		m分ss秒.00				32:13		64		016A		0		64		１６－Ａ		北川村A		山嶋　千恵		0:19:06		19:06				0:28:16		0:47:22		m分ss秒.00				47:22		64		071A		0		64		７１－Ａ		大月町A		吉岡　靖友		0:26:33		26:33				0:44:38		1:11:11		m分ss秒.00				1:11:11		64		124D		0		64		１２４－Ｄ		黒潮町D		大西　貴史		0:26:44		26:44						0:26:44		m分ss秒.00				1:15:57		1:42:41		64		009B		0		64		９－Ｂ		土佐清水市B		文野　喜文		0:24:34		24:34				0:24:52		0:49:26		m分ss秒.00				2:00:37		64		007E		0		64		７－Ｅ		四万十市E(女子）		高木　亜季		0:20:36		20:36				0:52:59		1:13:35		m分ss秒.00				2:24:46		65		123E		0		65		１２３－Ｅ		四万十町E(女子）		西岡　直美		0:13:03		13:03				1:07:58		1:21:01		m分ss秒.00				2:32:12

		65		048B		0		65		４８－Ｂ		いの町B		大川　智史		0:32:27		32:27						0:32:27		m分ss秒.00				32:27		65		005B		0		65		５－Ｂ		須崎市B		谷脇　基文		0:19:15		19:15				0:33:11		0:52:26		m分ss秒.00				52:26		65		123E		0		65		１２３－Ｅ		四万十町E(女子）		戸田　彩		0:26:41		26:41				0:46:18		1:12:59		m分ss秒.00				1:12:59		65		007D		0		65		７－Ｄ		四万十市D		齋藤　慎一		0:26:51		26:51						0:26:51		m分ss秒.00				1:16:16		1:43:07		65		123C		0		65		１２３－Ｃ		四万十町C		杉本　孝成		0:24:53		24:53				0:29:27		0:54:20		m分ss秒.00				2:07:19		65		004C		0		65		４－Ｃ		南国市C(女子）		戸梶　里香		0:20:41		20:41				0:54:03		1:14:44		m分ss秒.00				2:27:43		66		008C		0		66		８－Ｃ		宿毛市C		山本　恵美		0:13:27		13:27				1:12:58		1:26:25		m分ss秒.00				2:39:24

		66		009B		0		66		９－Ｂ		土佐清水市B		倉松　克臣		0:32:46		32:46						0:32:46		m分ss秒.00				32:46		66		063A		0		66		６３－Ａ		津野町A		川西　利文		0:19:25		19:25				0:28:42		0:48:07		m分ss秒.00				48:07		66		008B		0		66		８－Ｂ		宿毛市B		豊田　直史		0:26:43		26:43				0:51:37		1:18:20		m分ss秒.00				1:18:20		66		123E		0		66		１２３－Ｅ		四万十町E(女子）		才原　美恵		0:27:01		27:01						0:27:01		m分ss秒.00				1:12:59		1:40:00		66		071A		0		66		７１－Ａ		大月町A		岩越　大樹		0:25:02		25:02				0:24:07		0:49:09		m分ss秒.00				2:07:29		66		501A		0		66		５０１－Ａ		国保連合会A		廣田　陽平		0:20:42		20:42				0:41:03		1:01:45		m分ss秒.00				2:20:05		67		004C		0		67		４－Ｃ		南国市C(女子）		田所　千佳		0:13:37		13:37				1:14:44		1:28:21		m分ss秒.00				2:46:41

		67		121B		0		67		１２１－Ｂ		香南市B		山﨑　正博		0:32:50		32:50						0:32:50		m分ss秒.00				32:50		67		121B		0		67		１２１－Ｂ		香南市B		小島　千佐		0:19:37		19:37				0:32:50		0:52:27		m分ss秒.00				52:27		67		035C		0		67		３５－Ｃ		本山町C(女子）		右城　有紀		0:26:56		26:56				0:55:31		1:22:27		m分ss秒.00				1:22:27		67		005A		0		67		５－Ａ		須崎市A		井上　高晶		0:27:29		27:29						0:27:29		m分ss秒.00				1:03:48		1:31:17		67		007E		0		67		７－Ｅ		四万十市E(女子）		栢岡　珠美		0:25:15		25:15				0:27:44		0:52:59		m分ss秒.00				2:15:26		67		048C		0		67		４８－Ｃ		いの町C		中村　貴暁		0:20:54		20:54				0:56:53		1:17:47		m分ss秒.00				2:40:14		68		018A		0		68		１８－Ａ		芸西村A		小松　博		0:14:03		14:03				0:56:34		1:10:37		m分ss秒.00				2:33:04

		68		005B		0		68		５－Ｂ		須崎市B		松田　直起		0:33:11		33:11						0:33:11		m分ss秒.00				33:11		68		048B		0		68		４８－Ｂ		いの町B		水田　康範		0:19:41		19:41				0:32:27		0:52:08		m分ss秒.00				52:08		68		009B		0		68		９－Ｂ		土佐清水市B		濱口　万智香		0:27:26		27:26				0:47:37		1:15:03		m分ss秒.00				1:15:03		68		004C		0		68		４－Ｃ		南国市C(女子）		小原　正子		0:27:31		27:31						0:27:31		m分ss秒.00				1:23:24		1:50:55		68		003A		0		68		３－Ａ		室戸市A		濱田　亮士		0:25:20		25:20				0:23:15		0:48:35		m分ss秒.00				2:03:38		68		008C		0		68		８－Ｃ		宿毛市C		山本　和恵		0:21:03		21:03				0:51:55		1:12:58		m分ss秒.00				2:28:01		69		007E		0		69		７－Ｅ		四万十市E(女子）		安岡　稚奈		0:14:10		14:10				1:13:35		1:27:45		m分ss秒.00				2:42:48

		69		004C		0		69		４－Ｃ		南国市C(女子）		山内　幸子		0:33:56		33:56						0:33:56		m分ss秒.00				33:56		69		004C		0		69		４－Ｃ		南国市C(女子）		長野　聖子		0:20:18		20:18				0:33:56		0:54:14		m分ss秒.00				54:14		69		121B		0		69		１２１－Ｂ		香南市B		岡本　修		0:27:27		27:27				0:52:27		1:19:54		m分ss秒.00				1:19:54		69		007E		0		69		７－Ｅ		四万十市E(女子）		伊与田　恭子		0:27:44		27:44						0:27:44		m分ss秒.00				1:19:20		1:47:04		69		008C		0		69		８－Ｃ		宿毛市C		桑原　一		0:25:27		25:27				0:26:28		0:51:55		m分ss秒.00				2:11:49		69		048A		0		69		４８－Ａ		いの町A		野田　幸稔		0:21:20		21:20				0:40:30		1:01:50		m分ss秒.00				2:21:44		70		006A		0		70		６－Ａ		土佐市A		山西　亜紀		0:14:18		14:18				1:08:11		1:22:29		m分ss秒.00				2:42:23

		70		008B		0		70		８－Ｂ		宿毛市B		近澤　伸一		0:34:07		34:07						0:34:07		m分ss秒.00				34:07		70		035C		0		70		３５－Ｃ		本山町C(女子）		小笠原　知子		0:20:22		20:22				0:35:09		0:55:31		m分ss秒.00				55:31		70		038A		0		70		３８－Ａ		大豊町A		佐藤　顕		0:28:42		28:42				0:49:20		1:18:02		m分ss秒.00				1:18:02		70		035C		0		70		３５－Ｃ		本山町C(女子）		松繁　美和		0:28:08		28:08						0:28:08		m分ss秒.00				1:22:27		1:50:35		70		008B		0		70		８－Ｂ		宿毛市B		福島　篤史		0:25:56		25:56				0:24:17		0:50:13		m分ss秒.00				2:08:15		70		048B		0		70		４８－Ｂ		いの町B		森脇　友紀		0:22:01		22:01				0:51:33		1:13:34		m分ss秒.00				2:31:36		71		071A		0		71		７１－Ａ		大月町A		蔦江　太一		0:15:13		15:13				1:06:31		1:21:44		m分ss秒.00				2:39:46

		70		008C		0		70		８－Ｃ		宿毛市C		山本　則夫		0:34:07		34:07						0:34:07		m分ss秒.00				34:07		71		008C		0		71		８－Ｃ		宿毛市C		岡井　誉子		0:20:27		20:27				0:34:07		0:54:34		m分ss秒.00				54:34		71		004C		0		71		４－Ｃ		南国市C(女子）		松岡　千左		0:29:10		29:10				0:54:14		1:23:24		m分ss秒.00				1:23:24		71		048C		0		71		４８－Ｃ		いの町C		川村　敏之		0:28:31		28:31						0:28:31		m分ss秒.00				1:06:22		1:34:53		71		048B		0		71		４８－Ｂ		いの町B		近澤　修二		0:26:16		26:16				0:25:17		0:51:33		m分ss秒.00				2:14:57		71		005B		0		71		５－Ｂ		須崎市B		山岡　円佳		0:22:37		22:37				0:48:35		1:11:12		m分ss秒.00				2:34:36		72		048B		0		72		４８－Ｂ		いの町B		川澤　範子		0:15:39		15:39				1:13:34		1:29:13		m分ss秒.00				2:52:37

		72		007D		0		72		７－Ｄ		四万十市D		室津　康志		0:34:11		34:11						0:34:11		m分ss秒.00				34:11		72		044A		0		72		４４－Ａ		土佐町A		山下　法政		0:21:39		21:39				0:24:41		0:46:20		m分ss秒.00				46:20		72		005B		0		72		５－Ｂ		須崎市B		山本　啓介		0:29:47		29:47				0:52:26		1:22:13		m分ss秒.00				1:22:13		72		092A		0		72		９２－Ａ		土佐市民病院A		大原　正義		0:28:47		28:47						0:28:47		m分ss秒.00				1:09:20		1:38:07		72		004C		0		72		４－Ｃ		南国市C(女子）		上西　美穂		0:26:32		26:32				0:27:31		0:54:03		m分ss秒.00				2:16:16		72		006B		0		72		６－Ｂ		土佐市B		和田　梓		0:24:14		24:14				0:46:08		1:10:22		m分ss秒.00				2:32:35		73		006B		0		73		６－Ｂ		土佐市B		立田　智子		0:16:15		16:15				1:10:22		1:26:37		m分ss秒.00				2:48:50

		73		035C		0		73		３５－Ｃ		本山町C(女子）		横山　早苗		0:35:09		35:09						0:35:09		m分ss秒.00				35:09		73		007E		0		73		７－Ｅ		四万十市E(女子）		池　一美		0:23:06		23:06				0:30:41		0:53:47		m分ss秒.00				53:47		73		007B		0		73		７－Ｂ		四万十市B		小野　宏之		0:30:17		30:17				0:47:26		1:17:43		m分ss秒.00				1:17:43		73		123C		0		73		１２３－Ｃ		四万十町C		横山　光一		0:29:27		29:27						0:29:27		m分ss秒.00				1:10:28		1:39:55		73		048C		0		73		４８－Ｃ		いの町C		島田　雅也		0:28:22		28:22				0:28:31		0:56:53		m分ss秒.00				2:14:36		73		008B		0		73		８－Ｂ		宿毛市B		平岡　洋助		0:25:00		25:00				0:50:13		1:15:13		m分ss秒.00				2:32:56		50		122B		0		50		１２２－Ｂ		香美市B		山本　忠		0:11:44		11:44				1:04:44		1:16:28		m分ss秒.00				2:34:11

		-		001D		ｵｰﾌﾟﾝ		-		１－Ｄ		高知市D（オープン）		弘瀬　友也		0:00:00		27:44						0:27:44		m分ss秒.00				00:00		-		001D		ｵｰﾌﾟﾝ		-		１－Ｄ		高知市D（オープン）		伊藤　雅則		0:00:00		14:52				0:27:44		0:42:36		m分ss秒.00				00:00		-		001D		ｵｰﾌﾟﾝ		-		１－Ｄ		高知市D（オープン）		井上　陽雄		0:00:00		22:38				0:42:36		1:05:14		m分ss秒.00				0:00:00		-		001D		ｵｰﾌﾟﾝ		-		１－Ｄ		高知市D（オープン）		宮本　敦弘		0:00:00		27:15						0:27:15		m分ss秒.00				0:00:00		0:00:00		-		001D		ｵｰﾌﾟﾝ		-		１－Ｄ		高知市D（オープン）		植田　忠裕		0:00:00		22:28				0:27:15		0:49:43		m分ss秒.00				0:00:00		-		001D		ｵｰﾌﾟﾝ		-		１－Ｄ		高知市D（オープン）		川村　博彦		0:00:00		17:18				0:49:43		1:07:01		m分ss秒.00				0:00:00		-		001D		ｵｰﾌﾟﾝ		-		１－Ｄ		高知市D（オープン）		弘瀬　友賀		0:00:00		11:53				1:07:01		1:18:54		m分ss秒.00				0:00:00

		-		035B		ｵｰﾌﾟﾝ		-		３５－Ｂ		本山町B（オープン）		前田　幸二		0:00:00		29:17						0:29:17		m分ss秒.00				00:00		-		035B		ｵｰﾌﾟﾝ		-		３５－Ｂ		本山町B（オープン）		川村　真紀		0:00:00		18:56				0:29:17		0:48:13		m分ss秒.00				00:00		-		035B		ｵｰﾌﾟﾝ		-		３５－Ｂ		本山町B（オープン）		川村　憲嗣		0:00:00		23:32				0:48:13		1:11:45		m分ss秒.00				0:00:00		-		035B		ｵｰﾌﾟﾝ		-		３５－Ｂ		本山町B（オープン）		泉　俊行		0:00:00		24:30						0:24:30		m分ss秒.00				0:00:00		0:00:00		-		035B		ｵｰﾌﾟﾝ		-		３５－Ｂ		本山町B（オープン）		川村　啓太		0:00:00		19:42				0:24:30		0:44:12		m分ss秒.00				0:00:00		-		035B		ｵｰﾌﾟﾝ		-		３５－Ｂ		本山町B（オープン）		澤田　耕三		0:00:00		16:42				0:44:12		1:00:54		m分ss秒.00				0:00:00		-		035B		ｵｰﾌﾟﾝ		-		３５－Ｂ		本山町B（オープン）		小谷　和生		0:00:00		13:28				1:00:54		1:14:22		m分ss秒.00				0:00:00

		-		054B		ｵｰﾌﾟﾝ		-		５４－Ｂ		佐川町B(オープン）		麻田　正志		0:00:00		28:40						0:28:40		m分ss秒.00				00:00		-		054B		ｵｰﾌﾟﾝ		-		５４－Ｂ		佐川町B(オープン）		岡田　秀和		0:00:00		17:38				0:28:40		0:46:18		m分ss秒.00				00:00		-		054B		ｵｰﾌﾟﾝ		-		５４－Ｂ		佐川町B(オープン）		品原　義仁		0:00:00		24:06				0:46:18		1:10:24		m分ss秒.00				0:00:00		-		054B		ｵｰﾌﾟﾝ		-		５４－Ｂ		佐川町B(オープン）		山本　壽史		0:00:00		24:00						0:24:00		m分ss秒.00				0:00:00		0:00:00		-		054B		ｵｰﾌﾟﾝ		-		５４－Ｂ		佐川町B(オープン）		山根　邦仁		0:00:00		22:52				0:24:00		0:46:52		m分ss秒.00				0:00:00		-		054B		ｵｰﾌﾟﾝ		-		５４－Ｂ		佐川町B(オープン）		麻田　正志		0:00:00		16:24				0:46:52		1:03:16		m分ss秒.00				0:00:00		-		054B		ｵｰﾌﾟﾝ		-		５４－Ｂ		佐川町B(オープン）		ｾﾗ･ﾏﾁﾙﾄﾞﾝ		0:00:00		12:06				1:03:16		1:15:22		m分ss秒.00				0:00:00

		-		997		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00						0:00:00		m分ss秒.00				00:00		-		997		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00				00:00		-		997		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00				0:00:00		-		997		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00						0:00:00		m分ss秒.00				0:00:00		0:00:00		-		997		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00				0:00:00		-		997		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00				0:00:00		-		997		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00				0:00:00

		-		998		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00						0:00:00		m分ss秒.00				00:00		-		998		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00				00:00		-		998		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00				0:00:00		-		998		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00						0:00:00		m分ss秒.00				0:00:00		0:00:00		-		998		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00				0:00:00		-		998		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00				0:00:00		-		998		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00				0:00:00

		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00						0:00:00		m分ss秒.00				00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		-		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00						0:00:00		m分ss秒.00		-				0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		-		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		0:00:00

		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00						0:00:00		m分ss秒.00				00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		-		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00						0:00:00		m分ss秒.00		-				0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		-		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		0:00:00

		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00						0:00:00		m分ss秒.00				00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		-		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00						0:00:00		m分ss秒.00		-				0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		-		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		0:00:00

		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00						0:00:00		m分ss秒.00				00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		-		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00						0:00:00		m分ss秒.00		-				0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		-		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		0:00:00

		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00						0:00:00		m分ss秒.00				00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		-		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00						0:00:00		m分ss秒.00		-				0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		-		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		0:00:00

		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00						0:00:00		m分ss秒.00				00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		-		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00						0:00:00		m分ss秒.00		-				0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		-		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		0:00:00

		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00						0:00:00		m分ss秒.00				00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		-		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00						0:00:00		m分ss秒.00		-				0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		-		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		0:00:00

		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00						0:00:00		m分ss秒.00				00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		-		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00						0:00:00		m分ss秒.00		-				0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		-		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		0:00:00

		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00						0:00:00		m分ss秒.00				00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		-		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00						0:00:00		m分ss秒.00		-				0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		-		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		0:00:00

		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00						0:00:00		m分ss秒.00				00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		-		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00						0:00:00		m分ss秒.00		-				0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		-		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		0:00:00

		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00						0:00:00		m分ss秒.00				00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		-		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00						0:00:00		m分ss秒.00		-				0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		-		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		0:00:00

		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00						0:00:00		m分ss秒.00				00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		-		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00						0:00:00		m分ss秒.00		-				0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		-		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		0:00:00

		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00						0:00:00		m分ss秒.00				00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		-		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00						0:00:00		m分ss秒.00		-				0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		-		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		0:00:00		-		999		無		-		0		0		0		0:00:00		00:00				0:00:00		0:00:00		m分ss秒.00		0		0:00:00

																																																																																								0																														0																																0

																																																																																								0																														0																																0
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名簿 (2)

		ゼッケン		ゼッケン		オープン		女子 ジョシ		ゼッケン		チーム		第１区間 カン		第２区間 カン		第３区間 カン		第４区間 カン		第５区間 カン		第６区間 カン		第７区間 カン		第１区		第２区		第３区		第４区後半 コウハン		第４区		第５区後半 コウハン		第５区		第６区後半 コウハン		第６区		第７区後半 コウハン		第７区

		1A		001A		0		0		１－Ａ		高知市A		21:14		12:29		17:24		18:22		15:51		12:56		08:52		0:21:14		0:33:43		0:51:07		0:18:22		1:09:29		0:34:13		1:25:20		0:47:09		1:38:16		0:56:01		1:47:08

		1B		001B		0		0		１－Ｂ		高知市B		22:33		13:34		18:13		18:59		16:00		12:28		09:09		0:22:33		0:36:07		0:54:20		0:18:59		1:10:06		0:34:59		1:26:06		0:47:27		1:38:34		0:56:36		1:47:43

		1C		001C		0		0		１－Ｃ		高知市C		26:01		15:13		21:05		19:47		18:32		14:12		09:33		0:26:01		0:41:14		1:02:19		0:19:47		1:10:54		0:38:19		1:29:26		0:52:31		1:43:38		1:02:04		1:53:11

		1D		001D		ｵｰﾌﾟﾝ		0		１－Ｄ		高知市D（オープン）		27:44		14:52		22:38		27:15		22:28		17:18		11:53		0:27:44		0:42:36		1:05:14		0:27:15		1:18:22		0:49:43		1:40:50		1:07:01		1:58:08		1:18:54		2:10:01

		1E		001E		0		女子1		１－Ｅ		高知市E(女子）		30:59		15:44		22:23		23:16		21:19		17:25		11:34		0:30:59		0:46:43		1:09:06		0:23:16		1:14:23		0:44:35		1:35:42		1:02:00		1:53:07		1:13:34		2:04:41

		2A		002A		0		0		２－Ａ		安芸市A		26:31		16:59		23:42		21:16		20:17		17:09		11:49		0:26:31		0:43:30		1:07:12		0:21:16		1:12:23		0:41:33		1:32:40		0:58:42		1:49:49		1:10:31		2:01:38

		3A		003A		0		0		３－Ａ		室戸市A		32:13		17:24		22:48		23:15		25:20		18:15		11:16		0:32:13		0:49:37		1:12:25		0:23:15		1:14:22		0:48:35		1:39:42		1:06:50		1:57:57		1:18:06		2:09:13

		4A		004A		0		0		４－Ａ		南国市A		21:55		13:12		19:07		18:36		17:38		14:11		09:11		0:21:55		0:35:07		0:54:14		0:18:36		1:09:43		0:36:14		1:27:21		0:50:25		1:41:32		0:59:36		1:50:43

		4B		004B		0		0		４－Ｂ		南国市B		28:22		16:21		21:42		21:09		20:10		16:06		10:37		0:28:22		0:44:43		1:06:25		0:21:09		1:12:16		0:41:19		1:32:26		0:57:25		1:48:32		1:08:02		1:59:09

		4C		004C		0		女子2		４－Ｃ		南国市C(女子）		33:56		20:18		29:10		27:31		26:32		20:41		13:37		0:33:56		0:54:14		1:23:24		0:27:31		1:18:38		0:54:03		1:45:10		1:14:44		2:05:51		1:28:21		2:19:28

		5A		005A		0		0		５－Ａ		須崎市A		24:19		18:17		21:12		27:29		20:45		14:22		09:03		0:24:19		0:42:36		1:03:48		0:27:29		1:18:36		0:48:14		1:39:21		1:02:36		1:53:43		1:11:39		2:02:46

		5B		005B		0		0		５－Ｂ		須崎市B		33:11		19:15		29:47		25:15		23:20		22:37		11:17		0:33:11		0:52:26		1:22:13		0:25:15		1:16:22		0:48:35		1:39:42		1:11:12		2:02:19		1:22:29		2:13:36

		6A		006A		0		0		６－Ａ		土佐市A		26:52		17:02		21:04		25:52		22:18		20:01		14:18		0:26:52		0:43:54		1:04:58		0:25:52		1:16:59		0:48:10		1:39:17		1:08:11		1:59:18		1:22:29		2:13:36

		6B		006B		0		0		６－Ｂ		土佐市B		30:53		15:48		26:01		23:40		22:28		24:14		16:15		0:30:53		0:46:41		1:12:42		0:23:40		1:14:47		0:46:08		1:37:15		1:10:22		2:01:29		1:26:37		2:17:44

		7A		007A		0		0		７－Ａ		四万十市A		27:09		16:21		23:17		17:27		20:59		15:11		10:21		0:27:09		0:43:30		1:06:47		0:17:27		1:08:34		0:38:26		1:29:33		0:53:37		1:44:44		1:03:58		1:55:05

		7B		007B		0		0		７－Ｂ		四万十市B		29:36		17:50		30:17		25:17		21:20		17:28		11:37		0:29:36		0:47:26		1:17:43		0:25:17		1:16:24		0:46:37		1:37:44		1:04:05		1:55:12		1:15:42		2:06:49

		7C		007C		0		0		７－Ｃ		四万十市C		27:40		16:29		21:07		24:20		17:23		15:24		10:10		0:27:40		0:44:09		1:05:16		0:24:20		1:15:27		0:41:43		1:32:50		0:57:07		1:48:14		1:07:17		1:58:24

		7D		007D		0		0		７－Ｄ		四万十市D		34:11		17:52		24:13		26:51		21:50		18:02		11:20		0:34:11		0:52:03		1:16:16		0:26:51		1:17:58		0:48:41		1:39:48		1:06:43		1:57:50		1:18:03		2:09:10

		7E		007E		0		女子3		７－Ｅ		四万十市E(女子）		30:41		23:06		25:33		27:44		25:15		20:36		14:10		0:30:41		0:53:47		1:19:20		0:27:44		1:18:51		0:52:59		1:44:06		1:13:35		2:04:42		1:27:45		2:18:52

		8A		008A		0		0		８－Ａ		宿毛市A		28:21		15:10		21:50		21:43		21:54		16:52		10:46		0:28:21		0:43:31		1:05:21		0:21:43		1:12:50		0:43:37		1:34:44		1:00:29		1:51:36		1:11:15		2:02:22

		8B		008B		0		0		８－Ｂ		宿毛市B		34:07		17:30		26:43		24:17		25:56		25:00		12:22		0:34:07		0:51:37		1:18:20		0:24:17		1:15:24		0:50:13		1:41:20		1:15:13		2:06:20		1:27:35		2:18:42

		8C		008C		0		0		８－Ｃ		宿毛市C		34:07		20:27		24:03		26:28		25:27		21:03		13:27		0:34:07		0:54:34		1:18:37		0:26:28		1:17:35		0:51:55		1:43:02		1:12:58		2:04:05		1:26:25		2:17:32

		9A		009A		0		0		９－Ａ		土佐清水市A		21:53		16:04		22:02		17:21		24:11		15:14		10:01		0:21:53		0:37:57		0:59:59		0:17:21		1:08:28		0:41:32		1:32:39		0:56:46		1:47:53		1:06:47		1:57:54

		9B		009B		0		0		９－Ｂ		土佐清水市B		32:46		14:51		27:26		24:52		24:34		18:49		12:44		0:32:46		0:47:37		1:15:03		0:24:52		1:15:59		0:49:26		1:40:33		1:08:15		1:59:22		1:20:59		2:12:06

		12A		012A		0		0		１２－Ａ		東洋町A		27:23		17:36		26:27		23:36		19:32		18:13		11:04		0:27:23		0:44:59		1:11:26		0:23:36		1:14:43		0:43:08		1:34:15		1:01:21		1:52:28		1:12:25		2:03:32

		13A		013A		0		0		１３－Ａ		奈半利町A		28:38		17:25		22:03		26:42		22:01		17:51		10:49		0:28:38		0:46:03		1:08:06		0:26:42		1:17:49		0:48:43		1:39:50		1:06:34		1:57:41		1:17:23		2:08:30

		15A		015A		0		0		１５－Ａ		安田町A		29:10		14:54		23:43		22:54		18:50		17:21		12:45		0:29:10		0:44:04		1:07:47		0:22:54		1:14:01		0:41:44		1:32:51		0:59:05		1:50:12		1:11:50		2:02:57

		16A		016A		0		0		１６－Ａ		北川村A		28:16		19:06		23:00		20:48		21:07		17:54		12:16		0:28:16		0:47:22		1:10:22		0:20:48		1:11:55		0:41:55		1:33:02		0:59:49		1:50:56		1:12:05		2:03:12

		17A		017A		0		0		１７－Ａ		馬路村A		27:10		15:43		23:25		20:40		19:54		18:55		10:27		0:27:10		0:42:53		1:06:18		0:20:40		1:11:47		0:40:34		1:31:41		0:59:29		1:50:36		1:09:56		2:01:03

		18A		018A		0		0		１８－Ａ		芸西村A		23:48		16:46		17:26		20:18		19:18		16:58		14:03		0:23:48		0:40:34		0:58:00		0:20:18		1:11:25		0:39:36		1:30:43		0:56:34		1:47:41		1:10:37		2:01:44

		35A		035A		0		0		３５－Ａ		本山町A		24:44		13:56		18:16		21:22		18:22		14:45		09:40		0:24:44		0:38:40		0:56:56		0:21:22		1:12:29		0:39:44		1:30:51		0:54:29		1:45:36		1:04:09		1:55:16

		35B		035B		ｵｰﾌﾟﾝ		0		３５－Ｂ		本山町B（オープン）		29:17		18:56		23:32		24:30		19:42		16:42		13:28		0:29:17		0:48:13		1:11:45		0:24:30		1:15:37		0:44:12		1:35:19		1:00:54		1:52:01		1:14:22		2:05:29

		35C		035C		0		女子4		３５－Ｃ		本山町C(女子）		35:09		20:22		26:56		28:08		23:48		20:01		12:45		0:35:09		0:55:31		1:22:27		0:28:08		1:19:15		0:51:56		1:43:03		1:11:57		2:03:04		1:24:42		2:15:49

		38A		038A		0		0		３８－Ａ		大豊町A		31:45		17:35		28:42		23:43		19:20		20:17		12:54		0:31:45		0:49:20		1:18:02		0:23:43		1:14:50		0:43:03		1:34:10		1:03:20		1:54:27		1:16:14		2:07:21

		40A		040A		0		0		４０－Ａ		嶺北広域A		30:31		17:44		21:52		22:45		20:02		17:09		09:51		0:30:31		0:48:15		1:10:07		0:22:45		1:13:52		0:42:47		1:33:54		0:59:56		1:51:03		1:09:47		2:00:54

		44A		044A		0		0		４４－Ａ		土佐町A		24:41		21:39		24:11		25:29		22:34		18:29		12:09		0:24:41		0:46:20		1:10:31		0:25:29		1:16:36		0:48:03		1:39:10		1:06:32		1:57:39		1:18:41		2:09:48

		48A		048A		0		0		４８－Ａ		いの町A		29:58		16:11		23:44		21:31		18:59		21:20		11:10		0:29:58		0:46:09		1:09:53		0:21:31		1:12:38		0:40:30		1:31:37		1:01:50		1:52:57		1:13:00		2:04:07

		48B		048B		0		0		４８－Ｂ		いの町B		32:27		19:41		24:30		25:17		26:16		22:01		15:39		0:32:27		0:52:08		1:16:38		0:25:17		1:16:24		0:51:33		1:42:40		1:13:34		2:04:41		1:29:13		2:20:20

		48C		048C		0		0		４８－Ｃ		いの町C		24:09		17:17		24:56		28:31		28:22		20:54		11:54		0:24:09		0:41:26		1:06:22		0:28:31		1:19:38		0:56:53		1:48:00		1:17:47		2:08:54		1:29:41		2:20:48

		52A		052A		0		0		５２－Ａ		春野町A		24:57		14:29		17:04		23:08		18:42		15:10		09:58		0:24:57		0:39:26		0:56:30		0:23:08		1:14:15		0:41:50		1:32:57		0:57:00		1:48:07		1:06:58		1:58:05

		54A		054A		0		0		５４－Ａ		佐川町A		24:33		14:11		20:55		21:05		20:46		15:33		10:14		0:24:33		0:38:44		0:59:39		0:21:05		1:12:12		0:41:51		1:32:58		0:57:24		1:48:31		1:07:38		1:58:45

		54B		054B		ｵｰﾌﾟﾝ		0		５４－Ｂ		佐川町B(オープン）		28:40		17:38		24:06		24:00		22:52		16:24		12:06		0:28:40		0:46:18		1:10:24		0:24:00		1:15:07		0:46:52		1:37:59		1:03:16		1:54:23		1:15:22		2:06:29

		56A		056A		0		0		５６－Ａ		中土佐町A		24:29		16:33		22:44		24:41		21:40		16:38		11:41		0:24:29		0:41:02		1:03:46		0:24:41		1:15:48		0:46:21		1:37:28		1:02:59		1:54:06		1:14:40		2:05:47

		59A		059A		0		0		５９－Ａ		梼原町A		32:13		17:12		25:16		26:01		22:54		16:22		11:51		0:32:13		0:49:25		1:14:41		0:26:01		1:17:08		0:48:55		1:40:02		1:05:17		1:56:24		1:17:08		2:08:15

		62A		062A		0		0		６２－Ａ		日高村A		25:55		16:38		23:43		20:45		22:12		15:37		10:46		0:25:55		0:42:33		1:06:16		0:20:45		1:11:52		0:42:57		1:34:04		0:58:34		1:49:41		1:09:20		2:00:27

		63A		063A		0		0		６３－Ａ		津野町A		28:42		19:25		25:05		23:59		20:22		15:56		10:51		0:28:42		0:48:07		1:13:12		0:23:59		1:15:06		0:44:21		1:35:28		1:00:17		1:51:24		1:11:08		2:02:15

		67A		067A		0		0		６７－Ａ		高吾北広域A		22:18		13:29		18:36		19:56		16:41		13:54		09:03		0:22:18		0:35:47		0:54:23		0:19:56		1:11:03		0:36:37		1:27:44		0:50:31		1:41:38		0:59:34		1:50:41

		71A		071A		0		0		７１－Ａ		大月町A		27:44		16:54		26:33		24:07		25:02		17:22		15:13		0:27:44		0:44:38		1:11:11		0:24:07		1:15:14		0:49:09		1:40:16		1:06:31		1:57:38		1:21:44		2:12:51

		78A		078A		0		0		７８－Ａ		高幡消防須崎A		23:13		15:31		19:04		20:35		18:34		14:51		10:02		0:23:13		0:38:44		0:57:48		0:20:35		1:11:42		0:39:09		1:30:16		0:54:00		1:45:07		1:04:02		1:55:09

		78B		078B		0		0		７８－Ｂ		高幡消防四万十B		21:48		12:23		17:27		18:03		16:45		13:26		09:18		0:21:48		0:34:11		0:51:38		0:18:03		1:09:10		0:34:48		1:25:55		0:48:14		1:39:21		0:57:32		1:48:39

		92A		092A		0		0		９２－Ａ		土佐市民病院A		27:54		16:50		24:36		28:47		22:30		19:43		10:33		0:27:54		0:44:44		1:09:20		0:28:47		1:19:54		0:51:17		1:42:24		1:11:00		2:02:07		1:21:33		2:12:40

		98A		098A		0		0		９８－Ａ		仁淀消防A		24:01		12:57		20:27		18:55		17:04		14:54		09:45		0:24:01		0:36:58		0:57:25		0:18:55		1:10:02		0:35:59		1:27:06		0:50:53		1:42:00		1:00:38		1:51:45

		100A		100A		0		0		１００－Ａ		幡多中央消防A		25:02		15:04		26:27		22:49		18:32		16:06		09:57		0:25:02		0:40:06		1:06:33		0:22:49		1:13:56		0:41:21		1:32:28		0:57:27		1:48:34		1:07:24		1:58:31

		105A		105A		0		0		１０５－Ａ		幡多西部消防A		24:10		14:08		23:01		21:58		17:34		14:46		09:59		0:24:10		0:38:18		1:01:19		0:21:58		1:13:05		0:39:32		1:30:39		0:54:18		1:45:25		1:04:17		1:55:24

		116A		116A		0		0		１１６－Ａ		中芸消防A		21:47		12:27		18:08		18:31		16:46		13:41		08:35		0:21:47		0:34:14		0:52:22		0:18:31		1:09:38		0:35:17		1:26:24		0:48:58		1:40:05		0:57:33		1:48:40

		120A		120A		0		0		１２０－Ａ		仁淀川町A		28:32		17:18		20:44		22:15		18:59		15:15		12:23		0:28:32		0:45:50		1:06:34		0:22:15		1:13:22		0:41:14		1:32:21		0:56:29		1:47:36		1:08:52		1:59:59

		121A		121A		0		0		１２１－Ａ		香南市A		26:43		14:42		21:51		19:07		18:06		16:16		10:46		0:26:43		0:41:25		1:03:16		0:19:07		1:10:14		0:37:13		1:28:20		0:53:29		1:44:36		1:04:15		1:55:22

		121B		121B		0		0		１２１－Ｂ		香南市B		32:50		19:37		27:27		23:47		23:53		18:09		12:10		0:32:50		0:52:27		1:19:54		0:23:47		1:14:54		0:47:40		1:38:47		1:05:49		1:56:56		1:17:59		2:09:06

		122A		122A		0		0		１２２－Ａ		香美市A		20:14		13:20		19:03		19:19		17:33		14:06		09:17		0:20:14		0:33:34		0:52:37		0:19:19		1:10:26		0:36:52		1:27:59		0:50:58		1:42:05		1:00:15		1:51:22

		122B		122B		0		0		１２２－Ｂ		香美市B		29:03		16:49		24:48		24:33		22:28		17:43		11:44		0:29:03		0:45:52		1:10:40		0:24:33		1:15:40		0:47:01		1:38:08		1:04:44		1:55:51		1:16:28		2:07:35

		122C		122C		0		0		１２２－Ｃ		香美市C		25:48		16:05		22:07		22:52		15:39		16:25		10:45		0:25:48		0:41:53		1:04:00		0:22:52		1:13:59		0:38:31		1:29:38		0:54:56		1:46:03		1:05:41		1:56:48

		122D		122D		0		0		１２２－Ｄ		香美市D		30:54		16:42		22:32		22:00		23:11		15:02		09:38		0:30:54		0:47:36		1:10:08		0:22:00		1:13:07		0:45:11		1:36:18		1:00:13		1:51:20		1:09:51		2:00:58

		123A		123A		0		0		１２３－Ａ		四万十町A		23:21		13:42		20:10		20:57		18:26		14:46		09:58		0:23:21		0:37:03		0:57:13		0:20:57		1:12:04		0:39:23		1:30:30		0:54:09		1:45:16		1:04:07		1:55:14

		123B		123B		0		0		１２３－Ｂ		四万十町B		25:58		16:17		21:03		21:41		19:31		16:48		09:12		0:25:58		0:42:15		1:03:18		0:21:41		1:12:48		0:41:12		1:32:19		0:58:00		1:49:07		1:07:12		1:58:19

		123C		123C		0		0		１２３－Ｃ		四万十町C		29:28		17:18		23:42		29:27		24:53		17:11		12:41		0:29:28		0:46:46		1:10:28		0:29:27		1:20:34		0:54:20		1:45:27		1:11:31		2:02:38		1:24:12		2:15:19

		123D		123D		0		0		１２３－Ｄ		四万十町D		27:47		15:52		21:57		25:02		20:24		20:01		12:27		0:27:47		0:43:39		1:05:36		0:25:02		1:16:09		0:45:26		1:36:33		1:05:27		1:56:34		1:17:54		2:09:01

		123E		123E		0		女子5		１２３－Ｅ		四万十町E(女子）		30:23		15:55		26:41		27:01		23:31		17:26		13:03		0:30:23		0:46:18		1:12:59		0:27:01		1:18:08		0:50:32		1:41:39		1:07:58		1:59:05		1:21:01		2:12:08

		124A		124A		0		0		１２４－Ａ		黒潮町A		21:03		13:46		19:09		19:44		17:48		13:24		09:15		0:21:03		0:34:49		0:53:58		0:19:44		1:10:51		0:37:32		1:28:39		0:50:56		1:42:03		1:00:11		1:51:18

		124B		124B		0		0		１２４－Ｂ		黒潮町B		28:49		15:45		21:36		22:37		18:11		16:01		09:39		0:28:49		0:44:34		1:06:10		0:22:37		1:13:44		0:40:48		1:31:55		0:56:49		1:47:56		1:06:28		1:57:35

		124C		124C		0		0		１２４－Ｃ		黒潮町C		28:27		17:35		22:26		20:05		21:27		16:58		09:35		0:28:27		0:46:02		1:08:28		0:20:05		1:11:12		0:41:32		1:32:39		0:58:30		1:49:37		1:08:05		1:59:12

		124D		124D		0		0		１２４－Ｄ		黒潮町D		32:04		18:57		24:56		26:44		22:18		19:38		11:32		0:32:04		0:51:01		1:15:57		0:26:44		1:17:51		0:49:02		1:40:09		1:08:40		1:59:47		1:20:12		2:11:19

		200A		200A		0		0		２００－Ａ		安芸市消防A		23:23		13:51		17:20		21:14		17:03		14:50		09:59		0:23:23		0:37:14		0:54:34		0:21:14		1:12:21		0:38:17		1:29:24		0:53:07		1:44:14		1:03:06		1:54:13

		201A		201A		0		0		２０１－Ａ		土佐清水市消防A		25:22		16:08		21:30		18:10		20:24		19:04		11:33		0:25:22		0:41:30		1:03:00		0:18:10		1:09:17		0:38:34		1:29:41		0:57:38		1:48:45		1:09:11		2:00:18

		202A		202A		0		0		２０２－Ａ		香南市消防A		25:28		13:20		19:02		19:36		17:27		14:56		09:19		0:25:28		0:38:48		0:57:50		0:19:36		1:10:43		0:37:03		1:28:10		0:51:59		1:43:06		1:01:18		1:52:25

		203A		203A		0		0		２０３－Ａ		香美市消防A		21:51		13:56		19:36		17:47		16:34		13:32		09:19		0:21:51		0:35:47		0:55:23		0:17:47		1:08:54		0:34:21		1:25:28		0:47:53		1:39:00		0:57:12		1:48:19

		501A		501A		0		0		５０１－Ａ		国保連合会A		27:36		14:19		21:19		20:58		20:05		20:42		10:39		0:27:36		0:41:55		1:03:14		0:20:58		1:12:05		0:41:03		1:32:10		1:01:45		1:52:52		1:12:24		2:03:31

		0		0		0		0		0		0		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

		0		0		0		0		0		0		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

		0		0		0		0		0		0		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

		0		0		0		0		0		0		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

		0		0		0		0		0		0		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

		0		0		0		0		0		0		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

		0		0		0		0		0		0		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

		0		0		0		0		0		0		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

		0		0		0		0		0				00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

		0		0		0		0		0				00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

		0		0		0		0		0				00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

		0		0		0		0		0				00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

		0		0		0		0		0				00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

		0		0		0		0		0				00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

		0		0		0		0		0				00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00

																												0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00		0:00:00





記録

		１区間 クカン																												２区間 クカン																												３区間 クカン																												４区間 クカン																												５区間 クカン																												６区間 クカン																												７区間 クカン																										前半 ゼンハン		前半 ゼンハン		前半 ゼンハン		前半 ゼンハン																				後半 コウハン		後半 コウハン		後半 コウハン		後半 コウハン																						総合 ソウゴウ		総合 ソウゴウ																												女子 ジョシ		女子 ジョシ

		順位 ジュンイ		ゼッケン						ゼッケン		チーム名 ナ		１区選手名 クセンシュメイ																順位 ジュンイ		ゼッケン						ゼッケン		チーム名 ナ		２区選手名 クセンシュメイ																順位 ジュンイ		ゼッケン						ゼッケン		チーム名 ナ		３区選手名 クセンシュメイ																順位 ジュンイ		ゼッケン						ゼッケン		チーム名 ナ		４区選手名 クセンシュメイ																順位 ジュンイ		ゼッケン						ゼッケン		チーム名 ナ		５区選手名 クセンシュメイ																順位 ジュンイ		ゼッケン						ゼッケン		チーム名 ナ		６区選手名 クセンシュメイ																順位 ジュンイ		ゼッケン						ゼッケン		チーム名 ナ		７区選手名 クセンシュメイ																ゼッケン				オープン		ゼッケン		前半 ゼンハン		チーム名 ナ																ゼッケン				オープン		ゼッケン		前半 ゼンハン		後半 コウハン		チーム名 ナ																ゼッケン				オープン		ゼッケン		前半 ゼンハン		後半 コウハン		総合 ソウゴウ		チーム名 ナ														順位 ジュンイ		ゼッケン				オープン		ゼッケン		前半 ゼンハン		後半 コウハン		総合 ソウゴウ		チーム名 ナ

		1		122A		0		1		１２２－Ａ		香美市A		中村　祐介		20:14														1		078B		0		1		７８－Ｂ		高幡消防四万十B		田井　啓太		12:23														1		052A		0		1		５２－Ａ		春野町A		西川　浩司		17:04														1		009A		0		1		９－Ａ		土佐清水市A		山本　実		17:21														1		122C		0		1		１２２－Ｃ		香美市C		野町　貴弘		15:39														1		001B		0		1		１－Ｂ		高知市B		高橋　鉄昭		12:28														1		122D		0		1		１２２－Ｄ		香美市D		吉本　浩二		05:07														001A		0		0		１－Ａ		0:51:07																		001A		0		0		１－Ａ		0:51:07		0:56:01																		001A		0		0		１－Ａ		0.035497685		0.038900462		1:47:08																		001E		女子1		0		１－Ｅ		1:09:06		1:13:34		2:22:40

		2		124A		0		2		１２４－Ａ		黒潮町A		宮地　敏行		21:03														2		116A		0		2		１１６－Ａ		中芸消防A		中山　昌之		12:27														2		200A		0		2		２００－Ａ		安芸市消防A		川谷　憲一		17:20														2		007A		0		2		７－Ａ		四万十市A		有光　浩		17:27														2		001A		0		2		１－Ａ		高知市A		谷口　順		15:51														2		001A		0		2		１－Ａ		高知市A		上田　満春		12:56														2		116A		0		2		１１６－Ａ		中芸消防A		西山　和男		08:35														116A		0		0		１１６－Ａ		0:52:22																		001B		0		0		１－Ｂ		0:54:20		0:56:36																		078B		0		0		７８－Ｂ		0.035856481		0.039953703		1:49:10																		123E		女子5		0		１２３－Ｅ		1:12:59		1:21:01		2:34:00

		3		001A		0		3		１－Ａ		高知市A		廣光　輝之		21:14														3		001A		0		3		１－Ａ		高知市A		戸田　幸一		12:29														3		001A		0		3		１－Ａ		高知市A		中越　和生		17:24														3		203A		0		3		２０３－Ａ		香美市消防A		新谷　祐治		17:47														3		001B		0		3		１－Ｂ		高知市B		坂本　健一		16:00														3		124A		0		3		１２４－Ａ		黒潮町A		堀　裕司		13:24														3		001A		0		3		１－Ａ		高知市A		澤田　卓		08:52														122A		0		0		１２２－Ａ		0:52:37																		203A		0		0		２０３－Ａ		0:55:23		0:57:12																		116A		0		0		１１６－Ａ		0.03636574		0.039965277		1:49:55																		007E		女子3		0		７－Ｅ		1:19:20		1:27:45		2:47:05

		4		116A		0		4		１１６－Ａ		中芸消防A		岩﨑　孝紀		21:47														4		098A		0		4		９８－Ａ		仁淀消防A		戸梶　貴文		12:57														4		018A		0		4		１８－Ａ		芸西村A		小松　司沙		17:26														4		078B		0		4		７８－Ｂ		高幡消防四万十B		谷脇　康平		18:03														4		203A		0		4		２０３－Ａ		香美市消防A		岡本　大介		16:34														4		078B		0		4		７８－Ｂ		高幡消防四万十B		嶋岡　正人		13:26														4		005A		0		4		５－Ａ		須崎市A		中村　幸二		09:03														124A		0		0		１２４－Ａ		0:53:58																		116A		0		0		１１６－Ａ		0:52:22		0:57:33																		001B		0		0		１－Ｂ		0.037731481		0.039305555		1:50:56																		035C		女子4		0		３５－Ｃ		1:22:27		1:24:42		2:47:09

		5		078B		0		5		７８－Ｂ		高幡消防四万十B		國本　武恒		21:48														5		004A		0		5		４－Ａ		南国市A		森本　憲司		13:12														5		078B		0		5		７８－Ｂ		高幡消防四万十B		川村　考史		17:27														5		201A		0		5		２０１－Ａ		土佐清水市消防A		岡﨑　学		18:10														5		067A		0		5		６７－Ａ		高吾北広域A		山本　忠幸		16:41														5		203A		0		5		２０３－Ａ		香美市消防A		黒瀬　勇介		13:32														4		067A		0		4		６７－Ａ		高吾北広域A		山本　裕宣		09:03														004A		0		0		４－Ａ		0:54:14																		067A		0		0		６７－Ａ		0:54:23		0:59:34																		203A		0		0		２０３－Ａ		0.038460648		0.039722222		1:52:35																		004C		女子2		0		４－Ｃ		1:23:24		1:28:21		2:51:45

		6		203A		0		6		２０３－Ａ		香美市消防A		小松　祐介		21:51														6		122A		0		6		１２２－Ａ		香美市A		奥村　周也		13:20														6		116A		0		6		１１６－Ａ		中芸消防A		西山　和則		18:08														6		001A		0		6		１－Ａ		高知市A		野口　敦史		18:22														6		078B		0		6		７８－Ｂ		高幡消防四万十B		戸田　一成		16:45														6		116A		0		6		１１６－Ａ		中芸消防A		篠田　友章		13:41														6		001B		0		6		１－Ｂ		高知市B		田中　慶夫		09:09														001B		0		0		１－Ｂ		0:54:20																		004A		0		0		４－Ａ		0:54:14		0:59:36																		122A		0		0		１２２－Ａ		0.036539351		0.041840277		1:52:52

		7		009A		0		7		９－Ａ		土佐清水市A		岩波　道信		21:53														6		202A		0		6		２０２－Ａ		香南市消防A		安井　耕三		13:20														7		001B		0		7		１－Ｂ		高知市B		猪野　昭		18:13														7		116A		0		7		１１６－Ａ		中芸消防A		木下　裕二		18:31														7		116A		0		7		１１６－Ａ		中芸消防A		松本　隼人		16:46														7		067A		0		7		６７－Ａ		高吾北広域A		神原　孝典		13:54														7		004A		0		7		４－Ａ		南国市A		松木　和哉		09:11														067A		0		0		６７－Ａ		0:54:23																		124A		0		0		１２４－Ａ		0:53:58		1:00:11																		004A		0		0		４－Ａ		0.037662036		0.041388888		1:53:50

		8		004A		0		8		４－Ａ		南国市A		堀内　建吾		21:55														8		067A		0		8		６７－Ａ		高吾北広域A		小田　定史		13:29														8		035A		0		8		３５－Ａ		本山町A		泉　祐司		18:16														8		004A		0		8		４－Ａ		南国市A		近森　弘明		18:36														8		200A		0		8		２００－Ａ		安芸市消防A		島田　誠		17:03														8		122A		0		8		１２２－Ａ		香美市A		横山　和彦		14:06														8		123B		0		8		１２３－Ｂ		四万十町B		小野川　裕二		09:12														200A		0		0		２００－Ａ		0:54:34																		122A		0		0		１２２－Ａ		0:52:37		1:00:15																		067A		0		0		６７－Ａ		0.037766203		0.04136574		1:53:57

		9		067A		0		9		６７－Ａ		高吾北広域A		中澤　賢一		22:18														9		001B		0		9		１－Ｂ		高知市B		柏井　清夫		13:34														9		067A		0		9		６７－Ａ		高吾北広域A		徳弘　賢一		18:36														9		098A		0		9		９８－Ａ		仁淀消防A		中野　裕介		18:55														9		098A		0		9		９８－Ａ		仁淀消防A		藤岡　久人		17:04														9		004A		0		9		４－Ａ		南国市A		中村　俊一		14:11														9		124A		0		9		１２４－Ａ		黒潮町A		渡辺　健心		09:15														203A		0		0		２０３－Ａ		0:55:23																		098A		0		0		９８－Ａ		0:57:25		1:00:38																		124A		0		0		１２４－Ａ		0.037476851		0.041793981		1:54:09

		10		001B		0		10		１－Ｂ		高知市B		川崎　泰		22:33														10		123A		0		10		１２３－Ａ		四万十町A		岡﨑　純二		13:42														10		202A		0		10		２０２－Ａ		香南市消防A		竹﨑　裕次		19:02														10		001B		0		10		１－Ｂ		高知市B		中村　仰		18:59														10		007C		0		10		７－Ｃ		四万十市C		谷口　忠之		17:23														10		001C		0		10		１－Ｃ		高知市C		島﨑　春次		14:12														10		122A		0		10		１２２－Ａ		香美市A		猪野　真継		09:17														052A		0		0		５２－Ａ		0:56:30																		202A		0		0		２０２－Ａ		0:57:50		1:01:18																		200A		0		0		２００－Ａ		0.037893518		0.043819444		1:57:40

		11		078A		0		11		７８－Ａ		高幡消防須崎A		市川　史弥		23:13														11		124A		0		11		１２４－Ａ		黒潮町A		畠中　哲司		13:46														11		122A		0		11		１２２－Ａ		香美市A		小松　伯聖		19:03														11		121A		0		11		１２１－Ａ		香南市A		中嶋　一允		19:07														11		202A		0		11		２０２－Ａ		香南市消防A		岡田　一也		17:27														11		005A		0		11		５－Ａ		須崎市A		森　充弘		14:22														11		078B		0		11		７８－Ｂ		高幡消防四万十B		中城　将幸		09:18														035A		0		0		３５－Ａ		0:56:56																		001C		0		0		１－Ｃ		1:02:19		1:02:04																		098A		0		0		９８－Ａ		0.039872685		0.042106481		1:58:03

		12		123A		0		12		１２３－Ａ		四万十町A		土居　廣之		23:21														12		200A		0		12		２００－Ａ		安芸市消防A		藤堂　克二		13:51														12		078A		0		12		７８－Ａ		高幡消防須崎A		石田　伸悟		19:04														12		122A		0		12		１２２－Ａ		香美市A		山下　聡		19:19														12		122A		0		12		１２２－Ａ		香美市A		公文　雅樹		17:33														12		035A		0		12		３５－Ａ		本山町A		和田　耕一		14:45														12		202A		0		12		２０２－Ａ		香南市消防A		小澤　寛人		09:19														123A		0		0		１２３－Ａ		0:57:13																		200A		0		0		２００－Ａ		0:54:34		1:03:06																		202A		0		0		２０２－Ａ		0.040162036		0.042569444		1:59:08

		13		200A		0		13		２００－Ａ		安芸市消防A		川谷　武志		23:23														13		035A		0		13		３５－Ａ		本山町A		筒井　幸弘		13:56														13		004A		0		13		４－Ａ		南国市A		西原　三登		19:07														13		202A		0		13		２０２－Ａ		香南市消防A		山中　浩維		19:36														13		105A		0		13		１０５－Ａ		幡多西部消防A		山本　佳右		17:34														13		105A		0		13		１０５－Ａ		幡多西部消防A		所谷　昌幸		14:46														12		203A		0		12		２０３－Ａ		香美市消防A		平　慎二		09:19														098A		0		0		９８－Ａ		0:57:25																		007A		0		0		７－Ａ		1:06:47		1:03:58																		035A		0		0		３５－Ａ		0.039537036		0.044548611		2:01:05

		14		018A		0		14		１８－Ａ		芸西村A		池田　豪		23:48														13		203A		0		13		２０３－Ａ		香美市消防A		都築　豊和		13:56														14		124A		0		14		１２４－Ａ		黒潮町A		谷　純大		19:09														14		124A		0		14		１２４－Ａ		黒潮町A		野村　則男		19:44														14		004A		0		14		４－Ａ		南国市A		大谷　匡史		17:38														13		123A		0		13		１２３－Ａ		四万十町A		岡村　太介		14:46														14		001C		0		14		１－Ｃ		高知市C		西岡　一徳		09:33														078A		0		0		７８－Ａ		0:57:48																		078A		0		0		７８－Ａ		0:57:48		1:04:02																		123A		0		0		１２３－Ａ		0.039733796		0.044525462		2:01:20

		15		098A		0		15		９８－Ａ		仁淀消防A		吉良　純一		24:01														15		105A		0		15		１０５－Ａ		幡多西部消防A		上岡　一平		14:08														15		203A		0		15		２０３－Ａ		香美市消防A		和手　久		19:36														15		001C		0		15		１－Ｃ		高知市C		佐々木　恵一		19:47														15		124A		0		15		１２４－Ａ		黒潮町A		和田　祐樹		17:48														15		200A		0		15		２００－Ａ		安芸市消防A		中島　浩志		14:50														15		124C		0		15		１２４－Ｃ		黒潮町C		野村　晃稚		09:35														202A		0		0		２０２－Ａ		0:57:50																		123A		0		0		１２３－Ａ		0:57:13		1:04:07																		078A		0		0		７８－Ａ		0.040138888		0.044467592		2:01:50

		16		048C		0		16		４８－Ｃ		いの町C		東谷　信宏		24:09														16		054A		0		16		５４－Ａ		佐川町A		森　仁		14:11														16		123A		0		16		１２３－Ａ		四万十町A		芝野　富也		20:10														16		067A		0		16		６７－Ａ		高吾北広域A		藤原　剛		19:56														16		121A		0		16		１２１－Ａ		香南市A		小松　大洋		18:06														16		078A		0		16		７８－Ａ		高幡消防須崎A		土居　憲司		14:51														16		124B		0		16		１２４－Ｂ		黒潮町B		村越　淳		09:39														018A		0		0		１８－Ａ		0:58:00																		035A		0		0		３５－Ａ		0:56:56		1:04:09																		052A		0		0		５２－Ａ		0.039236111		0.046504629		2:03:28

		17		105A		0		17		１０５－Ａ		幡多西部消防A		吉松　昭人		24:10														17		501A		0		17		５０１－Ａ		国保連合会A		芝　郁		14:19														17		098A		0		17		９８－Ａ		仁淀消防A		村田　健太		20:27														17		124C		0		17		１２４－Ｃ		黒潮町C		深木　俊行		20:05														17		124B		0		17		１２４－Ｂ		黒潮町B		今西　文明		18:11														17		098A		0		17		９８－Ａ		仁淀消防A		筒井　正治郎		14:54														17		035A		0		17		３５－Ａ		本山町A		右城　伸		09:40														054A		0		0		５４－Ａ		0:59:39																		121A		0		0		１２１－Ａ		1:03:16		1:04:15																		001C		0		0		１－Ｃ		0.043275462		0.043101851		2:04:23

		18		005A		0		18		５－Ａ		須崎市A		坂本　茂生		24:19														18		052A		0		18		５２－Ａ		春野町A		岡本　暁典		14:29														18		120A		0		18		１２０－Ａ		仁淀川町A		本澤　伸也		20:44														18		018A		0		18		１８－Ａ		芸西村A		岡村　公順		20:18														18		035A		0		18		３５－Ａ		本山町A		田岡　明		18:22														18		202A		0		18		２０２－Ａ		香南市消防A		間城　祐介		14:56														18		098A		0		18		９８－Ａ		仁淀消防A		矢野　直樹		09:45														009A		0		0		９－Ａ		0:59:59																		105A		0		0		１０５－Ａ		1:01:19		1:04:17																		105A		0		0		１０５－Ａ		0.042581018		0.044641203		2:05:36

		19		056A		0		19		５６－Ａ		中土佐町A		小松　章悟		24:29														19		121A		0		19		１２１－Ａ		香南市A		谷内　誠子		14:42														19		054A		0		19		５４－Ａ		佐川町A		岡村　建介		20:55														19		078A		0		19		７８－Ａ		高幡消防須崎A		國澤　智雄		20:35														19		123A		0		19		１２３－Ａ		四万十町A		武田　正人		18:26														19		122D		0		19		１２２－Ｄ		香美市D		小松　申尚		15:02														19		040A		0		19		４０－Ａ		嶺北広域A		今西　芳彦		09:51														105A		0		0		１０５－Ａ		1:01:19																		122C		0		0		１２２－Ｃ		1:04:00		1:05:41																		009A		0		0		９－Ａ		0.041655092		0.046377314		2:06:46

		20		054A		0		20		５４－Ａ		佐川町A		下八川　久夫		24:33														20		009B		0		20		９－Ｂ		土佐清水市B		山本　悟		14:51														20		123B		0		20		１２３－Ｂ		四万十町B		中屋　大樹		21:03														20		017A		0		20		１７－Ａ		馬路村A		木下　彰二		20:40														20		001C		0		20		１－Ｃ		高知市C		山﨑　健星		18:32														20		052A		0		20		５２－Ａ		春野町A		徳平　晶		15:10														20		100A		0		20		１００－Ａ		幡多中央消防A		大﨑　淳介		09:57														001C		0		0		１－Ｃ		1:02:19																		124B		0		0		１２４－Ｂ		1:06:10		1:06:28																		054A		0		0		５４－Ａ		0.041423611		0.046967592		2:07:17

		21		044A		0		21		４４－Ａ		土佐町A		近藤　裕司		24:41														21		015A		0		21		１５－Ａ		安田町A		有岡　憲作		14:54														21		006A		0		21		６－Ａ		土佐市A		門田　知之		21:04														21		062A		0		21		６２－Ａ		日高村A		今井　明秀		20:45														20		100A		0		20		１００－Ａ		幡多中央消防A		渡辺　将幸		18:32														21		007A		0		21		７－Ａ		四万十市A		佐田　公洋		15:11														21		052A		0		21		５２－Ａ		春野町A		下村　武司		09:58														201A		0		0		２０１－Ａ		1:03:00																		009A		0		0		９－Ａ		0:59:59		1:06:47																		121A		0		0		１２１－Ａ		0.043935185		0.044618055		2:07:31

		22		035A		0		22		３５－Ａ		本山町A		松葉　孝史		24:44														22		100A		0		22		１００－Ａ		幡多中央消防A		上岡　三郎太		15:04														22		001C		0		22		１－Ｃ		高知市C		徳広　祐一		21:05														22		016A		0		22		１６－Ａ		北川村A		濵渦　朋裕		20:48														22		078A		0		22		７８－Ａ		高幡消防須崎A		濱口　登史		18:34														22		009A		0		22		９－Ａ		土佐清水市A		横山　周次		15:14														21		123A		0		21		１２３－Ａ		四万十町A		長森　伸一		09:58														501A		0		0		５０１－Ａ		1:03:14																		052A		0		0		５２－Ａ		0:56:30		1:06:58																		018A		0		0		１８－Ａ		0.040277777		0.049039351		2:08:37

		23		052A		0		23		５２－Ａ		春野町A		吉永　新司		24:57														23		008A		0		23		８－Ａ		宿毛市A		濱田　紘一		15:10														23		007C		0		23		７－Ｃ		四万十市C		村尾　貴幸		21:07														23		123A		0		23		１２３－Ａ		四万十町A		沖野　慎吾		20:57														23		052A		0		23		５２－Ａ		春野町A		徳弘　善文		18:42														23		120A		0		23		１２０－Ａ		仁淀川町A		掛水　宏昭		15:15														23		105A		0		23		１０５－Ａ		幡多西部消防A		九谷　高史		09:59														121A		0		0		１２１－Ａ		1:03:16																		123B		0		0		１２３－Ｂ		1:03:18		1:07:12																		122C		0		0		１２２－Ｃ		0.044444444		0.045613425		2:09:41

		24		100A		0		24		１００－Ａ		幡多中央消防A		榮　保志		25:02														24		001C		0		24		１－Ｃ		高知市C		植田　俊博		15:13														24		005A		0		24		５－Ａ		須崎市A		弘瀬　敦也		21:12														24		501A		0		24		５０１－Ａ		国保連合会A		市川　浩		20:58														24		015A		0		24		１５－Ａ		安田町A		西山　直樹		18:50														24		007C		0		24		７－Ｃ		四万十市C		佐川　徳和		15:24														23		200A		0		23		２００－Ａ		安芸市消防A		寺岡　勝浩		09:59														123B		0		0		１２３－Ｂ		1:03:18																		007C		0		0		７－Ｃ		1:05:16		1:07:17																		123B		0		0		１２３－Ｂ		0.043958333		0.046666666		2:10:30

		25		201A		0		25		２０１－Ａ		土佐清水市消防A		秋元　政刀		25:22														25		078A		0		25		７８－Ａ		高幡消防須崎A		児玉　好章		15:31														25		501A		0		25		５０１－Ａ		国保連合会A		川村　勇生		21:19														25		054A		0		25		５４－Ａ		佐川町A		中田　奈美		21:05														25		048A		0		25		４８－Ａ		いの町A		筒井　誠人		18:59														25		054A		0		25		５４－Ａ		佐川町A		久万沢　常晴		15:33														25		009A		0		25		９－Ａ		土佐清水市A		濱田　公雄		10:01														056A		0		0		５６－Ａ		1:03:46																		100A		0		0		１００－Ａ		1:06:33		1:07:24																		007A		0		0		７－Ａ		0.046377314		0.044421296		2:10:45

		26		202A		0		26		２０２－Ａ		香南市消防A		坂井　昭宏		25:28														26		017A		0		26		１７－Ａ		馬路村A		高橋　晃		15:43														26		201A		0		26		２０１－Ａ		土佐清水市消防A		池浦　公太		21:30														26		004B		0		26		４－Ｂ		南国市B		高橋　元和		21:09														25		120A		0		25		１２０－Ａ		仁淀川町A		中西　基		18:59														26		062A		0		26		６２－Ａ		日高村A		大川　健輔		15:37														26		078A		0		26		７８－Ａ		高幡消防須崎A		八木　俊之		10:02														005A		0		0		５－Ａ		1:03:48																		054A		0		0		５４－Ａ		0:59:39		1:07:38																		201A		0		0		２０１－Ａ		0.043749999		0.048043981		2:12:11

		27		122C		0		27		１２２－Ｃ		香美市C		大峯　啓之		25:48														27		001E		0		27		１－Ｅ		高知市E(女子）		居本　智保		15:44														27		124B		0		27		１２４－Ｂ		黒潮町B		岡崎　裕至		21:36														27		200A		0		27		２００－Ａ		安芸市消防A		小原　隆宏		21:14														27		018A		0		27		１８－Ａ		芸西村A		山本　浩孝		19:18														27		063A		0		27		６３－Ａ		津野町A		大﨑　昭彦		15:56														27		007C		0		27		７－Ｃ		四万十市C		柴　秀樹		10:10														122C		0		0		１２２－Ｃ		1:04:00																		004B		0		0		４－Ｂ		1:06:25		1:08:02																		007C		0		0		７－Ｃ		0.045324074		0.046724537		2:12:33

		28		062A		0		28		６２－Ａ		日高村A		前田　修平		25:55														28		124B		0		28		１２４－Ｂ		黒潮町B		伊与木　秀人		15:45														28		004B		0		28		４－Ｂ		南国市B		西山　明彦		21:42														28		002A		0		28		２－Ａ		安芸市A		髙橋　峰彦		21:16														28		038A		0		28		３８－Ａ		大豊町A		岡﨑　智樹		19:20														28		124B		0		28		１２４－Ｂ		黒潮町B		門田　政史		16:01														28		054A		0		28		５４－Ａ		佐川町A		古味　宏則		10:14														006A		0		0		６－Ａ		1:04:58																		124C		0		0		１２４－Ｃ		1:08:28		1:08:05																		124B		0		0		１２４－Ｂ		0.045949074		0.046157407		2:12:38

		29		123B		0		29		１２３－Ｂ		四万十町B		長森　誠二		25:58														29		006B		0		29		６－Ｂ		土佐市B		横田　琢也		15:48														29		008A		0		29		８－Ａ		宿毛市A		宮本　健児		21:50														29		035A		0		29		３５－Ａ		本山町A		渡邊　徳仁		21:22														29		123B		0		29		１２３－Ｂ		四万十町B		萩原　隆一		19:31														29		004B		0		29		４－Ｂ		南国市B		奥野　淳一		16:06														29		007A		0		29		７－Ａ		四万十市A		小野　彰		10:21														007C		0		0		７－Ｃ		1:05:16																		120A		0		0		１２０－Ａ		1:06:34		1:08:52																		100A		0		0		１００－Ａ		0.046215277		0.046805555		2:13:57

		30		001C		0		30		１－Ｃ		高知市C		松﨑　慶一		26:01														30		123D		0		30		１２３－Ｄ		四万十町D		高橋　亮		15:52														30		121A		0		30		１２１－Ａ		香南市A		立仙　泰章		21:51														30		048A		0		30		４８－Ａ		いの町A		和田　耕明		21:31														30		012A		0		30		１２－Ａ		東洋町A		奥村　忍		19:32														29		100A		0		29		１００－Ａ		幡多中央消防A		竹﨑　健一		16:06														30		017A		0		30		１７－Ａ		馬路村A		清岡　明徳		10:27														008A		0		0		８－Ａ		1:05:21																		201A		0		0		２０１－Ａ		1:03:00		1:09:11																		004B		0		0		４－Ｂ		0.046122685		0.04724537		2:14:27

		31		002A		0		31		２－Ａ		安芸市A		國藤　保志		26:31														31		123E		0		31		１２３－Ｅ		四万十町E(女子）		谷　佐保		15:55														31		040A		0		31		４０－Ａ		嶺北広域A		近藤　太一郎		21:52														31		123B		0		31		１２３－Ｂ		四万十町B		北村　耕助		21:41														31		017A		0		31		１７－Ａ		馬路村A		山﨑　出		19:54														31		121A		0		31		１２１－Ａ		香南市A		岡本　和也		16:16														31		092A		0		31		９２－Ａ		土佐市民病院A		横川　克也		10:33														123D		0		0		１２３－Ｄ		1:05:36																		062A		0		0		６２－Ａ		1:06:16		1:09:20																		120A		0		0		１２０－Ａ		0.046226851		0.047824074		2:15:26

		32		121A		0		32		１２１－Ａ		香南市A		西内　豊明		26:43														32		009A		0		32		９－Ａ		土佐清水市A		芝岡　恵三		16:04														32		123D		0		32		１２３－Ｄ		四万十町D		野中　国世		21:57														32		008A		0		32		８－Ａ		宿毛市A		豊島　裕一		21:43														32		040A		0		32		４０－Ａ		嶺北広域A		高橋　隆伸		20:02														32		059A		0		32		５９－Ａ		梼原町A		松山　秀典		16:22														32		004B		0		32		４－Ｂ		南国市B		小原　良一		10:37														124B		0		0		１２４－Ｂ		1:06:10																		040A		0		0		４０－Ａ		1:10:07		1:09:47																		005A		0		0		５－Ａ		0.044305555		0.049756944		2:15:27

		33		006A		0		33		６－Ａ		土佐市A		片岡　孝夫		26:52														33		122C		0		33		１２２－Ｃ		香美市C		竹平　隆一		16:05														33		009A		0		33		９－Ａ		土佐清水市A		楠目　生		22:02														33		105A		0		33		１０５－Ａ		幡多西部消防A		坂田　淳		21:58														33		501A		0		33		５０１－Ａ		国保連合会A		堀川　美香		20:05														33		122C		0		33		１２２－Ｃ		香美市C		吉村　泰典		16:25														33		501A		0		33		５０１－Ａ		国保連合会A		山形　大吾		10:39														062A		0		0		６２－Ａ		1:06:16																		122D		0		0		１２２－Ｄ		1:10:08		1:09:51																		062A		0		0		６２－Ａ		0.046018518		0.048148148		2:15:36

		34		007A		0		34		７－Ａ		四万十市A		加藤　武		27:09														34		201A		0		34		２０１－Ａ		土佐清水市消防A		梅本　泰吏		16:08														34		013A		0		34		１３－Ａ		奈半利町A		利岡　篤史		22:03														34		122D		0		34		１２２－Ｄ		香美市D		小松　慶久		22:00														34		004B		0		34		４－Ｂ		南国市B		川田　博司		20:10														34		056A		0		34		５６－Ａ		中土佐町A		高木　吉規		16:38														34		122C		0		34		１２２－Ｃ		香美市C		田村　剛		10:45														017A		0		0		１７－Ａ		1:06:18																		017A		0		0		１７－Ａ		1:06:18		1:09:56																		501A		0		0		５０１－Ａ		0.043912036		0.050277777		2:15:38

		35		017A		0		35		１７－Ａ		馬路村A		井上　真共		27:10														35		048A		0		35		４８－Ａ		いの町A		勝賀瀬　望		16:11														35		122C		0		35		１２２－Ｃ		香美市C		古井　洋一		22:07														35		120A		0		35		１２０－Ａ		仁淀川町A		沖　勇一		22:15														35		002A		0		35		２－Ａ		安芸市A		正岡　伸悟		20:17														35		123B		0		35		１２３－Ｂ		四万十町B		義村　貴明		16:48														35		008A		0		35		８－Ａ		宿毛市A		畠中　健一		10:46														048C		0		0		４８－Ｃ		1:06:22																		002A		0		0		２－Ａ		1:07:12		1:10:31																		017A		0		0		１７－Ａ		0.046041666		0.048564814		2:16:14

		36		012A		0		36		１２－Ａ		東洋町A		大坪　靖幸		27:23														36		123B		0		36		１２３－Ｂ		四万十町B		林　和利		16:17														36		001E		0		36		１－Ｅ		高知市E(女子）		田所　佐和子		22:23														36		124B		0		36		１２４－Ｂ		黒潮町B		渡辺　大和		22:37														36		063A		0		36		６３－Ａ		津野町A		川田　明男		20:22														36		008A		0		36		８－Ａ		宿毛市A		寺田　多志		16:52														35		062A		0		35		６２－Ａ		日高村A		坂東　隆一		10:46														004B		0		0		４－Ｂ		1:06:25																		018A		0		0		１８－Ａ		0:58:00		1:10:37																		124C		0		0		１２４－Ｃ		0.047546296		0.047280092		2:16:33

		37		501A		0		37		５０１－Ａ		国保連合会A		和田　教雅		27:36														37		004B		0		37		４－Ｂ		南国市B		合田　暁央		16:21														37		124C		0		37		１２４－Ｃ		黒潮町C		宮上　昌人		22:26														37		040A		0		37		４０－Ａ		嶺北広域A		岡部　和也		22:45														37		123D		0		37		１２３－Ｄ		四万十町D		水田　直哉		20:24														37		018A		0		37		１８－Ａ		芸西村A		吉永　卓史		16:58														35		121A		0		35		１２１－Ａ		香南市A		山本　八也		10:46														100A		0		0		１００－Ａ		1:06:33																		063A		0		0		６３－Ａ		1:13:12		1:11:08																		008A		0		0		８－Ａ		0.045381944		0.049479166		2:16:36

		38		007C		0		38		７－Ｃ		四万十市C		竹葉　洋輔		27:40														37		007A		0		37		７－Ａ		四万十市A		伊勢脇　正大		16:21														38		122D		0		38		１２２－Ｄ		香美市D		恒石　政志		22:32														38		100A		0		38		１００－Ａ		幡多中央消防A		池本　豪		22:49														37		201A		0		37		２０１－Ａ		土佐清水市消防A		和泉　公朗		20:24														37		124C		0		37		１２４－Ｃ		黒潮町C		斉藤　長久		16:58														38		013A		0		38		１３－Ａ		奈半利町A		和田　正樹		10:49														120A		0		0		１２０－Ａ		1:06:34																		008A		0		0		８－Ａ		1:05:21		1:11:15																		002A		0		0		２－Ａ		0.046666666		0.048969907		2:17:43

		39		071A		0		39		７１－Ａ		大月町A		横山　聖		27:44														39		007C		0		39		７－Ｃ		四万十市C		宇都宮　朋彦		16:29														39		056A		0		39		５６－Ａ		中土佐町A		吉村　知久		22:44														39		122C		0		39		１２２－Ｃ		香美市C		池澤　卓也		22:52														39		005A		0		39		５－Ａ		須崎市A		森光　和明		20:45														39		002A		0		39		２－Ａ		安芸市A		並川　博行		17:09														39		063A		0		39		６３－Ａ		津野町A		豊田　庄二		10:51														007A		0		0		７－Ａ		1:06:47																		005A		0		0		５－Ａ		1:03:48		1:11:39																		056A		0		0		５６－Ａ		0.044282407		0.051851851		2:18:26

		40		123D		0		40		１２３－Ｄ		四万十町D		津野　史司		27:47														40		056A		0		40		５６－Ａ		中土佐町A		日林　靖典		16:33														40		003A		0		40		３－Ａ		室戸市A		大西　亨		22:48														40		015A		0		40		１５－Ａ		安田町A		中川　剛		22:54														40		054A		0		40		５４－Ａ		佐川町A		松本　久男		20:46														39		040A		0		39		４０－Ａ		嶺北広域A		小笠原　和則		17:09														40		012A		0		40		１２－Ａ		東洋町A		小池　昭平		11:04														002A		0		0		２－Ａ		1:07:12																		015A		0		0		１５－Ａ		1:07:47		1:11:50																		015A		0		0		１５－Ａ		0.047071759		0.049884259		2:19:37

		41		092A		0		41		９２－Ａ		土佐市民病院A		三谷　浩明		27:54														41		062A		0		41		６２－Ａ		日高村A		松本　直久		16:38														41		016A		0		41		１６－Ａ		北川村A		大久保　茂栄		23:00														41		052A		0		41		５２－Ａ		春野町A		雨森　健高		23:08														41		007A		0		41		７－Ａ		四万十市A		宮﨑　勝也		20:59														41		123C		0		41		１２３－Ｃ		四万十町C		冨田　努		17:11														41		048A		0		41		４８－Ａ		いの町A		小泉　清人		11:10														015A		0		0		１５－Ａ		1:07:47																		016A		0		0		１６－Ａ		1:10:22		1:12:05																		040A		0		0		４０－Ａ		0.048692129		0.048460648		2:19:54

		42		016A		0		42		１６－Ａ		北川村A		濵渦　隆司		28:16														42		122D		0		42		１２２－Ｄ		香美市D		依光　隆司		16:42														42		105A		0		42		１０５－Ａ		幡多西部消防A		澤近　卓		23:01														42		003A		0		42		３－Ａ		室戸市A		久保　耕一		23:15														42		016A		0		42		１６－Ａ		北川村A		藤澤　文彦		21:07														42		015A		0		42		１５－Ａ		安田町A		西尾　辰徳		17:21														42		003A		0		42		３－Ａ		室戸市A		田渕　信量		11:16														013A		0		0		１３－Ａ		1:08:06																		501A		0		0		５０１－Ａ		1:03:14		1:12:24																		122D		0		0		１２２－Ｄ		0.048703703		0.048506944		2:19:59

		43		008A		0		43		８－Ａ		宿毛市A		土居　祐仁		28:21														43		018A		0		43		１８－Ａ		芸西村A		手島　真由美		16:46														43		007A		0		43		７－Ａ		四万十市A		中山　良		23:17														43		001E		0		43		１－Ｅ		高知市E(女子）		松岡　真理		23:16														43		001E		0		43		１－Ｅ		高知市E(女子）		中村　公子		21:19														43		071A		0		43		７１－Ａ		大月町A		松田　耕一		17:22														43		005B		0		43		５－Ｂ		須崎市B		畔元　隆弘		11:17														124C		0		0		１２４－Ｃ		1:08:28																		012A		0		0		１２－Ａ		1:11:26		1:12:25																		016A		0		0		１６－Ａ		0.04886574		0.05005787		2:22:27

		44		004B		0		44		４－Ｂ		南国市B		田所　卓也		28:22														44		122B		0		44		１２２－Ｂ		香美市B		中川　英斉		16:49														44		017A		0		44		１７－Ａ		馬路村A		伊吹　卓哉		23:25														44		012A		0		44		１２－Ａ		東洋町A		生田　憲一		23:36														44		007B		0		44		７－Ｂ		四万十市B		安岡　栄治		21:20														44		001E		0		44		１－Ｅ		高知市E(女子）		永野　未晴		17:25														44		007D		0		44		７－Ｄ		四万十市D		浦宗　康		11:20														001E		女子1		0		１－Ｅ		1:09:06																		048A		0		0		４８－Ａ		1:09:53		1:13:00																		001E		女子1		0		１－Ｅ		0.047986111		0.051087962		2:22:40

		45		124C		0		45		１２４－Ｃ		黒潮町C		周治　正崇		28:27														45		092A		0		45		９２－Ａ		土佐市民病院A		元親　裕志		16:50														45		002A		0		45		２－Ａ		安芸市A		川村　健		23:42														45		006B		0		45		６－Ｂ		土佐市B		矢野　康孝		23:40														45		124C		0		45		１２４－Ｃ		黒潮町C		國友　広和		21:27														45		123E		0		45		１２３－Ｅ		四万十町E(女子）		武内　由美		17:26														45		124D		0		45		１２４－Ｄ		黒潮町D		宮地　洋		11:32														092A		0		0		９２－Ａ		1:09:20																		001E		女子1		0		１－Ｅ		1:09:06		1:13:34																		048A		0		0		４８－Ａ		0.048530092		0.050694444		2:22:53

		46		120A		0		46		１２０－Ａ		仁淀川町A		古味　伸彦		28:32														46		071A		0		46		７１－Ａ		大月町A		山下　清司		16:54														45		123C		0		45		１２３－Ｃ		四万十町C		林　久志		23:42														46		038A		0		46		３８－Ａ		大豊町A		吉田　雄造		23:43														46		056A		0		46		５６－Ａ		中土佐町A		黒岩　陽介		21:40														46		007B		0		46		７－Ｂ		四万十市B		小野　慎二		17:28														46		201A		0		46		２０１－Ａ		土佐清水市消防A		西田　和啓		11:33														048A		0		0		４８－Ａ		1:09:53																		056A		0		0		５６－Ａ		1:03:46		1:14:40																		123D		0		0		１２３－Ｄ		0.045555555		0.054097222		2:23:30

		47		013A		0		47		１３－Ａ		奈半利町A		五味　雅仁		28:38														47		002A		0		47		２－Ａ		安芸市A		三宮　一仁		16:59														47		015A		0		47		１５－Ａ		安田町A		有澤　朋哉		23:43														47		121B		0		47		１２１－Ｂ		香南市B		近森　紳也		23:47														47		007D		0		47		７－Ｄ		四万十市D		山中　康世		21:50														47		122B		0		47		１２２－Ｂ		香美市B		高橋　千恵		17:43														47		001E		0		47		１－Ｅ		高知市E(女子）		有澤　知江		11:34														040A		0		0		４０－Ａ		1:10:07																		007B		0		0		７－Ｂ		1:17:43		1:15:42																		012A		0		0		１２－Ａ		0.049606481		0.050289351		2:23:51

		48		063A		0		48		６３－Ａ		津野町A		市川　弘		28:42														48		006A		0		48		６－Ａ		土佐市A		山﨑　一宏		17:02														47		062A		0		47		６２－Ａ		日高村A		西村　篤史		23:43														48		063A		0		48		６３－Ａ		津野町A		鍋島　浩一		23:59														48		008A		0		48		８－Ａ		宿毛市A		埜々下　哲広		21:54														48		013A		0		48		１３－Ａ		奈半利町A		川島　智		17:51														48		007B		0		48		７－Ｂ		四万十市B		渡辺　昌彦		11:37														122D		0		0		１２２－Ｄ		1:10:08																		038A		0		0		３８－Ａ		1:18:02		1:16:14																		063A		0		0		６３－Ａ		0.050833333		0.049398148		2:24:20

		49		124B		0		49		１２４－Ｂ		黒潮町B		柿本　一成		28:49														49		059A		0		49		５９－Ａ		梼原町A		中越　祝子		17:12														49		048A		0		49		４８－Ａ		いの町A		吉良　高秀		23:44														49		071A		0		49		７１－Ａ		大月町A		乾　夏夫		24:07														49		013A		0		49		１３－Ａ		奈半利町A		下村　卓徳		22:01														49		016A		0		49		１６－Ａ		北川村A		田中　勝之		17:54														49		056A		0		49		５６－Ａ		中土佐町A		津野　誠		11:41														016A		0		0		１６－Ａ		1:10:22																		122B		0		0		１２２－Ｂ		1:10:40		1:16:28																		013A		0		0		１３－Ａ		0.047291666		0.053738425		2:25:29

		50		122B		0		50		１２２－Ｂ		香美市B		宗石　康弘		29:03														50		048C		0		50		４８－Ｃ		いの町C		石川　晃		17:17														50		008C		0		50		８－Ｃ		宿毛市C		笠井　明子		24:03														50		008B		0		50		８－Ｂ		宿毛市B		安本　剛		24:17														50		062A		0		50		６２－Ａ		日高村A		片岡　信次		22:12														50		007D		0		50		７－Ｄ		四万十市D		稲田　修		18:02														50		002A		0		50		２－Ａ		安芸市A		小松　佑也		11:49														123C		0		0		１２３－Ｃ		1:10:28																		059A		0		0		５９－Ａ		1:14:41		1:17:08																		122B		0		0		１２２－Ｂ		0.049074074		0.053101851		2:27:08

		51		015A		0		51		１５－Ａ		安田町A		手島　一憲		29:10														51		120A		0		51		１２０－Ａ		仁淀川町A		大野　裕典		17:18														51		044A		0		51		４４－Ａ		土佐町A		川村　圭祐		24:11														51		007C		0		51		７－Ｃ		四万十市C		篠田　光男		24:20														51		006A		0		51		６－Ａ		土佐市A		佐竹　俊文		22:18														51		121B		0		51		１２１－Ｂ		香南市B		田中　菜生		18:09														51		059A		0		51		５９－Ａ		梼原町A		大川　真一郎		11:51														044A		0		0		４４－Ａ		1:10:31																		013A		0		0		１３－Ａ		1:08:06		1:17:23																		006A		0		0		６－Ａ		0.04511574		0.057280092		2:27:27

		52		123C		0		52		１２３－Ｃ		四万十町C		下司　康弘		29:28														51		123C		0		51		１２３－Ｃ		四万十町C		田辺　俊輔		17:18														52		007D		0		52		７－Ｄ		四万十市D		濱田　亮丞		24:13														52		122B		0		52		１２２－Ｂ		香美市B		小松　晶秀		24:33														51		124D		0		51		１２４－Ｄ		黒潮町D		沢原　浩二		22:18														52		012A		0		52		１２－Ａ		東洋町A		北川　晃彦		18:13														52		048C		0		52		４８－Ｃ		いの町C		下元　清隆		11:54														122B		0		0		１２２－Ｂ		1:10:40																		123D		0		0		１２３－Ｄ		1:05:36		1:17:54																		044A		0		0		４４－Ａ		0.048969907		0.054641203		2:29:12

		53		007B		0		53		７－Ｂ		四万十市B		岡田　洋		29:36														53		003A		0		53		３－Ａ		室戸市A		森下　泉		17:24														53		048B		0		53		４８－Ｂ		いの町B		北川　博章		24:30														53		056A		0		53		５６－Ａ		中土佐町A		吉岡　卓宣		24:41														53		006B		0		53		６－Ｂ		土佐市B		柴田　真希		22:28														53		003A		0		53		３－Ａ		室戸市A		山下　武史		18:15														53		044A		0		53		４４－Ａ		土佐町A		澤田　智則		12:09														071A		0		0		７１－Ａ		1:11:11																		121B		0		0		１２１－Ｂ		1:19:54		1:17:59																		003A		0		0		３－Ａ		0.050289351		0.054236111		2:30:31

		54		048A		0		54		４８－Ａ		いの町A		土居　晃		29:58														54		013A		0		54		１３－Ａ		奈半利町A		礒部　敏幸		17:25														54		092A		0		54		９２－Ａ		土佐市民病院A		下元　伸支		24:36														54		009B		0		54		９－Ｂ		土佐清水市B		宮地　一豊		24:52														54		122B		0		54		１２２－Ｂ		香美市B		野島　昭彦		22:28														54		044A		0		54		４４－Ａ		土佐町A		杉本　啓		18:29														54		121B		0		54		１２１－Ｂ		香南市B		黒瀬　美鈴		12:10														012A		0		0		１２－Ａ		1:11:26																		007D		0		0		７－Ｄ		1:16:16		1:18:03																		092A		0		0		９２－Ａ		0.048148148		0.056631944		2:30:53

		55		123E		0		55		１２３－Ｅ		四万十町E(女子）		高橋　ゆか		30:23														55		008B		0		55		８－Ｂ		宿毛市B		岩村　研治		17:30														55		122B		0		55		１２２－Ｂ		香美市B		法光院　晶一		24:48														55		123D		0		55		１２３－Ｄ		四万十町D		坂本　克久		25:02														55		092A		0		55		９２－Ａ		土佐市民病院A		山中　孝志		22:30														55		009B		0		55		９－Ｂ		土佐清水市B		榊原　俊樹		18:49														55		016A		0		55		１６－Ａ		北川村A		島田　圭佑		12:16														003A		0		0		３－Ａ		1:12:25																		003A		0		0		３－Ａ		1:12:25		1:18:06																		059A		0		0		５９－Ａ		0.051863425		0.053564814		2:31:49

		56		040A		0		56		４０－Ａ		嶺北広域A		小笠原　和行		30:31														56		038A		0		56		３８－Ａ		大豊町A		河野　大仁		17:35														56		048C		0		56		４８－Ｃ		いの町C		西川　啓二		24:56														56		005B		0		56		５－Ｂ		須崎市B		森光　澄夫		25:15														56		044A		0		56		４４－Ａ		土佐町A		和田　孝弘		22:34														56		017A		0		56		１７－Ａ		馬路村A		高芝　俊二		18:55														56		008B		0		56		８－Ｂ		宿毛市B		山岡　敏樹		12:22														006B		0		0		６－Ｂ		1:12:42																		044A		0		0		４４－Ａ		1:10:31		1:18:41																		071A		0		0		７１－Ａ		0.04943287		0.056759259		2:32:55

		57		007E		0		57		７－Ｅ		四万十市E(女子）		中田　智子		30:41														56		124C		0		56		１２４－Ｃ		黒潮町C		松井　正明		17:35														56		124D		0		56		１２４－Ｄ		黒潮町D		藤本　英		24:56														57		007B		0		57		７－Ｂ		四万十市B		松岡　正大		25:17														57		059A		0		57		５９－Ａ		梼原町A		中越　光恵		22:54														57		201A		0		57		２０１－Ａ		土佐清水市消防A		手島　仁		19:04														57		120A		0		57		１２０－Ａ		仁淀川町A		片岡　良孝		12:23														123E		女子5		0		１２３－Ｅ		1:12:59																		124D		0		0		１２４－Ｄ		1:15:57		1:20:12																		007B		0		0		７－Ｂ		0.053969907		0.052569444		2:33:25

		58		006B		0		58		６－Ｂ		土佐市B		佐々木　英二		30:53														58		012A		0		58		１２－Ａ		東洋町A		蛭子　浩久		17:36														58		063A		0		58		６３－Ａ		津野町A		西森　正浩		25:05														57		048B		0		57		４８－Ｂ		いの町B		中岡　孝幸		25:17														58		122D		0		58		１２２－Ｄ		香美市D		森下　研		23:11														58		124D		0		58		１２４－Ｄ		黒潮町D		藤本　心		19:38														58		123D		0		58		１２３－Ｄ		四万十町D		井上　義之		12:27														063A		0		0		６３－Ａ		1:13:12																		009B		0		0		９－Ｂ		1:15:03		1:20:59																		123E		女子5		0		１２３－Ｅ		0.05068287		0.056261574		2:34:00

		59		122D		0		59		１２２－Ｄ		香美市D		日和佐　干城		30:54														59		040A		0		59		４０－Ａ		嶺北広域A		川村　諭		17:44														59		059A		0		59		５９－Ａ		梼原町A		岡本　浩一		25:16														59		044A		0		59		４４－Ａ		土佐町A		伊藤　敏雄		25:29														59		005B		0		59		５－Ｂ		須崎市B		津野　修		23:20														59		092A		0		59		９２－Ａ		土佐市民病院A		松森　保道		19:43														59		123C		0		59		１２３－Ｃ		四万十町C		山本　康雄		12:41														059A		0		0		５９－Ａ		1:14:41																		123E		女子5		0		１２３－Ｅ		1:12:59		1:21:01																		038A		0		0		３８－Ａ		0.054189814		0.052939814		2:34:16

		60		001E		0		60		１－Ｅ		高知市E(女子）		宮崎　純代		30:59														60		007B		0		60		７－Ｂ		四万十市B		桑原　克能		17:50														60		007E		0		60		７－Ｅ		四万十市E(女子）		竹田　充		25:33														60		006A		0		60		６－Ａ		土佐市A		森下　卓也		25:52														60		123E		0		60		１２３－Ｅ		四万十町E(女子）		中城　真由子		23:31														60		006A		0		60		６－Ａ		土佐市A		石元　裕乃		20:01														60		009B		0		60		９－Ｂ		土佐清水市B		稲田　誠		12:44														009B		0		0		９－Ｂ		1:15:03																		092A		0		0		９２－Ａ		1:09:20		1:21:33																		007D		0		0		７－Ｄ		0.052962962		0.054201388		2:34:19

		61		038A		0		61		３８－Ａ		大豊町A		永野　尊教		31:45														61		007D		0		61		７－Ｄ		四万十市D		村上　正彦		17:52														61		006B		0		61		６－Ｂ		土佐市B		金子　圭吾		26:01														61		059A		0		61		５９－Ａ		梼原町A		坂本　重文		26:01														61		035C		0		61		３５－Ｃ		本山町C(女子）		秋山　恵美		23:48														60		035C		0		60		３５－Ｃ		本山町C(女子）		上村　有美		20:01														61		015A		0		61		１５－Ａ		安田町A		中山　初男		12:45														124D		0		0		１２４－Ｄ		1:15:57																		071A		0		0		７１－Ａ		1:11:11		1:21:44																		123C		0		0		１２３－Ｃ		0.048935185		0.058472222		2:34:40

		62		124D		0		62		１２４－Ｄ		黒潮町D		金子　富太		32:04														62		005A		0		62		５－Ａ		須崎市A		吉本　加津代		18:17														62		012A		0		62		１２－Ａ		東洋町A		伊吹　真貴博		26:27														62		008C		0		62		８－Ｃ		宿毛市C		中福　智子		26:28														62		121B		0		62		１２１－Ｂ		香南市B		竹村　和花		23:53														60		123D		0		60		１２３－Ｄ		四万十町D		桑瀬　正一		20:01														61		035C		0		61		３５－Ｃ		本山町C(女子）		横山　奈那		12:45														007D		0		0		７－Ｄ		1:16:16																		006A		0		0		６－Ａ		1:04:58		1:22:29																		009B		0		0		９－Ｂ		0.052118055		0.056238425		2:36:02

		63		003A		0		63		３－Ａ		室戸市A		冨士原　夏樹		32:13														63		124D		0		63		１２４－Ｄ		黒潮町D		森　義胤		18:57														62		100A		0		62		１００－Ａ		幡多中央消防A		沖　晃次		26:27														63		013A		0		63		１３－Ａ		奈半利町A		改田　敏幸		26:42														63		009A		0		63		９－Ａ		土佐清水市A		山下　佳彦		24:11														63		038A		0		63		３８－Ａ		大豊町A		森岡　正徳		20:17														63		038A		0		63		３８－Ａ		大豊町A		秋山　咲子		12:54														048B		0		0		４８－Ｂ		1:16:38																		005B		0		0		５－Ｂ		1:22:13		1:22:29																		048C		0		0		４８－Ｃ		0.046087962		0.062280092		2:36:03

		63		059A		0		63		５９－Ａ		梼原町A		恒松　衛		32:13														64		016A		0		64		１６－Ａ		北川村A		山嶋　千恵		19:06														64		071A		0		64		７１－Ａ		大月町A		吉岡　靖友		26:33														64		124D		0		64		１２４－Ｄ		黒潮町D		大西　貴史		26:44														64		009B		0		64		９－Ｂ		土佐清水市B		文野　喜文		24:34														64		007E		0		64		７－Ｅ		四万十市E(女子）		高木　亜季		20:36														64		123E		0		64		１２３－Ｅ		四万十町E(女子）		西岡　直美		13:03														007B		0		0		７－Ｂ		1:17:43																		123C		0		0		１２３－Ｃ		1:10:28		1:24:12																		124D		0		0		１２４－Ｄ		0.052743055		0.055694444		2:36:09

		65		048B		0		65		４８－Ｂ		いの町B		大川　智史		32:27														65		005B		0		65		５－Ｂ		須崎市B		谷脇　基文		19:15														65		123E		0		65		１２３－Ｅ		四万十町E(女子）		戸田　彩		26:41														65		007D		0		65		７－Ｄ		四万十市D		齋藤　慎一		26:51														65		123C		0		65		１２３－Ｃ		四万十町C		杉本　孝成		24:53														65		004C		0		65		４－Ｃ		南国市C(女子）		戸梶　里香		20:41														65		008C		0		65		８－Ｃ		宿毛市C		山本　恵美		13:27														038A		0		0		３８－Ａ		1:18:02																		035C		女子4		0		３５－Ｃ		1:22:27		1:24:42																		121B		0		0		１２１－Ｂ		0.055486111		0.054155092		2:37:53

		66		009B		0		66		９－Ｂ		土佐清水市B		倉松　克臣		32:46														66		063A		0		66		６３－Ａ		津野町A		川西　利文		19:25														66		008B		0		66		８－Ｂ		宿毛市B		豊田　直史		26:43														66		123E		0		66		１２３－Ｅ		四万十町E(女子）		才原　美恵		27:01														66		071A		0		66		７１－Ａ		大月町A		岩越　大樹		25:02														66		501A		0		66		５０１－Ａ		国保連合会A		廣田　陽平		20:42														66		004C		0		66		４－Ｃ		南国市C(女子）		田所　千佳		13:37														008B		0		0		８－Ｂ		1:18:20																		008C		0		0		８－Ｃ		1:18:37		1:26:25																		006B		0		0		６－Ｂ		0.050486111		0.060150462		2:39:19

		67		121B		0		67		１２１－Ｂ		香南市B		山﨑　正博		32:50														67		121B		0		67		１２１－Ｂ		香南市B		小島　千佐		19:37														67		035C		0		67		３５－Ｃ		本山町C(女子）		右城　有紀		26:56														67		005A		0		67		５－Ａ		須崎市A		井上　高晶		27:29														67		007E		0		67		７－Ｅ		四万十市E(女子）		栢岡　珠美		25:15														67		048C		0		67		４８－Ｃ		いの町C		中村　貴暁		20:54														67		018A		0		67		１８－Ａ		芸西村A		小松　博		14:03														008C		0		0		８－Ｃ		1:18:37																		006B		0		0		６－Ｂ		1:12:42		1:26:37																		005B		0		0		５－Ｂ		0.057094907		0.057280092		2:44:42

		68		005B		0		68		５－Ｂ		須崎市B		松田　直起		33:11														68		048B		0		68		４８－Ｂ		いの町B		水田　康範		19:41														68		009B		0		68		９－Ｂ		土佐清水市B		濱口　万智香		27:26														68		004C		0		68		４－Ｃ		南国市C(女子）		小原　正子		27:31														68		003A		0		68		３－Ａ		室戸市A		濱田　亮士		25:20														68		008C		0		68		８－Ｃ		宿毛市C		山本　和恵		21:03														68		007E		0		68		７－Ｅ		四万十市E(女子）		安岡　稚奈		14:10														007E		女子3		0		７－Ｅ		1:19:20																		008B		0		0		８－Ｂ		1:18:20		1:27:35																		008C		0		0		８－Ｃ		0.054594907		0.060011574		2:45:02

		69		004C		0		69		４－Ｃ		南国市C(女子）		山内　幸子		33:56														69		004C		0		69		４－Ｃ		南国市C(女子）		長野　聖子		20:18														69		121B		0		69		１２１－Ｂ		香南市B		岡本　修		27:27														69		007E		0		69		７－Ｅ		四万十市E(女子）		伊与田　恭子		27:44														69		008C		0		69		８－Ｃ		宿毛市C		桑原　一		25:27														69		048A		0		69		４８－Ａ		いの町A		野田　幸稔		21:20														69		006A		0		69		６－Ａ		土佐市A		山西　亜紀		14:18														121B		0		0		１２１－Ｂ		1:19:54																		007E		女子3		0		７－Ｅ		1:19:20		1:27:45																		048B		0		0		４８－Ｂ		0.053217592		0.061956018		2:45:51

		70		008B		0		70		８－Ｂ		宿毛市B		近澤　伸一		34:07														70		035C		0		70		３５－Ｃ		本山町C(女子）		小笠原　知子		20:22														70		038A		0		70		３８－Ａ		大豊町A		佐藤　顕		28:42														70		035C		0		70		３５－Ｃ		本山町C(女子）		松繁　美和		28:08														70		008B		0		70		８－Ｂ		宿毛市B		福島　篤史		25:56														70		048B		0		70		４８－Ｂ		いの町B		森脇　友紀		22:01														70		071A		0		70		７１－Ａ		大月町A		蔦江　太一		15:13														005B		0		0		５－Ｂ		1:22:13																		004C		女子2		0		４－Ｃ		1:23:24		1:28:21																		008B		0		0		８－Ｂ		0.054398148		0.060821759		2:45:55

		70		008C		0		70		８－Ｃ		宿毛市C		山本　則夫		34:07														71		008C		0		71		８－Ｃ		宿毛市C		岡井　誉子		20:27														71		004C		0		71		４－Ｃ		南国市C(女子）		松岡　千左		29:10														71		048C		0		71		４８－Ｃ		いの町C		川村　敏之		28:31														71		048B		0		71		４８－Ｂ		いの町B		近澤　修二		26:16														71		005B		0		71		５－Ｂ		須崎市B		山岡　円佳		22:37														71		048B		0		71		４８－Ｂ		いの町B		川澤　範子		15:39														035C		女子4		0		３５－Ｃ		1:22:27																		048B		0		0		４８－Ｂ		1:16:38		1:29:13																		007E		女子3		0		７－Ｅ		0.055092592		0.060937499		2:47:05

		72		007D		0		72		７－Ｄ		四万十市D		室津　康志		34:11														72		044A		0		72		４４－Ａ		土佐町A		山下　法政		21:39														72		005B		0		72		５－Ｂ		須崎市B		山本　啓介		29:47														72		092A		0		72		９２－Ａ		土佐市民病院A		大原　正義		28:47														72		004C		0		72		４－Ｃ		南国市C(女子）		上西　美穂		26:32														72		006B		0		72		６－Ｂ		土佐市B		和田　梓		24:14														72		006B		0		72		６－Ｂ		土佐市B		立田　智子		16:15														004C		女子2		0		４－Ｃ		1:23:24																		048C		0		0		４８－Ｃ		1:06:22		1:29:41																		035C		女子4		0		３５－Ｃ		0.057256944		0.058819444		2:47:09

		73		035C		0		73		３５－Ｃ		本山町C(女子）		横山　早苗		35:09														73		007E		0		73		７－Ｅ		四万十市E(女子）		池　一美		23:06														73		007B		0		73		７－Ｂ		四万十市B		小野　宏之		30:17														73		123C		0		73		１２３－Ｃ		四万十町C		横山　光一		29:27														73		048C		0		73		４８－Ｃ		いの町C		島田　雅也		28:22														73		008B		0		73		８－Ｂ		宿毛市B		平岡　洋助		25:00														72		122B		0		72		１２２－Ｂ		香美市B		山本　忠		16:15														001D		0		ｵｰﾌﾟﾝ		１－Ｄ		1:05:14																		035B		0		ｵｰﾌﾟﾝ		３５－Ｂ		1:11:45		1:14:22																		004C		女子2		0		４－Ｃ		0.057916666		0.061354166		2:51:45

		-		001D		ｵｰﾌﾟﾝ		-		１－Ｄ		高知市D（オープン）		弘瀬　友也																-		001D		ｵｰﾌﾟﾝ		-		１－Ｄ		高知市D（オープン）		伊藤　雅則																-		001D		ｵｰﾌﾟﾝ		-		１－Ｄ		高知市D（オープン）		井上　陽雄																-		001D		ｵｰﾌﾟﾝ		-		１－Ｄ		高知市D（オープン）		宮本　敦弘																-		001D		ｵｰﾌﾟﾝ		-		１－Ｄ		高知市D（オープン）		植田　忠裕																-		001D		ｵｰﾌﾟﾝ		-		１－Ｄ		高知市D（オープン）		川村　博彦																-		001D		ｵｰﾌﾟﾝ		-		１－Ｄ		高知市D（オープン）		弘瀬　友賀																054B		0		ｵｰﾌﾟﾝ		５４－Ｂ		1:10:24																		054B		0		ｵｰﾌﾟﾝ		５４－Ｂ		1:10:24		1:15:22																		001D		0		ｵｰﾌﾟﾝ		１－Ｄ		0.045300925		0.054791666		2:24:08

		-		035B		ｵｰﾌﾟﾝ		-		３５－Ｂ		本山町B（オープン）		前田　幸二																-		035B		ｵｰﾌﾟﾝ		-		３５－Ｂ		本山町B（オープン）		川村　真紀																-		035B		ｵｰﾌﾟﾝ		-		３５－Ｂ		本山町B（オープン）		川村　憲嗣																-		035B		ｵｰﾌﾟﾝ		-		３５－Ｂ		本山町B（オープン）		泉　俊行																-		035B		ｵｰﾌﾟﾝ		-		３５－Ｂ		本山町B（オープン）		川村　啓太																-		035B		ｵｰﾌﾟﾝ		-		３５－Ｂ		本山町B（オープン）		澤田　耕三																-		035B		ｵｰﾌﾟﾝ		-		３５－Ｂ		本山町B（オープン）		小谷　和生																035B		0		ｵｰﾌﾟﾝ		３５－Ｂ		1:11:45																		001D		0		ｵｰﾌﾟﾝ		１－Ｄ		1:05:14		1:18:54																		054B		0		ｵｰﾌﾟﾝ		５４－Ｂ		0.048888888		0.052337962		2:25:46

		-		054B		ｵｰﾌﾟﾝ		-		５４－Ｂ		佐川町B(オープン）		麻田　正志																-		054B		ｵｰﾌﾟﾝ		-		５４－Ｂ		佐川町B(オープン）		岡田　秀和																-		054B		ｵｰﾌﾟﾝ		-		５４－Ｂ		佐川町B(オープン）		品原　義仁																-		054B		ｵｰﾌﾟﾝ		-		５４－Ｂ		佐川町B(オープン）		山本　壽史																-		054B		ｵｰﾌﾟﾝ		-		５４－Ｂ		佐川町B(オープン）		山根　邦仁																-		054B		ｵｰﾌﾟﾝ		-		５４－Ｂ		佐川町B(オープン）		麻田　正志																-		054B		ｵｰﾌﾟﾝ		-		５４－Ｂ		佐川町B(オープン）		ｾﾗ･ﾏﾁﾙﾄﾞﾝ																997		0		無		0																				997		0		無		0																						035B		0		ｵｰﾌﾟﾝ		３５－Ｂ		0.049826388		0.051643518		2:26:07

		-		997		無		-		0		0																		-		997		無		-		0		0																		-		997		無		-		0		0																		-		997		無		-		0		0																		-		997		無		-		0		0																		-		997		無		-		0		0																		-		997		無		-		0		0																		998		0		無		0																				998		0		無		0																						997		0		無		0

		-		998		無		-		0		0																		-		998		無		-		0		0		0																-		998		無		-		0		0		0																-		998		無		-		0		0																		-		998		無		-		0		0		0																-		998		無		-		0		0																		-		998		無		-		0		0																		999		0		無		0																				999		0		無		0																						998		0		無		0

		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		999		0		無		0																				999		0		無		0																						999		0		無		0

		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		999		0		無		0																				999		0		無		0																						999		0		無		0

		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		999		0		無		0																				999		0		無		0																						999		0		無		0

		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		999		0		無		0																				999		0		無		0																						999		0		無		0

		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		999		0		無		0																				999		0		無		0																						999		0		無		0

		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		999		0		無		0																				999		0		無		0																						999		0		無		0

		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		999		0		無		0																				999		0		無		0																						999		0		無		0

		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		999		0		無		0																				999		0		無		0																						999		0		無		0

		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		999		0		無		0																				999		0		無		0																						999		0		無		0

		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		999		0		無		0																				999		0		無		0																						999		0		無		0

		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		999		0		無		0																				999		0		無		0																						999		0		無		0

		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		999		0		無		0																				999		0		無		0																						999		0		無		0

		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		-		999		無		-		0		0																		999		0		無		0																				999		0		無		0																						999		0		無		0

																																																																																																																																																																																																						999		0		無		0																				999		0		無		0																						999		0		無		0

																																																																																																																																																																																																						999		0		無		0																				999		0		無		0																						999		0		無		0

																																																																																																																																																																																																						078.1B								0:00:00																		078.1B								0:00:00		0:00:00																		999		0		無		0





