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1時間22分31秒1 濱田 正博3322 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

1時間23分14秒2 水田 勇次3352 ストーム陸上部ﾐｽﾞﾀ ﾕｳｼﾞ

1時間26分19秒3 鈴木 正美3236 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐ

1時間27分13秒4 中田 実3296 ﾅｶﾀ ﾐﾉﾙ

1時間28分41秒5 丹生 大三3306 那賀陸協ﾆｳ ﾀﾞｲｿﾞｳ

1時間30分04秒6 高岡 正直3249 松山陸協ﾀｶｵｶ ﾏｻﾅｵ

1時間31分24秒7 浅井　裕史3111 明浜体協ｱｻｲ ﾋﾛﾐ

1時間32分03秒8 楠橋 集3190 ｸｽﾊｼ ｱﾂﾑ

1時間32分16秒9 竹田 真彦3260 一番町珍走団ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾋｺ

1時間32分35秒10 井上 晴久3132 石井体協ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾋｻ

1時間34分15秒11 梅村 裕治3148 津島体協ｳﾒﾑﾗ ﾕｳｼﾞ

1時間34分22秒12 竹本 竜一3263 四国中央市陸協ﾀｹﾓﾄ ﾘﾕｳｲﾁ

1時間34分36秒13 澤山 秀樹3217 伊予木材ｻﾜﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

1時間35分50秒14 三好　　要3103 伊方体協ﾐﾖｼｶﾅﾒ

1時間36分17秒15 山口 勇次3380 八幡浜消防ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ

1時間36分27秒16 武田 元介3261 ﾀｹﾀﾞ ﾓﾄｽｹ

1時間36分38秒17 前田 進一3339 土佐ACﾏｴﾀﾞ ｼﾝｲﾁ

1時間37分19秒18 山下 秀一3385 明浜体協ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

1時間38分27秒19 平井 忠司3327 ﾋﾗｲ ﾀﾀﾞｼ

1時間38分29秒20 大塚 和重3151 ｵｵﾂｶ ｶｽﾞｼｹﾞ

1時間38分42秒21 山口 謙太郎3378 ちはら台走友会ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間39分52秒22 谷口 忠3270 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ

1時間40分09秒23 河合 竜佐3175 まるランニングクラブｶﾜｲ ﾘﾖｳｽｹ

1時間40分37秒24 吉木 恒夫3394 ﾖｼｷ ﾂﾈｵ

1時間40分38秒25 谷岡 卓次3268 ﾀﾆｵｶ ﾀｸｼﾞ

1時間41分15秒26 山崎 正彦3382 松下工業ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾋｺ

1時間41分20秒27 伊賀上 哲3119 一人部活ｲｶﾞｳｴ ｻﾄﾙ

1時間41分21秒28 中村 晋治3298 松山陸協ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｼﾞ

1時間41分32秒29 池田 頼昭3122 ｲｹﾀﾞ ﾖﾘｱｷ

1時間41分35秒30 浜崎 隆3321 ﾊﾏｻﾞｷ ﾀｶｼ

1時間42分02秒31 曽根 弘志3244 Ｊパワーｿﾈ ﾋﾛｼ

1時間42分14秒32 松本 悟3348 カルスポランニングクラブﾏﾂﾓﾄ ｻﾄﾙ

1時間42分34秒33 松本 弘文3350 鎌野病院ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ

1時間42分37秒34 倉松　 豊3193 ｸﾗﾏﾂ ﾕﾀｶ

1時間43分02秒35 村井 明弘3363 長浜体協ﾑﾗｲ ｱｷﾋﾛ

1時間43分10秒36 泉 和智3124 神山8460会ｲｽﾞﾐ ｶｽﾞﾄﾓ

1時間43分21秒37 谷岡 史喜3269 県信用保証協会ﾀﾆｵｶ ﾌﾐﾖｼ

1時間43分23秒38 西森 善幸3312 ﾆｼﾓﾘ ﾖｼﾕｷ

1時間43分26秒39 黒瀬 健二3197 チームいいね！西条ｸﾛｾ ｹﾝｼﾞ

1時間45分07秒40 青木 達也3115 県立新居浜病院ｱｵｷ ﾀﾂﾔ

1時間45分08秒41 津留 浩光3280 ﾂﾄﾞﾒ ﾋﾛﾐﾂ

1時間46分03秒42 八木 泉3367 ココナツ古三津ﾔｷﾞ ｲｽﾞﾐ

1時間46分09秒43 小西 亨3207 松野体協ｺﾆｼ ﾄｵﾙ

1時間46分18秒44 岸田 淳司3184 ｷｼﾀﾞ ｱﾂｼ

1時間47分05秒45 沖村 泰志3163 松山市ｵｷﾑﾗ ﾔｽｼ

1時間47分05秒46 高木 淳3250 ﾀｶｷﾞ ｱﾂｼ

1時間47分26秒47 二宮 朋尚3316 保内体協ﾆﾉﾐﾔ ﾄﾓﾅｵ

1時間47分48秒48 神山 省三3206 ｺｳﾔﾏ ｼｮｳｿﾞｳ

1時間47分49秒49 堀田 浩3334 ﾎｯﾀ ﾋﾛｼ

1時間48分02秒50 黒河 佳弘3196 ｸﾛｶﾜ ﾖｼﾋﾛ
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1時間48分13秒51 田村 愼一3273 ﾀﾑﾗ ｼﾝｲﾁ

1時間48分27秒52 堀内 弘保3336 伊方のどぶ鼠ﾎﾘｳﾁ ﾋﾛﾔｽ

1時間48分32秒53 山本 幸喜3390 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ

1時間48分43秒54 山内 直樹3373 ﾔﾏｳﾁ ﾅｵｷ

1時間48分45秒55 寺峰 英樹3282 ﾃﾗﾐﾈ ﾋﾃﾞｷ

1時間48分46秒56 河野 克哉3201 ｺｳﾉ ｶﾂﾔ

1時間49分03秒57 井関 敏彦3125 伊予銀行ｲｾｷ ﾄｼﾋｺ

1時間49分12秒58 千葉 祥光3276 ﾁﾊﾞ ﾖｼﾐﾂ

1時間49分32秒59 吉田 聡3395 コニカミノルタジャパンﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ

1時間49分32秒60 鳥生 勉歳3290 アマノクラブﾄﾘｳ ﾔｽﾄｼ

1時間49分40秒61 清家 信彦3239 西予アスリートｾｲｹ ﾉﾌﾞﾋｺ

1時間49分51秒62 永井 昌3292 株式会社ヒカリﾅｶﾞｲ ﾏｻｼ

1時間49分59秒63 三世 敏彦3353 三世ペインクリニックﾐﾂﾖ ﾄｼﾋｺ

1時間50分12秒64 西村 謙伸3309 朝倉小学校ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｼﾝ

1時間50分23秒65 三原 挙雄3358 チーム雪菜ﾐﾊﾗ ﾀｶｵ

1時間50分49秒66 浅野 直樹3118 ｱｻﾉ ﾅｵｷ

1時間51分17秒67 千葉 眞佐光3275 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾐﾂ

1時間51分19秒68 山下 義樹3386 ジョニーズ事務所ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ

1時間51分46秒69 伊藤 隆啓3128 飯岡らんなーずｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ

1時間52分02秒70 玉井 盛吾3271 ﾀﾏｲ ｾｲｺﾞ

1時間52分11秒71 宮川 典丈3359 立間愛走会ﾐﾔｶﾞﾜ ﾉﾘﾀｹ

1時間52分25秒72 能瀬 康明3317 ﾉｾ ﾔｽｱｷ

1時間52分34秒73 岡本　浩幸3112 西土佐診療所ｵｶﾓﾄﾋﾛﾕｷ

1時間52分45秒74 中岡 良夫3294 ﾅｶｵｶ ﾖｼｵ

1時間52分59秒75 松本 博幸3351 ラン共ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ

1時間53分03秒76 木下 学3186 ｷﾉｼﾀ ﾏﾅﾌﾞ

1時間53分06秒77 小田 利昭3164 ｵﾀﾞ ﾄｼｱｷ

1時間53分12秒78 大塚 宏平3152 株式会社大塚組ｵｵﾂｶ ｺｳﾍｲ

1時間53分15秒79 田中 雅人3265 愛媛大学ﾀﾅｶ ﾏｻﾄ

1時間53分24秒80 富田 一仁3285 FMLﾄﾐﾀ ｶｽﾞﾋﾄ

1時間53分24秒81 田村 弘徳3274 八幡浜トマトﾀﾑﾗ ﾋﾛﾉﾘ

1時間53分50秒82 山内 実3375 ﾔﾏｳﾁ ﾐﾉﾙ

1時間54分04秒83 秀野 博行3227 3年1組ｼｭｳﾉ ﾋﾛﾕｷ

1時間54分43秒84 二宮 俊也3315 ﾆﾉﾐﾔ ﾄｼﾔ

1時間54分43秒85 入舩 英樹3138 ｲﾘﾌﾈ ﾋﾃﾞｷ

1時間54分46秒86 川村 靖3180 ｶﾜﾑﾗ ﾔｽｼ

1時間55分12秒87 水沼　俊作3101 内子小学校ﾐｽﾞﾇﾏｼﾝｻｸ

1時間55分22秒88 早川 和弘3323 ゼロベースランニングクラブﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間55分23秒89 長岡 浩司3293 ﾅｶﾞｵｶ ﾋﾛｼ

1時間55分49秒90 兵頭 尚起3326 ﾋﾖｳﾄﾞｳ ﾅｵｷ

1時間55分59秒91 橋根 勝義3320 四国がんセンターﾊｼﾈ ｶﾂﾖｼ

1時間56分26秒92 砂田 透3237 ｽﾅﾀﾞ ﾄｵﾙ

1時間56分50秒93 中本 克也3301 内子町教育委員会ﾅｶﾓﾄ ｶﾂﾔ

1時間56分58秒94 三好 健司3361 yfdﾐﾖｼ ｹﾝｼﾞ

1時間57分05秒95 田中 邦明3264 ﾀﾅｶ ｸﾆｱｷ

1時間57分35秒96 鴻上 八大3199 海浜倶楽部ｺｳｶﾐ ﾊﾁﾀﾞｲ

1時間57分47秒97 仁井 聖3304 ニイベックスﾆｲ ｻﾄｼ

1時間57分49秒98 本田 研二郎3338 ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ

1時間57分57秒99 冨永 健介3286 ﾄﾐﾅｶﾞ ｹﾝｽｹ

1時間58分00秒100 佐川 大輔3215 藤村石油ｻｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ
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1時間58分06秒101 門田 省二3170 BRIｶﾄﾞﾀ ｼｮｳｼﾞ

1時間58分32秒102 前田 力3340 愛媛県警ﾏｴﾀﾞ ﾂﾖｼ

1時間58分45秒103 田中 基一3266 ﾀﾅｶ ﾓﾄｶｽﾞ

1時間58分56秒104 川久保 広栄3177 ｶﾜｸﾎﾞ ﾋﾛｴ

1時間58分57秒105 山内 政二3374 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻｼﾞ

1時間59分02秒106 黒川 信一3194 ぷらいどｸﾛｶﾜ ｼﾝｲﾁ

1時間59分05秒107 黒川 徹雄3195 ｸﾛｶﾜ ﾃﾂｵ

1時間59分44秒108 鈴木 茂3233 四国FRCｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾙ

1時間59分53秒109 大野 淳3156 ｵｵﾉ ｼﾞｭﾝ

2時間00分00秒110 河田 正人3178 阪大微検ｶﾜﾀ ﾏｻﾋﾄ

2時間00分09秒111 山内 清秀3371 三机消防団ﾔﾏｳﾁ ｷﾖﾋﾃﾞ

2時間00分25秒112 攝津 信幸3242 善友スポーツｾｯﾂ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間00分31秒113 板橋 寛3126 ＴＫＢｲﾀﾊﾞｼ ﾋﾛｼ

2時間00分33秒114 桐野 淳史3189 愛媛信用金庫ｷﾘﾉ ｱﾂﾌﾐ

2時間00分34秒115 山崎 剛3381 ﾔﾏｻｷ ﾂﾖｼ

2時間00分41秒116 篠原 陽三3220 ｼﾉﾊﾗ ﾖｳｿﾞｳ

2時間01分14秒117 児山 治3208 海満隊ｺﾔﾏ ｵｻﾑ

2時間01分30秒118 田窪 剛3256 伊台塾ﾀｸﾎﾞ ﾂﾖｼ

2時間01分43秒119 田内 教裕3247 ﾀｳﾁ ﾉﾘﾋﾛ

2時間02分00秒120 福積 和富3329 ﾌｸｽﾞﾐ ｶｽﾞﾄﾐ

2時間02分13秒121 菅 進3181 富士枝塾ｶﾝ ｽｽﾑ

2時間02分13秒122 宇都宮 慎一郎3144 コープらっくるｳﾂﾉﾐﾔ ｼﾝｲﾁﾛｳ

2時間02分26秒123 稲垣 武志3130 ｲﾅｶﾞｷ ﾀｹｼ

2時間02分43秒124 亀元　秀男3104 ｶﾒﾓﾄﾋﾃﾞｵ

2時間02分47秒125 宇都宮 靖3146 宇都宮石油店ｳﾂﾉﾐﾔ ﾔｽｼ

2時間02分56秒126 森実 和樹3366 愛媛生協病院ﾓﾘｻﾞﾈ ｶｽﾞｷ

2時間03分26秒127 岡田 勝彦3157 富士通四国インフォテックｵｶﾀﾞ ｶﾂﾋｺ

2時間03分45秒128 山本 錦一3388 大洲市長浜ﾔﾏﾓﾄ ｷﾝｲﾁ

2時間03分47秒129 遠西　正3108 ﾄｳﾆｼﾀﾀﾞｼ

2時間03分53秒130 西森 学3311 ﾆｼﾓﾘ ﾏﾅﾌﾞ

2時間04分05秒131 篠宮 博幸3221 SFRCｼﾉﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ

2時間04分15秒132 山本 勇3387 アルバトロスﾔﾏﾓﾄ ｲｻﾑ

2時間04分28秒133 竹内 雅之3258 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾕｷ

2時間04分53秒134 名和 由一郎3303 愛媛県立中央病院ﾅﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ

2時間04分57秒135 西岡 明広3307 ﾆｼｵｶ ｱｷﾋﾛ

2時間05分06秒136 三好 則史3362 田之筋小学校ﾐﾖｼ ﾉﾘﾌﾐ

2時間05分39秒137 相原 太3114 ｱｲﾊﾞﾗ ﾌﾄｼ

2時間06分07秒138 山岡 靖3377 ﾔﾏｵｶ ﾔｽｼ

2時間06分09秒139 戸井 康雄3283 ﾄｲ ﾔｽｵ

2時間06分14秒140 久米 政夫3192 ｸﾒ ﾏｻｵ

2時間06分18秒141 岡部 勝利3159 ｵｶﾍﾞ ｶﾂﾄｼ

2時間06分22秒142 難波江 啓二3302 ﾅﾊﾞｴ ｹｲｼﾞ

2時間06分34秒143 伊藤 嘉弘3129 ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ

2時間06分37秒144 重田正人3109 ｼｹﾞﾀﾏｻﾄ

2時間06分41秒145 高岡 文比呂3248 ﾀｶｵｶ ﾌﾐﾋﾛ

2時間06分52秒146 松村 壽計3347 ﾏﾂﾑﾗ ﾋｻｶｽﾞ

2時間07分45秒147 源 浩3356 中山クラブﾐﾅﾓﾄ ﾋﾛｼ

2時間07分47秒148 池田 丈晴3121 ｲｹﾀﾞ ﾀｹﾊﾙ

2時間08分51秒149 二宮 透3314 神山８４６Ｏ会ﾆﾉﾐﾔ ﾄｵﾙ

2時間09分10秒150 菊地 啓介3182 八幡浜トレイルランｷｸﾁ ｹｲｽｹ
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2時間09分14秒151 清家 幸吉3240 遊走会ｾｲｹ ﾕｷﾖｼ

2時間09分15秒152 玉井 昌宏3272 エコサイエンスﾀﾏｲ ﾏｻﾋﾛ

2時間09分19秒153 川 竜一3173 ｶﾜ ﾘｭｳｲﾁ

2時間09分24秒154 白石 隆3229 ｼﾗｲｼ ﾀｶｼ

2時間09分32秒155 中村 充宏3300 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾋﾛ

2時間09分54秒156 打浪 克之3143 檸檬倶楽部ｳﾁﾅﾐ ｶﾂﾕｷ

2時間10分02秒157 古谷 公一3333 矢野産婦人科ﾌﾙﾀﾆ ｺｳｲﾁ

2時間10分03秒158 湊 良三3355 ﾐﾅﾄ ﾘｮｳｿﾞｳ

2時間10分21秒159 野村 宗吾3319 ㈱Ｅ－システムﾉﾑﾗ ｿｳｺﾞ

2時間10分32秒160 池田 卓也3120 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ

2時間10分50秒161 鈴木 豊和3235 よんでん愛走会ｽｽﾞｷ ﾄﾖｶｽﾞ

2時間10分51秒162 藤岡 真須雄3102 中央ハウジングﾌｼﾞｵｶﾏｽｵ

2時間10分54秒163 清家 茂邦3238 吉田喜佐方クラブｾｲｹ ｼｹﾞｸﾆ

2時間10分58秒164 山下 和宏3384 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間10分59秒165 井手上 英樹3127 ｲﾃﾞｳｴ ﾋﾃﾞｷ

2時間11分17秒166 井上 幸則3133 ｲﾉｳｴ ﾕｷﾉﾘ

2時間11分18秒167 大田 茂3149 ｵｵﾀ ｼｹﾞﾙ

2時間11分26秒168 竹本 圭介3262 エナジー・ワンﾀｹﾓﾄ ｹｲｽｹ

2時間11分27秒169 黒田 敬3198 御長寿遊走会ｸﾛﾀﾞ ﾀｶｼ

2時間11分28秒170 高平 秀男3255 らくれんＡＣﾀｶﾋﾗ ﾋﾃﾞｵ

2時間11分40秒171 大谷 吉広3150 ｵｵﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ

2時間12分00秒172 加藤 和将3167 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾉﾌﾞ

2時間12分02秒173 金 昶熙3187 100年俳句ｷﾑ ﾁｬﾝﾋ

2時間13分02秒174 近藤 賢二3209 どこいこランナーズｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ

2時間13分11秒175 柴田 聡3223 ＥＭＳＳｼﾊﾞﾀ ｻﾄｼ

2時間13分18秒176 大西 康範3155 ｵｵﾆｼ ﾔｽﾉﾘ

2時間13分19秒177 近藤 博3210 ＩＴＲｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ

2時間13分27秒178 河野 幸生3204 にゃんよきゃほーずｺｳﾉ ﾕｷｵ

2時間13分28秒179 檜垣 賢志3324 ﾋｶﾞｷ ｹﾝｼﾞ

2時間13分28秒180 友松 誠一3288 ﾄﾓﾏﾂ ｾｲｲﾁ

2時間13分38秒181 仙波 勝3243 ｾﾝﾊﾞ ﾏｻﾙ

2時間13分40秒182 友澤 義弘3287 伊予市ﾄﾓｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ

2時間13分41秒183 山崎 裕3383 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾀｶ

2時間14分02秒184 今岡 雄二3137 春山海運(株)ｲﾏｵｶ ﾕｳｼﾞ

2時間14分11秒185 井下 勝3134 ブルーレッツｲﾉｼﾀ ﾏｻﾙ

2時間14分24秒186 山本 孝二3391 テディﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ

2時間14分26秒187 高橋 通3253 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ

2時間15分16秒188 柿木 仁3166 チーム八大ｶｷﾉｷ ﾋﾄｼ

2時間15分20秒189 川吾　公政3110 御長寿遊走会ｶﾜｺﾞｷﾐﾏｻ

2時間15分41秒190 篠崎 一也3219 いよ走ろう会ｼﾉｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ

2時間15分55秒191 嶋村 太伸3225 ｼﾏﾑﾗ ﾓﾄﾉﾌﾞ

2時間16分20秒192 西村 崇博3310 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ

2時間16分30秒193 古川 透3332 ﾌﾙｶﾜ ﾄｵﾙ

2時間16分32秒194 藤田 良誠3330 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳｾｲ

2時間16分38秒195 鈴木 知之3234 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ

2時間16分45秒196 中島 英樹3295 μ松山ﾅｶｼﾏ ﾋﾃﾞｷ

2時間16分47秒197 渡部 真司3396 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｼﾞ

2時間17分23秒198 岡本 圭一3160 MACｵｶﾓﾄ ｹｲｲﾁ

2時間17分34秒199 篠森 菊雄3222 ｼﾉﾓﾘ ｷｸｵ

2時間17分37秒200 寺岡 克美3281 ﾃﾗｵｶ ｶﾂﾐ
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2時間17分46秒201 宮崎 正三3360 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳｿﾞｳ

2時間17分49秒202 辻田 浩3279 ﾂｼﾞﾀ ﾋﾛｼ

2時間17分52秒203 益田 秋彦3342 としfamiiyﾏｽﾀﾞ ｱｷﾋｺ

2時間17分53秒204 刈谷 譲3172 酔道倶楽部ｶﾘﾔ ﾕｽﾞﾙ

2時間17分57秒205 岡田 輝章3158 ｵｶﾀﾞ ﾃﾙｱｷ

2時間18分01秒206 白木 秀幸3231 一番町珍走団ｼﾗｷ ﾋﾃﾞﾕｷ

2時間18分09秒207 川淵 正彦3179 ｶﾜﾌﾞﾁ ﾏｻﾋｺ

2時間18分16秒208 白石 健治3228 アシダスｼﾗｲｼ ｹﾝｼﾞ

2時間18分35秒209 佐伯 有二3212 ブルーレッツｻｲｷ ﾕｳｼﾞ

2時間18分50秒210 山内 由文3376 JAえひめ中央ﾔﾏｳﾁ ﾖｼﾌﾐ

2時間19分26秒211 山口 眞司3379 チームゼロﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ

2時間19分58秒212 西村 和彦3308 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ

2時間20分14秒213 祖母井 章3147 ｳﾊﾞｶﾞｲ ｱｷﾗ

2時間20分24秒214 越知 久幸3165 ｵﾁ ﾋｻﾕｷ

2時間20分27秒215 木本 敏夫3188 吉田浜クラブｷﾓﾄ ﾄｼｵ

2時間20分47秒216 松田 雄二3345 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

2時間21分11秒217 松井 洋一3344 土佐走援隊ﾏﾂｲ ﾖｳｲﾁ

2時間21分47秒218 坂本 康宏3214 ｻｶﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

2時間22分24秒219 染次 章治3245 まどんなくらぶｿﾒｼﾞ ｼｮｳｼﾞ

2時間22分24秒220 中井 孝一3291 ﾅｶｲ ｺｳｲﾁ

2時間22分54秒221 月原 康宏3278 相撲クラブﾂｷﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ

2時間23分43秒222 沖 浩3162 ｵｷ ﾋﾛｼ

2時間24分14秒223 藤本 敬三3331 四国ガスﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｿﾞｳ

2時間24分40秒224 幸田 淳3200 ほりえ楽笑会ｺｳﾀﾞ ｼﾞｭﾝ

2時間25分54秒225 川口 仁3176 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾄｼ

2時間25分55秒226 菊池 泰志3183 善友スポーツｷｸﾁ ﾔｽｼ

2時間26分00秒227 郷畑 和久3205 東京堂  RCｺﾞｳﾊﾀ ｶｽﾞﾋｻ

2時間26分34秒228 森貞 敬二3365 一番町珍走団ﾓﾘｻﾀﾞ ｹｲｼﾞ

2時間26分34秒229 野間 誠3318 一番町珍走団ﾉﾏ ﾏｺﾄ

2時間27分54秒230 澤田 祥二3216 ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ

2時間28分01秒231 峯下 寿樹3357 チームれんが亭ﾐﾈｼﾀ ﾄｼｷ

2時間28分42秒232 矢田貝 哲久3368 ﾔﾀｶﾞｲ ﾃﾂﾋｻ

2時間29分18秒233 森内 誠二3364 ﾓﾘｳﾁ ｾｲｼﾞ

2時間30分02秒234 新野 浩3305 ﾆｲﾉ ﾋﾛｼ

2時間30分03秒235 瀬尾 浩司3241 アクティオｾｵ ｺｳｼﾞ

2時間32分28秒236 高橋 健次3252 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ

2時間34分07秒237 植田 正二3140 中山クラブｳｴﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ

2時間34分19秒238 加藤 久高3169 ｶﾄｳ ﾋｻﾀｶ

2時間34分49秒239 河野 典郷3202 ｺｳﾉ ﾉﾘｻﾄ

2時間35分10秒240 大西 秀喜3153 オリザｵｵﾆｼ ﾋﾃﾞｷ

2時間36分29秒241 石井 宏3123 鶴居産業ｲｼｲ ﾋﾛｼ

2時間37分10秒242 佐伯 貴彦3211 ぷらいどｻｲｷ ﾀｶﾋｺ

2時間37分29秒243 亀谷 喜夫3171 ｶﾒﾀﾆ ﾖｼｵ

2時間37分48秒244 西岡 彰夫3105 野市愛陸会ﾆｼｵｶｱｷｵ

2時間37分50秒245 坂野 清史3213 日土東走ろう会ｻｶﾉ ｷﾖﾌﾐ

2時間40分45秒246 堀切 政俊3337 ﾎﾘｷﾘ ﾏｻﾄｼ

2時間40分52秒247 亀岡　勇市3107 ｶﾒｵｶﾕｳｲﾁ

2時間41分43秒248 二宮 巧3313 ﾆﾉﾐﾔ ﾀｸﾐ

2時間41分55秒249 武内 勇人3257 星陽倶楽部ﾀｹｳﾁ ﾊﾔﾄ

2時間42分25秒250 柚原 正明3392 BNCﾕﾊﾗ ﾏｻｱｷ
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2時間43分05秒251 宇田 等3141 ｳﾀﾞ ﾋﾄｼ

2時間43分19秒252 青木 信3116 ｱｵｷ ﾏｺﾄ

2時間43分28秒253 加藤 俊喜3168 ｶﾄｳ ﾄｼｷ

2時間44分06秒254 田辺 健一3267 ＴＲＣﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｲﾁ

2時間44分15秒255 久門 等3325 港産業株式会社ﾋｻｶﾄﾞ ﾋﾄｼ

2時間46分59秒256 高橋 好夫3254 ぷらいどﾀｶﾊｼ ﾖｼｵ

2時間47分24秒257 相原 浩二3113 夏目ｱｲﾊﾞﾗ ｺｳｼﾞ

2時間48分18秒258 徳岡 隆3284 ﾄｸｵｶ ﾀｶｼ

2時間49分28秒259 豊田 宏樹3289 ぷらいどﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛｷ

2時間49分28秒260 今井 博志3136 ぷらいどｲﾏｲ ﾋﾛｼ

2時間50分30秒261 松本 光3349 JAえひめ中央ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ

2時間53分28秒262 武田 伸二3259 高瀬運送ﾀｹﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

2時間53分59秒263 新名 正敏3232 ｼﾝﾐｮｳ ﾏｻﾄｼ

2時間54分18秒264 中村 博文3299 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ

2時間54分41秒265 木下 尚樹3185 愛媛大学ｷﾉｼﾀ ﾅｵｷ

2時間55分18秒266 河野 秀典3203 ｺｳﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ

2時間55分32秒267 大西 宏3154 ｵｵﾆｼ ﾋﾛｼ

2時間56分25秒268 山内 卓司3372 がんばろう肱川ﾔﾏｳﾁ ﾀｸｼﾞ

2時間58分07秒269 宇都宮 久男3145 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾋｻｵ

2時間58分40秒270 松井 弥三朗3343 ㈱松井建設ﾏﾂｲ ﾔｻﾌﾞﾛｳ

2時間58分46秒271 山本 啓二3389 ＳＲＣﾔﾏﾓﾄ ｹｲｼﾞ

2時間59分14秒272 平松 義人3328 エナジー・ワン(株)ﾋﾗﾏﾂ ﾖｼﾄ

2時間59分19秒273 下平 秋夫3226 米粉パン 稲虎ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱｷｵ
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