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脱藩コース男子の部
ゼッケン 名前 都道府県 ゼッケン 名前 都道府県 ゼッケン 名前 都道府県

1 町田 知宏 群馬県 56 宮澤 英樹 兵庫県 111 中山 義浩 高知県
2 濱田 大貴 高知県 57 橋本 祥希 埼玉県 112 田村 一明 愛媛県
3 冨田 裕二 愛媛県 58 森田 正一 高知県 113 西込 大吾 高知県
4 篠宮 純平 愛媛県 59 大平 悟史 香川県 114 秋森 慎一 高知県
5 篠原 徹 愛媛県 60 味元 哉憲 高知県 115 廣瀬 龍 高知県
6 宮地 二朗 大阪府 61 板崎 貴史 愛媛県 116 廣瀬 岳志 愛媛県
7 沖本 吉弘 香川県 62 中元 忠雄 愛媛県 117 澤田 智史 高知県
8 山本 裕史 兵庫県 63 山崎 博史 香川県 118 福留 弘康 高知県
9 安原 正樹 香川県 64 中嶋 一史 大阪府 119 大石 文雄 愛媛県
10 高橋 秀治 高知県 65 塩田 幸之助 高知県 120 裏正 一哉 高知県
11 下村 尚史 高知県 66 坂野 良文 徳島県 121 杉山 康樹 高知県
12 上田 満春 高知県 67 ハービー アンドリュー 高知県 122 山本 翼 東京都
13 森田 明彦 高知県 68 竹下 健二郎 福岡県 123 中嶋 恭朗 東京都
14 種田 光伸 高知県 69 川村 宏和 福岡県 124 河江 秀和 高知県
15 三好 直人 香川県 70 芦刈 拓志 大分県 125 門脇 健児 東京都
16 下元 和男 高知県 71 大木 邦夫 大分県 126 上甲 尚之 高知県
17 阿河 泰介 香川県 72 池渕 慎二 徳島県 127 澁谷 祐一 高知県
18 鶴間 康仁 愛媛県 73 森田 敏男 高知県 128 原田 紀之 香川県
19 徳永 史伯 香川県 74 松崎 誠 愛媛県 129 溝渕 康介 高知県
20 川島 正人 高知県 75 中平 昭一 高知県 130 古味 芳弘 高知県
21 瀬野 正樹 徳島県 76 前原 武 兵庫県 131 永野 剛 高知県
22 二宮 達司 愛媛県 77 山路 毅 愛媛県 132 公文 啓補 高知県
23 高橋 宏明 高知県 78 森本 雅樹 東京都 133 山中 弘道 高知県
24 重松 昭二 愛媛県 79 市川 慶 千葉県 134 木下 禎樹 京都府
25 渡部 幸雄 愛媛県 80 成川 順 愛媛県 135 濱田 良一 高知県
26 徳野 利幸 愛媛県 81 澤 健三郎 神奈川県 136 薬師寺 裕人 愛媛県
27 松本 宜久 大阪府 82 西内 達朗 高知県
28 藤田 浩二 香川県 83 金子 仁 高知県 脱藩コース女子の部
29 清家 邦宏 福岡県 84 伊藤 学 徳島県 ゼッケン 名前 都道府県
30 楠瀬 弘章 高知県 85 真鍋 彰良 香川県 201 赤澤 多惠子 徳島県
31 結田 明博 愛媛県 86 窪内 進 高知県 202 岡村 里沙 高知県
32 森谷 充雄 栃木県 87 藤田 貴夫 愛媛県 203 松尾 和美 徳島県
33 森永 昌二 愛媛県 88 稲垣 洋 兵庫県 204 安武 奈都子 福岡県
34 山田 篤司 高知県 89 石川 貴章 香川県 205 加藤 正枝 兵庫県
35 山地 圭一 愛媛県 90 平山 亮 福岡県 206 阿河 貴子 香川県
36 市原 慎也 高知県 91 高橋 正人 香川県 207 篠原 みずき 香川県
37 秦 大輔 徳島県 92 山口 賢二郎 香川県 208 小山 アリサ 福岡県
38 小野 哲史 岡山県 93 小竹 一郎 香川県 209 山本 恭子 大阪府
39 千坂 充宏 茨城県 94 市川 和俊 高知県 210 森浜 牧代 京都府
40 菊本 勝馬 徳島県 95 佐藤 貴則 香川県 211 矢野 淳子 東京都
41 松田 康裕 愛媛県 96 遠藤 眞 高知県 212 今西 さゆり 沖縄県
42 永井 立平 高知県 97 足利 成 高知県 213 宮本 奈保美 徳島県
43 八木 真 兵庫県 98 横山 義行 高知県 214 貝出 美映 徳島県
44 三谷 晴彦 高知県 99 古谷 英樹 愛媛県 215 糸谷 実佳 徳島県
45 野町 直秀 高知県 100 清水 明彦 高知県 216 羽中田 百恵 高知県
46 越智 善治 福岡県 101 安岡 一 高知県 217 水野 明美 高知県
47 今西 克也 沖縄県 102 表原 武史 徳島県 218 竹内 浩美 高知県
48 高木 広貴 香川県 103 西條 武志 徳島県 219 加納 抄代 大阪府
49 久保 博之 高知県 104 山脇 伸浩 徳島県 220 三好 智子 愛媛県
50 日高 友美 大分県 105 櫻木 拓 香川県
51 田中 拓希 東京都 106 土居 孝弘 高知県
52 冨永 聡 奈良県 107 清家 信彦 愛媛県
53 菅原 幸彦 東京都 108 櫻木 大輔 香川県
54 堀江 滋樹 高知県 109 有澤 義人 高知県
55 突合 淳 高知県 110 石岡 創 高知県
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源流点コース男子の部 源流点コース女子の部
ゼッケン 名前 都道府県 ゼッケン 名前 都道府県

301 中村 誠 高知県 401 堀内 真美 京都府
302 市川 文男 高知県 402 村田 郁子 東京都
303 中山 利彦 大阪府 403 前田 伸江 高知県
304 古川 淳也 大阪府 404 政 博子 大阪府
305 宮崎 俊誠 高知県 405 市川 あや 高知県
306 井上 隆雄 高知県 406 飯田 雅世 高知県
307 髙本 浩孝 愛媛県 407 瀬上 みき 高知県
308 谷口 武士 和歌山県 408 乾 まりの 高知県
309 上澤 拓人 高知県
310 黒岩 乙水 東京都
311 松本 弘文 愛媛県
312 井本 景 高知県
313 大森 英範 香川県
314 鈴木 貴 愛媛県
315 篠田 光平 高知県
316 松本 剛大 高知県
317 西村 幸三 大阪府
318 山本 英明 高知県
319 合田 宗司 高知県
320 西川 正晃 高知県
321 市川 敬人 高知県
322 筒井 正治郎 高知県
323 安岡 憲祐 高知県
324 真明 海 高知県
325 井上 大介 高知県
326 山本 和秀 高知県
327 坂本 覚心 徳島県
328 宮下 智彦 高知県
329 毛利 仁人 高知県
330 ⾧田 哲宜 高知県
331 浅井 洋祐 高知県
332 山本 幸喜 愛媛県
333 益岡 卓史 高知県
334 隅田 秋元 高知県
335 佐藤 好伸 徳島県
336 羽鳥 裕介 高知県
337 小松 直人 高知県
338 ⾧野 桃太 高知県
339 亀田 啓史 広島県


