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ゴール
タイム

1 5 大杉 哲也 ｵｵｽｷﾞ ﾃﾂﾔ 大阪府 01:09:03

2 1173 川瀬 真司 ｶﾜｾ ﾅｵｼﾞ 岐阜県 ＤＥＮＳＯ　ＴＥＮ 01:13:43

3 1241 中條 慎治郎 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ 愛知県 ＮＲＣ 01:15:52

4 1175 河村 侑 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳ 三重県 01:16:12

5 1151 岡崎 寛司 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛｼ 三重県 ＣＳＫ 01:17:04

6 1158 片山 裕典 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛﾉﾘ 兵庫県 油コブシ 01:17:17

7 1343 吉田 慎司 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 岐阜県 土岐走友 01:19:34

8 1299 二村 勲 ﾌﾀﾑﾗ ｲｻｵ 富山県 01:22:03

9 1274 橋本 慎一 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 三重県 01:22:29

10 1176 菊永 昌大 ｷｸﾅｶﾞ ｼｮｳﾀ 愛知県 01:23:13

11 1236 田中 良一 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｲﾁ 東京都 シカシカーズ 01:24:30

12 1105 穴井 晃太 ｱﾅｲ ｺｳﾀ 愛知県 01:26:13

13 1312 松下 哲也 ﾏﾂｼﾀ ﾃﾂﾔ 京都府 01:26:26

14 1104 浅野 達哉 ｱｻﾉ ﾀﾂﾔ 愛知県 松陰登山部 01:27:37

15 1262 中村 和城 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 三重県 01:30:32

16 1270 西川 和典 ﾆｼｶﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 滋賀県 01:31:43

17 1331 安江 正宏 ﾔｽｴ ﾏｻﾋﾛ 岐阜県 01:32:02

18 1102 青山 京佑 ｱｵﾔﾏ ｹｲｽｹ 富山県 01:34:37

19 1248 戸澤 琉太 ﾄｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀ 愛知県 01:34:50

20 1226 高橋 慶二 ﾀｶﾊｼ ｹｲｼﾞ 岐阜県 東中野球部 01:35:30

21 1163 金森 祐太 ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾀ 岐阜県 01:36:16

22 1252 中川 敬太 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲﾀ 岐阜県 01:37:26

23 1116 石黒 克巳 ｲｼｸﾞﾛ ｶﾂﾐ 愛知県 01:38:59

24 1166 印牧 恒和 ｶﾈﾏｷ ﾂﾈｶｽﾞ 福井県 01:40:04

25 1315 水谷 暢孝 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾉﾌﾞﾀｶ 三重県 01:40:14

26 1276 蓮井 邦広 ﾊｽｲ ｸﾆﾋﾛ 滋賀県 01:40:26

27 1305 保崎 一司 ﾎｻｷ ﾋﾄｼ 愛知県 01:40:28

28 1263 中村 健児 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 三重県 裸足ランニングクラブ愛知 01:40:45

29 1155 尾崎 和雄 ｵｻﾞｷ ｶｽﾞｵ 愛知県 花蔵寺ＡＣ 01:40:58

30 1282 林 孝直 ﾊﾔｼ ﾀｶﾅｵ 岐阜県 01:41:42

31 1178 北川 拓哉 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 大阪府 いこらＡＣ 01:42:34

32 1125 伊藤 慎 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 三重県 01:42:36

33 1174 河村 直也 ｶﾜﾑﾗ ﾅｵﾔ 大阪府 フリーマックス 01:42:38

34 1336 山中 宏 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛﾑ 岐阜県 01:42:45

35 1169 鹿股 康一 ｶﾉﾏﾀ ｺｳｲﾁ 福井県 01:43:04

36 1110 飯田 明夫 ｲｲﾀﾞ ｱｷｵ 富山県 01:43:17

37 1286 原 大治朗 ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁﾛｳ 岐阜県 01:43:44

38 1160 加藤 裕之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 コメ兵 01:43:56

39 1123 伊藤 暁弘 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 01:44:02

40 1238 谷江 佑介 ﾀﾆｴ ﾕｳｽｹ 岐阜県 01:44:06
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41 1187 小祝 亮太郎 ｺｲﾜｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 愛知県 01:44:17

42 1112 家田 裕昭 ｲｴﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 愛知県 ＴＣフレンズ 01:44:50

43 1162 門野 勝也 ｶﾄﾞﾉ ｶﾂﾔ 大阪府 01:45:48

44 1288 日浦 敏郎 ﾋｳﾗ ﾄｼｵ 千葉県 01:46:30

45 1192 後藤 光洋 ｺﾞﾄｳ ｱｷﾋﾛ 愛知県 イトキン 01:46:31

46 1321 村上 友浩 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾋﾛ 大阪府 01:47:22

47 1147 大野 貴弘 ｵｵﾉ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 01:48:22

48 1333 矢野 準 ﾔﾉ ｼﾞｭﾝ 愛知県 リョーエイ 01:49:03

49 1316 水谷 守孝 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾓﾘﾀｶ 三重県 百五銀行 01:49:59

50 1128 今西 厚人 ｲﾏﾆｼ ｱﾂﾋﾄ 京都府 01:50:06

51 1159 加藤 伸也 ｶﾄｳ ｼﾝﾔ 三重県 01:50:18

52 1133 牛田 章二 ｳｼﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ 愛知県 サトシーズ 01:50:27

53 1103 青山 拓矢 ｱｵﾔﾏ ﾀｸﾔ 福井県 01:50:34

54 1165 金武 康雄 ｶﾈﾀｹ ﾔｽｵ 滋賀県 01:50:57

55 1167 印牧 弥飛 ｶﾈﾏｷ ﾋﾛﾄ 福井県 上庄中学校 01:51:24

56 1136 内村 耕二 ｳﾁﾑﾗ ｺｳｼﾞ 愛知県 01:51:26

57 1268 西岡 稔 ﾆｼｵｶ ﾐﾉﾙ 愛知県 01:51:27

58 1246 常世田 智明 ﾄｺﾖﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 愛知県 01:51:32

59 1344 渡辺 俊一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｲﾁ 新潟県 米弥ＪＡＰＡＮ 01:52:06

60 1243 手嶋 元春 ﾃｼﾏ ﾓﾄﾊﾙ 愛知県 01:52:19

61 1144 太田 充昭 ｵｵﾀ ﾐﾁｱｷ 滋賀県 01:52:38

62 1327 森田 皓貴 ﾓﾘﾀ ｺｳｷ 愛知県 01:52:40

63 1239 谷口 康浩 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 滋賀県 01:53:29

64 1194 小林 隆浩 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 そして父走る 01:53:41

65 1290 日比野 幸洋 ﾋﾋﾞﾉ ﾕｷﾋﾛ 愛知県 チームＮ 01:53:41

66 1184 黒宮 哲 ｸﾛﾐﾔ ｻﾄｼ 三重県 01:53:45

67 1216 鈴木 昭博 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ 愛知県 01:54:16

68 1328 森永 祐至 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾕｳｼﾞ 福井県 マイラン 01:54:24

69 1257 中津 利治 ﾅｶﾂ ﾄｼﾊﾙ 大阪府 ランウォークスタイル 01:54:39

70 1256 永田 崇 ﾅｶﾞﾀ ﾀｶｼ 福井県 01:54:54

71 1202 榊原 昌伸 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 愛知県 01:55:36

72 1337 山西 悠也 ﾔﾏﾆｼ ﾕｳﾔ 愛知県 01:56:08

73 1318 武藤 仁志 ﾑﾄｳ ﾋﾄｼ 愛知県 いわくらｒｓ 01:56:27

74 1227 高橋 利徳 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾉﾘ 愛知県 花蔵寺ＡＣ 01:56:49

75 1231 武田 大輝 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 大阪府 01:57:04

76 1115 石川 泰寛 ｲｼｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 01:57:10

77 1156 小田 道誉 ｵﾀﾞ ﾐﾁﾀｶ 愛知県 01:57:25

78 1280 浜田 真大朗 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 愛知県 01:57:40

79 1250 内藤 充 ﾅｲﾄｳ ﾐﾂﾙ 愛知県 岩倉ランステ 01:57:40

80 1284 林 哲雄 ﾊﾔｼ ﾃﾂｵ 岐阜県 01:57:45
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81 1220 鈴木 拓也 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ 滋賀県 01:57:55

82 1145 大附 丈也 ｵｵﾂｷ ﾋﾛﾔ 岐阜県 山ゆり学園 01:57:58

83 1301 古川 和弘 ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県 01:58:39

84 1114 井澤 一清 ｲｻﾞﾜ ｶｽﾞｷﾖ 京都府 01:58:43

85 1340 百合本 道久 ﾕﾘﾓﾄ ﾐﾁﾋｻ 岐阜県 01:59:17

86 1200 近藤 憲治 ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ 愛知県 01:59:23

87 1195 小林 徹哉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ 岐阜県 01:59:26

88 1197 小林 智幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾕｷ 滋賀県 01:59:35

89 1272 野口 幸志 ﾉｸﾞﾁ ｺｳｼ 愛知県 01:59:36

90 1132 植村 雅彦 ｳｴﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 愛知県 01:59:50

91 1320 村上 智彦 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾋｺ 岐阜県 ９ー２ 01:59:51

92 1259 中野 真樹 ﾅｶﾉ ﾏｻｷ 岐阜県 01:59:53

93 1186 桑山 尚 ｸﾜﾔﾏ ﾋｻｼ 愛知県 02:00:04

94 1111 飯塚 照史 ｲｲﾂｶ ﾃﾙﾌﾐ 奈良県 02:00:05

95 1180 木村 一明 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ 愛知県 若鯱マラソン修行 02:00:16

96 1300 二村 鉄也 ﾌﾀﾑﾗ ﾃﾂﾔ 愛知県 ＡＤＳーＲＣ 02:00:23

97 1287 原田 能幸 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 京都府 02:00:37

98 1212 首藤 智仁 ｼｭﾄｳ ﾄﾓﾋﾄ 滋賀県 02:01:07

99 1205 佐原 敏基 ｻﾊﾗ ﾄｼｷ 大阪府 02:01:21

100 1504 朝田 憲祐 ｱｻﾀﾞ ｹﾝｽｹ 愛知県 02:01:37

101 1292 深井 孝道 ﾌｶｲ ﾀｶﾐﾁ 愛知県 02:01:48

102 1214 杉本 哲哉 ｽｷﾞﾓﾄ ﾃﾂﾔ 愛知県 一宮ＮＲＣ 02:01:55

103 1190 小清水 通雄 ｺｼﾐｽﾞ ﾐﾁｵ 愛知県 02:02:04

104 1196 小林 利治 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾊﾙ 愛知県 02:02:25

105 1193 後藤 宏平 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾍｲ 愛知県 02:02:51

106 1142 大河内 泰雅 ｵｵｺｳﾁ ﾔｽﾏｻ 愛知県 タマランチーム 02:03:00

107 1109 飯尾 智志 ｲｲｵ ｻﾄｼ 岐阜県 02:03:30

108 1122 伊藤 績志 ｲﾄｳ ｾｷｼ 岐阜県 02:03:55

109 1118 石黒 康英 ｲｼｸﾞﾛ ﾔｽﾋﾃﾞ 愛知県 02:04:03

110 1308 堀 進也 ﾎﾘ ｼﾝﾔ 愛知県 カミハギＡＣ 02:04:13

111 1242 出崎 智亨 ﾃﾞｻｷ ﾄﾓﾕｷ 石川県 02:04:17

112 1232 竹村 柊人 ﾀｹﾑﾗ ｼｭｳﾄ 京都府 立命館大学 02:05:02

113 1326 森 慎次 ﾓﾘ ｼﾝｼﾞ 愛知県 岐阜長良川走ろう会 02:05:09

114 1185 黒宮 力 ｸﾛﾐﾔ ﾂﾄﾑ 三重県 02:05:17

115 1221 鈴木 雄一朗 ｽｽﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 京都府 立命館大学 02:05:19

116 1277 長谷川 享 ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾑ 愛知県 カミハギＡＣ 02:05:49

117 1124 伊藤 直輝 ｲﾄｳ ﾅｵｷ 愛知県 02:05:56

118 1307 細越 誉 ﾎｿｺｼ ﾎﾏﾚ 岐阜県 02:06:00

119 1206 沢田 恒平 ｻﾜﾀﾞ ｺｳﾍｲ 愛知県 02:06:00

120 1127 今井 暁斗 ｲﾏｲ ｱｷﾄ 岐阜県 02:06:01
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121 1346 吉枝　道生 ﾖｼｴﾀﾞ ﾐﾁｵ 愛知県 02:06:10

122 1313 丸木 高介 ﾏﾙｷ ｺｳｽｹ 岐阜県 02:06:48

123 1191 小塚 研司 ｺﾂﾞｶ ｹﾝｼﾞ 愛知県 02:07:06

124 1188 小崎 宏 ｺｻｷ ﾋﾛｼ 愛知県 02:07:14

125 1255 永田 高志 ﾅｶﾞﾀ ﾀｶｼ 愛知県 トヨタ車体 02:07:16

126 1278 長谷川 裕隆 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾀｶ 愛知県 02:07:44

127 1240 地守 亮 ﾁﾓﾘ ﾘｮｳ 岐阜県 02:07:52

128 1245 傳田 知男 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾄﾓｵ 愛知県 02:08:48

129 1215 杉山 雄一 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 愛知県 02:09:34

130 1172 河瀬 昭臣 ｶﾜｾ ｱｷｵﾐ 静岡県 02:09:52

131 1130 岩田 淳 ｲﾜﾀ ｼﾞｭﾝ 岐阜県 02:10:10

132 1225 高崎 研二 ﾀｶｻｷ ｹﾝｼﾞ 三重県 02:10:15

133 1285 早瀬 淳一 ﾊﾔｾ ｼﾞｭﾝｲﾁ 愛知県 02:10:18

134 1224 高木 豊大 ﾀｶｷﾞ ﾄﾖﾋﾛ 愛知県 02:11:12

135 1203 坂次 一彦 ｻｶﾂｷﾞ ｶｽﾞﾋｺ 愛知県 02:11:16

136 1330 薬師寺 有晃 ﾔｸｼｼﾞ ﾅﾘｱｷ 愛知県 02:11:56

137 1267 西尾 堅一 ﾆｼｵ ｹﾝｲﾁ 愛知県 02:11:57

138 1209 重久 大介 ｼｹﾞﾋｻ ﾀﾞｲｽｹ 京都府 祝園自衛隊 02:12:03

139 1310 牧 紀廣 ﾏｷ ﾉﾘﾋﾛ 愛知県 02:12:08

140 1260 中浜 文吾 ﾅｶﾊﾏ ﾌﾞﾝｺﾞ 三重県 02:12:15

141 1199 小松 剛 ｺﾏﾂ ﾀｹｼ 群馬県 02:12:22

142 1138 梅田 鈴夫 ｳﾒﾀﾞ ｽｽﾞｵ 岐阜県 02:12:29

143 1265 成田 慎 ﾅﾘﾀ ﾏｺﾄ 愛知県 くつかけっこー 02:12:32

144 1273 野村 俊幸 ﾉﾑﾗ ﾄｼﾕｷ 岐阜県 02:12:41

145 1296 藤村 忠 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 愛知県 02:13:23

146 1244 寺西 仁志 ﾃﾗﾆｼ ﾋﾄｼ 愛知県 02:13:26

147 1298 藤本 保 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾓﾂ 奈良県 02:13:27

148 1264 南雲 和徳 ﾅｸﾞﾓ ｶｽﾞﾉﾘ 長野県 丸善食品工業 02:13:52

149 1269 西垣 友博 ﾆｼｶﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 02:13:55

150 1228 高橋 雄介 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 愛知県 カミハギ 02:14:16

151 1179 北原 克彦 ｷﾀﾊﾗ ｶﾂﾋｺ 長野県 02:14:51

152 1113 伊串 真佐樹 ｲｸﾞｼ ﾏｻｷ 愛知県 ＫＯＷＡ 02:14:56

153 1295 福山 昇 ﾌｸﾔﾏ ﾉﾎﾞﾙ 愛知県 02:15:20

154 1279 馬場 彰 ﾊﾞﾊﾞ ｱｷﾗ 岐阜県 02:16:26

155 1210 柴田 陽 ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾗ 愛知県 02:17:17

156 1121 伊藤 歩 ｲﾄｳ ｱﾕﾐ 愛知県 02:17:37

157 1135 内田 和宏 ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 三重県 02:18:04

158 1303 古田 匠 ﾌﾙﾀ ﾀｸﾐ 愛知県 02:18:07

159 1157 落合 浩 ｵﾁｱｲ ﾋﾛｼ 愛知県 インフィニティ 02:19:24

160 1153 岡本 拓巳 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 三重県 02:19:31
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161 1309 堀田 陽祐 ﾎﾘﾀ ﾖｳｽｹ 岐阜県 02:20:05

162 1297 藤本 勝男 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾂｵ 奈良県 02:20:49

163 1291 平野 秀信 ﾋﾗﾉ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 三重県 02:21:13

164 1148 大山 洋史 ｵｵﾔﾏ ﾋﾛｼ 東京都 02:22:52

165 1183 黒川 真治 ｸﾛｶﾜ ｼﾝｼﾞ 愛知県 02:23:19

166 1143 大鹿 慎一郎 ｵｵｼｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ 愛知県 東海テレビ 02:23:48

167 1119 石原 傳士 ｲｼﾊﾗ ﾃﾞﾝｼﾞ 愛知県 東海テレビ放送 02:23:48

168 1223 角 雅勝 ｽﾐ ﾏｻｶﾂ 滋賀県 02:24:13

169 1339 山本 哲郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾛｳ 京都府 02:24:34

170 1335 山田 喜嗣 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾂｸﾞ 愛知県 02:24:43

171 1247 戸澤 哲二 ﾄｻﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ 愛知県 02:25:49

172 1294 福持 朋宏 ﾌｸﾓﾁ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 02:26:28

173 1211 習田 一郎 ｼｭｯﾀ ｲﾁﾛｳ 兵庫県 オールバディー 02:26:28

174 1281 浜田 規彦 ﾊﾏﾀﾞ ﾉﾘﾋｺ 愛知県 ＴＣフレンズ 02:28:04

175 1293 福田 憲繁 ﾌｸﾀﾞ ﾉﾘｼｹﾞ 愛知県 02:28:36

176 1201 酒井 大輔 ｻｶｲ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 さっちゃんズ 02:29:14

177 1253 中嶋 翔也 ﾅｶｼﾏ ｼｮｳﾔ 京都府 02:29:37

178 1108 安藤 諒一 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｲﾁ 京都府 02:29:38

179 1271 西村 充博 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾂﾋﾛ 京都府 ヒロ　京都 02:30:04

180 1181 木村 瑛祐 ｷﾑﾗ ﾖｳｽｹ 愛知県 02:30:36

181 1323 村瀬 航平 ﾑﾗｾ ｺｳﾍｲ 愛知県 02:31:04

182 1139 梅本 浩樹 ｳﾒﾓﾄ ﾋﾛｷ 京都府 02:32:31

183 1234 田中 佑典 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 滋賀県 02:33:21

184 1229 竹内 孝英 ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾋﾃﾞ 京都府 京都府 02:33:21

185 1345 渡邉 望 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 京都府 02:33:21

186 1237 谷 健太 ﾀﾆ ｹﾝﾀ 愛知県 02:33:27

187 1207 澤田 伸夫 ｻﾜﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ 愛知県 02:34:09

188 1189 小島 治 ｺｼﾞﾏ ｵｻﾑ 岐阜県 会社員 02:34:54

189 1101 青木 和也 ｱｵｷ ｶｽﾞﾔ 愛知県 02:35:46

190 1213 新屋敷 彰優 ｼﾝﾔｼｷ ﾃﾙﾏｻ 愛知県 02:36:21

191 1106 綾木 頼亘 ｱﾔｷ ﾖﾘﾉﾌﾞ 愛知県 02:36:21

192 1258 中野 俊哉 ﾅｶﾉ ﾄｼﾔ 岐阜県 02:36:36

193 1149 岡 一嘉 ｵｶ ｶｽﾞﾖｼ 滋賀県 02:37:58

194 1168 兼森 伸兒 ｶﾈﾓﾘ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 02:39:13

195 1120 石原 秀一 ｲｼﾊﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 愛知県 02:41:17

196 1251 長江 ジュン ﾅｶﾞｴ ｼﾞｭﾝ 愛知県 02:41:19

197 1131 岩田 隆行 ｲﾜﾀ ﾀｶﾕｷ 愛知県 02:41:20

198 1235 田中 義則 ﾀﾅｶ ﾖｼﾉﾘ 岐阜県 02:41:35

199 1332 安田 博志 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｼ 岐阜県 フロッグ 02:43:39

200 1182 栗本 正信 ｸﾘﾓﾄ ﾏｻﾉﾌﾞ 愛知県 02:43:52
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201 1283 林 貴吉 ﾊﾔｼ ﾀｶﾖｼ 愛知県 02:45:09

202 1338 山本 浩平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 福井県 02:46:35

203 1266 南谷 哲雄 ﾅﾝﾔ ﾃﾂｵ 岐阜県 02:47:49

204 1222 鈴木 雄太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 愛知県 02:47:55

205 1319 宗像 宜久 ﾑﾅｶﾀ ﾖｼﾋｻ 千葉県 02:48:17

206 1322 村上 禎治 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾊﾙ 岐阜県 リクシル 02:48:40

207 1204 佐藤 大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 岐阜県 てるてるタイガー 02:49:22

208 1249 冨田 美紀夫 ﾄﾐﾀ ﾐｷｵ 岐阜県 02:55:55

209 1170 亀本 健一 ｶﾒﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 愛知県 02:56:41

210 1161 加藤 宗雄 ｶﾄｳ ﾑﾈｵ 三重県 かとう設計 02:59:03

211 1324 村瀬 亮 ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 愛知県 03:02:20

212 1164 可児 京汰 ｶﾆ ｷｮｳﾀ 岐阜県 03:09:07

213 1254 中島 史弥 ﾅｶｼﾏ ﾌﾐﾔ 岐阜県 03:19:54

DNF 1208 澤橋 直樹 ｻﾜﾊｼ ﾅｵｷ 東京都


