
順位 ナンバー 氏名漢字 氏名ｶﾅ 記録 所属ｸﾗﾌﾞ名 居住地

1 2289 宮口　誠 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾏｺﾄ  0:40:51 美濃加茂陸上クラブ 美濃加茂市

2 2308 松島　弘 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾛｼ  0:44:24 ＳＩＴ星崎 多治見市

3 2236 前田　正喜 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻｷ  0:44:32 多治見市

4 2285 内藤　朝義 ﾅｲﾄｳ ｱｻﾖｼ  0:45:37 愛知県

5 2201 武藤　静雄 ﾑﾄｳ ｼｽﾞｵ  0:46:05 エイジレス　アスリー 中津川市

6 2233 若原　正美 ﾜｶﾊﾗ ﾏｻﾐ  0:47:09 岐阜トヨタ社友会 揖斐川町

7 2238 朝田　喜文 ｱｻﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ  0:47:16 イーグルオート 高山市

8 2217 村瀬　義美 ﾑﾗｾ ﾖｼﾐ  0:47:28 長良走ろう会 岐阜市

9 2235 伊藤　敏治 ｲﾄｳ ﾄｼﾊﾙ  0:48:05 清水電子工業 可児市

10 2271 森　喬 ﾓﾘ ﾀｶｼ  0:48:09 瑞浪市

11 2230 深浦　章 ﾌｶｳﾗ ｱｷﾗ  0:48:29 ぎふ長良川走ろう会 岐阜市

12 2259 渋谷　八郎 ｼﾌﾞﾔ ﾊﾁﾛｳ  0:49:28 岐阜市

13 2239 髙山　俊明 ﾀｶﾔﾏ ﾄｼｱｷ  0:49:32 名駅前走友会 愛知県

14 2240 林　守 ﾊﾔｼ ﾏﾓﾙ  0:49:46 岐阜市

15 2203 柴田　浩 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ  0:50:06 柴田マラソン塾 愛知県

16 2204 安田　眞澄 ﾔｽﾀﾞ ﾏｽﾐ  0:50:10 関市

17 2252 川嶋　一二三 ｶﾜｼﾏ ﾋﾌﾐ  0:50:12 岐阜市

18 2279 後藤　隆 ｺﾞﾄｳ ﾀｶｼ  0:50:12 大日コンサルマラソン 関市

19 2294 米山　克久 ﾖﾈﾔﾏ ｶﾂﾋｻ  0:50:21 三菱重工名港 愛知県

20 2295 尾上　修一 ｵｶﾞﾐ ｼｭｳｲﾁ  0:50:24 コパン鵜沼 各務原市

21 2231 今瀬　義幸 ｲﾏｾ ﾖｼﾕｷ  0:50:54 岐阜県産業経済振興セ 山県市

22 2253 谷村　和一 ﾀﾆﾑﾗ ｶｽﾞｲﾁ  0:50:59 各務原市

23 2277 片桐　道善 ｶﾀｷﾞﾘ ﾐﾁﾖｼ  0:51:16 ハートブレイク 岐南町

24 2229 藤吉　幸宏 ﾌｼﾞﾖｼ ﾕｷﾋﾛ  0:52:02 岐阜市

25 2232 小原　明夫 ｺﾊﾗ ｱｷｵ  0:52:07 山県市

26 2276 熊田　照 ｸﾏﾀﾞ ﾃﾙ  0:52:16 いづつＡＣ 岐阜市

27 2282 横山　文夫 ﾖｺﾔﾏ ﾌﾐｵ  0:52:50 岐阜市

28 2221 山田　貞治 ﾔﾏﾀﾞ ﾃｲｼﾞ  0:53:54 関市

29 2222 北野　徳孝 ｷﾀﾉ ﾉﾘﾀｶ  0:54:00 愛知県

30 2214 高井　憲治 ﾀｶｲ ｹﾝｼﾞ  0:54:08 関市

31 2304 浅井　輝義 ｱｻｲ ﾃﾙﾖｼ  0:54:10 愛知県

32 2224 葛谷　景市 ｸｽﾞﾔ ｹｲｲﾁ  0:54:30 愛知県

33 2218 櫻井　博親 ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾁｶ  0:54:31 貝印走友会 関市

34 2281 役田　亨 ﾔｸﾃﾞﾝ ﾄｵﾙ  0:54:41 ランランラーン 岐阜市

35 2306 森　武夫 ﾓﾘ ﾀｹｵ  0:54:51 各務原市

36 2254 本村　伸容 ﾓﾄﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ  0:54:52 笠松町

37 2284 佐々木　健 ｻｻｷ ﾀｹｼ  0:55:21 関市

38 2247 武藤　正己 ﾑﾄｳ ﾏｻﾐ  0:55:24 神戸走ろう会 神戸町

39 2292 小笠原　孝二 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｺｳｼﾞ  0:55:29 羽島市

40 2275 小木曽　幹雄 ｵｷﾞｿ ﾐｷｵ  0:56:00 西枇工業 愛知県

41 2206 天池　房男 ｱﾏｲｹ ﾌｻｵ  0:56:35 関市

42 2286 大河内　次雄 ｵｵｺｳﾁ ﾂｸﾞｵ  0:56:36 羽島正木走友会 羽島市

43 2296 加藤　省二 ｶﾄｳ ｼｮｳｼﾞ  0:56:54 愛知県

44 2223 苅谷　浩正 ｶﾘﾔ ﾋﾛﾏｻ  0:57:10 川島ジョギングクラブ 各務原市

45 2269 所　章互 ﾄｺﾛ ｼｮｳｺﾞ  0:57:25 株式会社トコロ 岐阜市

46 2280 木島　清 ｷｼﾞﾏ ｷﾖｼ  0:58:00 郡上市

47 2307 久木田　馨 ｸｷﾀ ｶｵﾙ  0:58:05 多治見市

48 2237 松井　龍身 ﾏﾂｲ ﾀﾂﾐ  0:58:12 ぎふ長良川走ろう会 関市

49 2301 酒向　精一 ｻｺｳ ｾｲｲﾁ  0:58:13 愛知県

50 2288 久松　猛 ﾋｻﾏﾂ ﾀｹｼ  0:58:17 フィニッシャーズ 瑞穂市

51 2272 戸田　彰 ﾄﾀﾞ ｱｷﾗ  0:59:23 永寿 岐阜市

52 2302 中島　淳三 ﾅｶｼﾏ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ  0:59:26 ＮＴＴ岐阜ＲＣ 下呂市

53 2300 杉山　之浩 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ  0:59:36 山県市

54 2258 亀山　進 ｶﾒﾔﾏ ｽｽﾑ  0:59:43 関山岳会 関市



55 2257 塩谷　忍 ｴﾝﾔ ｼﾉﾌﾞ  0:59:47 マラオケ 岐阜市

56 2242 沼辺　武 ﾇﾏﾍﾞ ﾀｹｼ  0:59:49 大垣市

57 2290 辻ﾉ上　文昭 ﾂｼﾞﾉｳｴ ﾌﾐｱｷ  0:59:49 愛知県長友会 愛知県

58 2261 秋山　光起 ｱｷﾔﾏ ﾐﾂｵｷ  0:59:52 ひめ幼稚園 可児市

59 2241 小沢　勇 ｺｻﾞﾜ ｲｻﾑ  1:00:03 ツインズ　コザワ 愛知県

60 2283 瀧瀬　幸男 ﾀｷｾ ﾕｷｵ  1:00:06 大野町

61 2278 宮本　邦雄 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆｵ  1:00:46 東海学院大学 岐阜市

62 2255 山田　悟 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄﾙ  1:00:50 カフェ・アダチ走ろう 岐阜市

63 2291 柴田　春夫 ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙｵ  1:01:29 関市

64 2267 岩井　美晴 ｲﾜｲ ﾖｼﾊﾙ  1:01:32 美濃加茂市

65 2227 稲山　秀行 ｲﾅﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ  1:01:56 愛知県

66 2210 小川　覚 ｵｶﾞﾜ ｻﾄﾙ  1:01:57 岐阜市

67 2305 戸崎　賢治 ﾄｻｷ ｹﾝｼﾞ  1:02:09 岐阜市

68 2273 河辺　雅信 ｶﾜﾍﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ  1:02:16 岐阜市

69 2287 加藤　義治 ｶﾄｳ ﾖｼﾊﾙ  1:02:19 かとちゃん 岐阜市

70 2216 長屋　数雄 ﾅｶﾞﾔ ｶｽﾞｵ  1:02:50 ナニワデンキ 大垣市

71 2212 藤田　幸造 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｿﾞｳ  1:02:52 各務原市

72 2215 藤井　良三 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳｿﾞｳ  1:03:10 合気道岐阜養神館 各務原市

73 2248 宮田　清美 ﾐﾔﾀ ｷﾖﾐ  1:03:32 岐阜市

74 2266 加藤　啓二郎 ｶﾄｳ ｹｲｼﾞﾛｳ  1:03:50 岐阜市

75 2207 丸井　猛 ﾏﾙｲ ﾀｹｼ  1:04:00 ぎふ長良川走ろう会 岐阜市

76 2245 田立　憲二 ﾀﾀﾞﾁ ｹﾝｼﾞ  1:04:50 ろうきん 関市

77 2244 和田　健吾 ﾜﾀﾞ ｹﾝｺﾞ  1:05:01 ぎふ長良川走ろう会 岐阜市

78 2226 出村　孝 ﾃﾞﾑﾗ ﾀｶｼ  1:05:23 揖斐川町

79 2311 朱雀　健次 ｽｼﾞｬｸ ｹﾝｼﾞ  1:05:53 チームスズメ！！ 愛知県

80 2250 香西　昇 ｺｳｻﾞｲ ﾉﾎﾞﾙ  1:06:10 独走ランナー 愛知県

81 2243 石神　浅美 ｲｼｶﾞﾐ ｱｻﾐ  1:06:42 関武芸川走友 関市

82 2299 乾　豊一 ｲﾇｲ ﾄﾖｶｽﾞ  1:09:50 堅田クラブ 滋賀県

83 2264 梶田　哲朗 ｶｼﾞﾀ ﾃﾂﾛｳ  1:11:13 岐阜登髙会ＯＢ 各務原市

84 2211 松井　孝 ﾏﾂｲ ﾀｶｼ  1:11:34 中津川市

85 2228 丹羽　達 ﾆﾜ ﾄｵﾙ  1:12:17 名駅前走友会 愛知県

86 2220 浅野　好美 ｱｻﾉ ﾖｼﾐ  1:13:04 いっぷう亭ＲＣ 岐阜市

87 2297 鈴木　清兒 ｽｽﾞｷ ｾｲｼﾞ  1:15:03 なし 愛知県

88 2260 花井　一泰 ﾊﾅｲ ｶｽﾞﾋﾛ  1:17:33 愛知県

89 2249 海野　努 ｳﾝﾉ ﾂﾄﾑ  1:18:14 各務原市

90 2263 西森　千尋 ﾆｼﾓﾘ ﾁﾋﾛ  1:18:27 山県市

91 2303 可児　春雪 ｶﾆ ﾊﾙﾕｷ  1:19:40 犬山走友会 愛知県

92 2265 小沢　和昭 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞｱｷ  1:27:00 福井県


