
部門 順位 ナンバーカード タイム 名前 都道府県 市町村

1位 149 1時間23分23秒 多々見 友也 石川県 野々市市

2位 114 1時間25分54秒 垣内 康介 岐阜県 高山市国府町

3位 113 1時間27分35秒 山仲 駿介 岐阜県 高山市

4位 134 1時間28分40秒 宮地 藤雄 神奈川県 逗子市

5位 106 1時間31分27秒 横矢 直 岐阜県 高山市国府町

6位 110 1時間35分26秒 下田 慎一郎 岐阜県 高山市国府町

7位 120 1時間36分23秒 高原 伸一 岐阜県 高山市

8位 143 1時間38分52秒 村瀬 隆志 愛知県 名古屋市

9位 101 1時間40分20秒 牧野 築 岐阜県 恵那市

10位 170 1時間41分11秒 織田 陽一 岐阜県 高山市

11位 124 1時間41分48秒 山上 聡 長野県 上田市

12位 125 1時間42分22秒 井ノ下 和哉 岐阜県 飛騨市

13位 177 1時間42分26秒 小林 孝臣 富山県 南砺市

14位 108 1時間42分52秒 保谷 敏幸 岐阜県 高山市国府町

15位 115 1時間45分25秒 加藤 正史 岐阜県 高山市丹生川町

16位 136 1時間45分27秒 笠島 浩孝 福井県 越前市

17位 117 1時間46分19秒 竹林 亜人武 岐阜県 飛騨市

18位 179 1時間47分19秒 鍛治 忠和 富山県 南砺市

19位 128 1時間47分38秒 冨永 憲一 愛知県 丹羽郡扶桑町

20位 161 1時間48分04秒 今井 正 富山県 砺波市
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部門 順位 ナンバーカード タイム 名前 都道府県 市町村

21位 166 1時間49分13秒 続葛 啓伍 岐阜県 飛騨市

22位 112 1時間49分18秒 大石 賢斉 石川県 輪島市町

23位 129 1時間49分44秒 羽山 信人 愛知県 安城市

24位 135 1時間49分45秒 井端 浩 岐阜県 高山市

24位 153 1時間49分45秒 熊﨑 健一 岐阜県 高山市

26位 130 1時間50分18秒 渡辺 健太 岐阜県 美濃加茂市

27位 131 1時間50分42秒 増田 実利 滋賀県 大津市

28位 145 1時間51分42秒 平岩 康則 愛知県 名古屋市

29位 151 1時間53分57秒 高木 玄太 富山県 高岡市

30位 102 1時間54分30秒 比留木 武泰 岐阜県 高山市一之宮町

31位 141 1時間54分46秒 林 清唯 富山県 下新川郡朝日町

32位 123 1時間55分52秒 春山 昌樹 岐阜県 飛騨市

33位 162 1時間55分58秒 東 誠二 福井県 坂井市

34位 111 1時間56分50秒 岡田 好広 岐阜県 多治見市

35位 109 1時間58分10秒 下野 克巳 岐阜県 高山市丹生川町

36位 173 1時間58分39秒 池田 政一 岐阜県 高山市

37位 163 1時間59分12秒 山下 岳明 岐阜県 高山市

38位 176 2時間01分23秒 竹田 翔 富山県 射水市

39位 171 2時間01分40秒 河合 鉄兵 富山県 高岡市

40位 178 2時間03分51秒 坂本 俊雄 愛知県 豊川市
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41位 158 2時間05分54秒 村中 邦彰 岐阜県 高山市

42位 148 2時間06分06秒 大島 晃一 富山県 富山市

43位 175 2時間06分49秒 佐々木 一弘 岐阜県 高山市

44位 139 2時間07分46秒 勝又 俊宜 岐阜県 加茂郡坂祝町

45位 167 2時間07分48秒 津田 晃 石川県 金沢市

46位 172 2時間08分02秒 木下 武 富山県 砺波市

47位 126 2時間08分36秒 内山 達 富山県 中新川郡立山町

48位 107 2時間09分49秒 瀧川 清人 岐阜県 高山市国府町

49位 103 2時間09分54秒 山下 正人 岐阜県 高山市一之宮町

50位 174 2時間11分46秒 下木 翼 石川県 金沢市

51位 140 2時間13分44秒 金厚 宏 富山県 富山市

52位 152 2時間14分45秒 清水 光 富山県 射水市

53位 157 2時間14分56秒 大附 丈也 岐阜県 高山市

54位 160 2時間16分29秒 安岡 利幸 兵庫県 神戸市

55位 104 2時間17分12秒 奥井 博行 富山県 中新川郡上市町

56位 132 2時間18分30秒 釜上 博樹 岐阜県 飛騨市

57位 127 2時間20分18秒 追分 悟 富山県 富山市

58位 138 2時間24分08秒 岩月 陽介 岐阜県 各務原市

59位 142 2時間24分15秒 室田 友幸 岐阜県 飛騨市

60位 119 2時間24分28秒 谷川 守弘 富山県 富山市
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61位 137 2時間25分27秒 村山 幸喜 岐阜県 本巣市

62位 144 2時間26分44秒 松田 豊 神奈川県 横浜市

63位 105 2時間28分38秒 向田 真一 岐阜県 高山市

64位 164 2時間30分32秒 木下 雅彦 愛知県 一宮市

65位 159 2時間30分52秒 梅村 進一 岐阜県 岐阜市

66位 154 2時間33分58秒 土肥 誠 富山県 中新川郡立山町

67位 150 2時間36分45秒 中村 聖智 富山県 富山市

68位 147 2時間37分02秒 瀬川 健一郎 岐阜県 高山市
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