
＜日時＞

＜会場＞

＜受付＞

＜競技日程＞

組 スタート時刻 （現地集合） （受付締切） エントリー

5000m 男子 1組 18:15 18:05 17:45 40名

5000m 男子 2組 18:35 18:25 18:05 39名

5000m 男子 3組 18:55 18:45 18:25 39名

5000m 男子 4組 19:15 19:05 18:45 40名

1500m 男子 1組 19:34 19:24 19:04 20名

1500m 男子 2組 19:41 19:31 19:11 20名

1500m 男子 3組 19:48 19:38 19:18 20名

10000m 男子 1組 19:55 19:45 19:25 49名

注意事項（抜粋）

・本大会は2020年度日本陸上競技連盟規則、および本大会申し合わせ事項により実施します。

・日本陸上競技連盟が発表した「陸上競技活動再開のガイダンス策定のお知らせ」をもとに

　開催いたします。 https://www.jaaf.or.jp/news/article/13857/

・参加者の皆さまには、上記ガイダンスに従い、大会１週間前からの体調を

　「体調管理表・症状チェック表」に記入し、当日受付に提出していただきます。

　（提出いただけない場合は参加を認められません。）

　https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202006/11_151501.pdf

・シューズに関する計測体制を整備し、厚さ25ｍｍ～40ｍｍのシューズも使用可です。

　受付時にシューズチェックを行いますので、レースで使用するシューズをご持参ください。

・ゼッケン（胸・背中・腰）は受付時に配付します。安全ピンは各自ご用意ください。

・招集は受付（レース30分前まで）とスタート地点（レース10分前）で行います。

・悪天候その他の理由で競技会が中止または中断した場合、原則として出場料の返金は致しませ

　んので、予めご了承ください。

・競技中の事故に関しては、責任は負いかねます。

・タイムの計測は、手動計時（10分の1秒単位で計測）となります。

・記録証は希望者全員に、記録掲示後に発行します。開催日当日に発行所までお越しください。

　※原則、開催日の翌日以降は受付いたしません。

＜競技結果＞

　レース結果は大会当日に会場に掲示するとともに、

　主催者ウェブサイトへ掲載いたします。

　（ＵＲＬ） http://team-mk.net/mkdc/

第35回 MxKディスタンスチャレンジ

2020年9月14日（月）18時15分～20時30分

代々木公園陸上競技場（織田フィールド）

17時15分～競技開始30分前迄　代々木公園陸上競技場　入口

種目

https://www.jaaf.or.jp/news/article/13857/
https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202006/11_151501.pdf
http://team-mk.net/mkdc/


MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム
5000m 男子1組 スタート時刻 18:15
※受付チェックはNoに○を付ける PM 16'30"
No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録
1 小河 弘樹 オガワ コウキ 東京大学 神奈川県 着
2 西村 尚 ニシムラ ショウ 東京大学 東京都 着
3 土田 周治 ツチダ シュウジ 東工大 神奈川県 着
4 植田 達実 ウエダ タツミ 上智大学 東京都 着
5 森野 隆盛 モリノ リュウセイ 神奈川県 着
6 高橋 優太 タカハシ ユウタ 東京都 着
7 佐藤 悠介 サトウ ユウスケ 東京大学 東京都 着
8 白髪 大輝 シラガ タイキ 東京工業大学 広島県 着
9 芝草 繭音 シバクサ マユネ 埼玉大学 埼玉県 着
10 廣田 敏 ヒロタ ビン 東京大学 奈良県 着
11 青木 孝輔 アオキ コウスケ 上智大学 東京都 着
12 武藤 佳暉 ムトウ ヨシキ 上智大学 神奈川県 着
13 青木 心海 アオキ ミウ 上智大学 東京都 着
14 ⾧谷川 裕之介 ハセガワ ユウノスケ上智大学 東京都 着
15 志村 航 シムラ コウ 上智大学 東京都 着
16 野崎 達哉 ノザキ タツヤ 上智大学 茨城県 着
17 松尾 直季 マツオ ナオキ 上智大学 東京都 着
18 石嵜 寛之 イシザキ ヒロユキ 上智大学 埼玉県 着
19 重盛 克彦 シゲモリ カツヒコ 上智大学 東京都 着
20 上田 俊希 ウエダ トシキ 東京学芸大学 愛媛県 着
21 望月 大暉 モチヅキ ヒロキ 東京学芸大学 東京都 着
22 村手 光樹 ムラテ ミツキ 東京学芸大学 三重県 着
23 菊地 陸斗 キクチ リクト 東京学芸大学 茨城県 着
24 巖 翔真 イワオ ショウマ 東京学芸大学 北海道 着
25 倉橋 啓人 クラハシ ケイト 東京学芸大学 島根県 着
26 永森 誠也 ナガモリ セイヤ 上智大学 東京都 着
27 吉川 絢斗 ヨシカワ ケント 東京学芸大学 神奈川県 着
28 吉留 佑悟 ヨシドメ ユウゴ 埼玉大学 埼玉県 着
29 大浦 巧 オオウラ タクミ 埼玉大学 埼玉県 着
30 佐藤 光敏 サトウ ミツトシ 電気通信大学 千葉県 着
31 伊藤 航平 イトウ コウヘイ 電気通信大学 ⾧野県 着
32 岡部 耕平 オカベ コウヘイ 福島県 着
33 森嶋 瞬 ﾓﾘｼﾏ ｼｭﾝ 学習院大学 茨城県 着
34 伊藤 慎 イトウ シン 東京大学 宮城県 着
35 ⾧田 将 オサダ マサル 東京大学 東京都 着
36 石田 紘太 イシダ コウタ 東京大学 東京都 着
37 柳澤 悠貴 ヤナギサワ ユウキ 東京大学 東京都 着
38 先崎 俊亮 センザキ シュンスケ東京大学 栃木県 着
39 古賀 淳平 コガ ジュンペイ 東京大学 栃木県 着
40 ⾧江 隆行 ナガエ タカユキ SWAC 東京都 着

着順

16'15"-16'30"



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム
5000m 男子2組 スタート時刻 18:35
※受付チェックはNoに○を付ける
No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録
1 宮澤 賢太 ミヤザワ ケンタ 上智大学 群馬県 着
2 山中 孝一郎 ヤマナカ コウイチロウ東京陸協 東京都 着
3 奈良 悠冬 ナラ ユウト 東京工業大学 宮城県 着
4 森 基哉 モリ モトヤ 東京工業大学 神奈川県 着
5 小川 悠太郎 オガワ ユウタロウ 東京都 着
6 菱木 悠介 ヒシキ ユウスケ 鎌倉学園 神奈川県 着
7 金井 正樹 カナイ マサキ 鎌倉学園 神奈川県 着
8 浅井 諒 ｱｻｲ ﾘｮｳ 駒澤大学高等学校 東京都 着
9 大関 杏慈 ｵｵｾﾞｷ ｱﾝｼﾞ 駒澤大学高等学校 東京都 着
10 ⾧橋 史哉 ﾅｶﾞﾊｼ ﾌﾐﾔ 駒澤大学高等学校 東京都 着
11 湯浅 龍之介 ﾕｱｻ ﾘｭｳﾉｽｹ 駒澤大学高等学校 東京都 着
12 侭田 直哉 ﾏﾏﾀﾞ ﾅｵﾔ 駒澤大学高等学校 東京都 着
13 久保田 大雅 ｸﾎﾞﾀ ﾀｲｶﾞ 駒澤大学高等学校 東京都 着
14 佐藤 寛太 ｻﾄｳ ｶﾝﾀ 駒澤大学高等学校 東京都 着
15 堂本 稜 ﾄﾞｳﾓﾄ ﾘｮｳ 駒澤大学高等学校 東京都 着
16 中野 洸介 ﾅｶﾉ ｺｳｽｹ さいたま市陸協 埼玉県 着
17 斉藤 雄基 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ さいたま市陸協 埼玉県 着
18 額田 裕己 ヌカタ ユウキ 東京大学 東京都 着
19 田中 遼太郎 タナカ リョウタロウ一橋大学 神奈川県 着
20 戸高 裕太 トダカ ユウタ 一橋大学 埼玉県 着
21 北見 嶺 キタミ レイ 神奈川県 着
22 遠藤 圭介 エンドウ ヨシキ 千葉県 着
23 加納 大聖 カノウ タイセイ one's Para Athlete Club 千葉県 着
24 内山 凌 ウチヤマ リョウ 埼玉大学 福島県 着
25 加藤 泰斗 カトウ タイト 東京大学 神奈川県 着
26 西尾 元 ニシオ ハジメ 一橋大学 埼玉県 着
27 本宮 大夢 ホングウ ヒロム 成蹊大学 埼玉県 着
28 梅村 一輝 ウメムラ カズキ 横浜国立大学 神奈川県 着
29 矢沢 真太郎 ヤザワ シンタロウ 鎌倉学園 神奈川県 着
30 倉地 智哉 クラチ トモヤ 駿河台大学 埼玉県 着
31 磯 朋希 イソ トモキ 大東一高 東京都 着
32 箱崎 直喜 ハコザキ ナオキ 東京工業大学 東京都 着
33 稲葉 璃久 イナバ リク 鎌倉学園 神奈川県 着
34 原 寛樹 ハラ ヒロキ 北里AC 神奈川県 着
35 國松 士 ｸﾆﾏﾂ ｱｷﾗ 学習院大学 静岡県 着
36 伊藤 穂高 イトウ ホダカ 鎌倉学園 神奈川県 着
37 茅根 史哉 ﾁﾉﾈ ﾌﾐﾔ 学習院大学 千葉県 着
38 着
39 サイラス ジュイ サイラス ジュイ 着
40 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 東京都 着

着順

15'25"-16'15"
PM ①15'30" ②16'00"



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム
5000m 男子3組 スタート時刻 18:55
※受付チェックはNoに○を付ける ※3000-4000m迄
No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録
1 渡部 歩 ワタベ アユム 鎌倉学園 神奈川県 着
2 福田 侑生 フクダ ユウキ 鎌倉学園 神奈川県 着
3 原田 洋輔 ハラダ ヨウスケ 鎌倉学園 神奈川県 着
4 曽根 直也 ソネ ナオヤ 鎌倉学園 神奈川県 着
5 須藤 航一朗 スドウ コウイチロウ鎌倉学園 神奈川県 着
6 佐藤 真也 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 駒澤大学高等学校 東京都 着
7 横溝 匠 ﾖｺﾐｿﾞ ﾀｸﾐ 駒澤大学高等学校 東京都 着
8 安福 聖輝 ﾔｽﾌｸ ﾏｻｷ 駒澤大学高等学校 東京都 着
9 森 貴樹 モリ タカキ モントブラン 千葉県 着
10 内山 雄貴 ウチヤマ ユウキ 東京都庁 東京都 着
11 瀬川 京祐 セガワ ケイスケ 横浜国立大学大学院 埼玉県 着
12 奈良 大寿 ナラ ダイス 上智大学 東京都 着
13 清原 和博 キヨハラ カズヒロ つじかぜac 東京都 着
14 藤野 滉生 フジノ コウキ GAZELLE 千葉県 着
15 上條 記男 カミジョウ ノリオ 東京陸協 東京都 着
16 坂上 佳也 サカガミ ヨシヤ RFA Japan 東京都 着
17 日野 裕貴 ヒノ ユウキ 西宮市陸協 兵庫県 着
18 小林 和弥 コバヤシ カズヤ NTT東京 東京都 着
19 本田 伊吹 ホンダ イブキ 鎌倉学園 神奈川県 着
20 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ 芦屋市陸協 兵庫県 着
21 内田 拓希 ウチダ ヒロキ 小田原NR 神奈川県 着
22 藤原 拓 フジワラ タク 東京都庁 東京都 着
23 牛窪 大紀 ウシクボ ダイキ 大東一高 東京都 着
24 大田 滉貴 ｵｵﾀ ｺｳｷ 駒澤大学高等学校 東京都 着
25 小島 楓 ｺｼﾞﾏ ｶｴﾃﾞ 駒澤大学高等学校 東京都 着
26 宮本 龍二 ミヤモト リュウジ 一橋大学 愛知県 着
27 佐々木 海 ササキ カイ 一橋大学 東京都 着
28 ⾧友 勇樹 ナガトモ ユウキ 一橋大学 宮崎県 着
29 佐々木 翔生 ササキ カイ 大東一高 東京都 着
30 上田 桂悟 ウエダ ケイゴ 関東学院大学 ⾧野県 着
31 比嘉 真一 ヒガ シンイチ 関東学院大学 ⾧崎県 着
32 武藤 琉斗 ムトウ リュウト 関東学院大学 神奈川県 着
33 佐竹 響 サタケ ヒビキ 鎌倉学園 神奈川県 着
34 影山 貴大 カゲヤマ タカヒロ 東京学芸大学 静岡県 着
35 寺田 倖太朗 テラダ コウタロウ 一橋大学 宮城県 着
36 渡邉 有翔 ワタナベ ウット 鎌倉学園 神奈川県 着
37 緑川 優 ミドリカワ ユウ 栃木陸協 栃木県 着
38 着
39 河野 孝志 コウノ タカシ 豊岡RC 青森県 着
40 田村 丈哉 タムラ ジョウヤ 千葉陸協 千葉県 着

着順

14'50"-15'20"
PM ①14'50" ②15'10"



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム
5000m 男子4組 スタート時刻 19:15
※受付チェックはNoに○を付ける ※3000m迄
No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録
1 木田 貴大 キダ タカヒロ コモディイイダ 東京都 着
2 宮本 甲斐 ミヤモト カイ コモディイイダ 東京都 着
3 市村 竜樹 イチムラ タツキ コモディイイダ 東京都 着
4 寺田 博英 テラダ ヒロヒデ コモディイイダ 東京都 着
5 鈴木 祐太 スズキ ユウタ 鎌倉学園 神奈川県 着
6 田丸 颯 ﾀﾏﾙ ｿｳ 駒澤大学高等学校 東京都 着
7 成田 匠平 ナリタ ショウヘイ 埼玉滑川走友会 埼玉県 着
8 余川 周 ヨカワ シュウ 東京工業大学大学院 千葉県 着
9 横内 悠 ヨコウチ ユウ TRACKTOKYO 東京都 着
10 石塚 壮一郎 イシヅカ ソウイチロウ鎌倉学園 神奈川県 着
11 金谷 紘大 ｶﾅﾔ ｺｳﾀ 駒澤大学高等学校 東京都 着
12 牛崎 竜空 ウシザキ リュウク 大東一高 東京都 着
13 木村 大地 キムラ ダイチ 宮城陸協 宮城県 着
14 大久保 誠吾 オオクボ セイゴ 埼玉陸協 埼玉県 着
15 森田 雄貴 モリタ ユウキ 岡山県 着
16 山口 純平 ヤマグチ ジュンペイELDORESOランニングクラブ 東京都 着
17 大西 淳貴 オオニシ ジュンキ 東京陸協 東京都 着
18 髙橋 雅人 タカハシ マサト TRACK TOKYO 東京都 着
19 小橋 新 コバシ アラタ 久慈市陸協 岩手県 着
20 大橋 秀星 オオハシ シュウセイ小平市陸協 東京都 着
21 岡本 拓也 オカモト タクヤ 川崎市陸協 神奈川県 着
22 佐々木 真人 ササキ ナオト 大東一高 東京都 着
23 宮岡 澟太 ミヤオカ リンタ 鎌倉学園 神奈川県 着
24 根本 勇紀 ﾈﾓﾄ ﾕｳｷ 駒澤大学高等学校 東京都 着
25 與古田 葵京 ﾖｺﾀ ｷｷｮｳ 駒澤大学高等学校 東京都 着
26 佐野 慎之介 ｻﾉ ｼﾝﾉｽｹ 駒澤大学高等学校 東京都 着
27 下田 大翔 シモダ ダイト 川越東高校 埼玉県 着
28 阿部 哲也 アベ テツヤ 東京陸協 東京都 着
29 清谷 公紀 セダニ コオキ 横浜市陸上競技協会 神奈川県 着
30 岩本 孝平 イワモト コウヘイ コモディイイダ 東京都 着
31 柳原 真人 ヤナギハラ マサト 坂戸市陸上競技協会 埼玉県 着
32 竹岡 大 タケオカ ダイ 東京工業大学 千葉県 着
33 有村 誠太朗 アリムラ セイタロウ千葉陸協 千葉県 着
34 姫田 賢希 ヒメダ ゲンキ ハートブレイク 神奈川県 着
35 矢島 雄平 ヤジマ ユウヘイ 千曲市陸協 ⾧野県 着
36 木村 文哉 キムラ フミヤ 川越東高校 埼玉県 着
37 佐久間 宥志 サクマ ユウシ 立教AC 東京都 着
38 加藤 幸一郎 カトウ コウイチロウ神奈川県陸上競技協会 神奈川県 着
39 サイラス ジュイ サイラス ジュイ 着
40 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 東京都 着

着順

13'59"-14'50"
PM ①8'30" ②8'45"



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム
1500m 男子1組 スタート時刻 19:34
※受付チェックはNoに○を付ける PM(~1000m) 2'39"
No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録
1 秋葉 直人 アキバ ナオト RFA Japan 東京都 着
2 福澤 元己 フクザワ モトキ 一橋大学 東京都 着
3 枡本 裕真 マスモト ユウマ 東京陸協 東京都 着
4 清崎 佑 キヨサキ ユウ 一橋大学 福岡県 着
5 奥村 健広 オクムラ タツヒロ JR東日本千葉 千葉県 着
6 伊藤 卓斗 イトウ タクト 大東文化第一高等学校 東京都 着
7 林 弘健 リン コウケン 東京工業大学 東京都 着
8 片山 優史 カタヤマ ユウシ 三重陸協 三重県 着
9 指宿 佑将 イブスキ ユウスケ 秦野市役所 神奈川県 着
10 福元 翔輝 フクモト ショウキ 東京陸協 東京都 着
11 下津 諒晏 シモヅ リョウアン 上智大学 三重県 着
12 中村 文哉 ナカムラ フミヤ 東京学芸大学 東京都 着
13 玉澤 良太 タマザワ リョウタ 千葉陸協 千葉県 着
14 飯田 豊 イイダ ユタカ 川越市陸協 埼玉県 着
15 宮坂 直樹 ミヤサカ ナオキ 東京陸協 東京都 着
16 宮坂 和樹 ミヤサカ カズキ 中山到税理士事務所 東京都 着
17 宮本 力 ミヤモト チカラ 一橋大学 千葉県 着
18 緒方 甫哉 オガタ モトキ 東京陸協 東京都 着
19 森本 聡 モリモト サトシ 東京大学 東京都 着
20 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 東京都 着

着順

3'58"-4'03"



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム
1500m 男子2組 スタート時刻 19:41
※受付チェックはNoに○を付ける PM(~1000m) 2'35"
No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録
1 三浦 拓哉 ミウラ タクヤ RUN JO KAI 東京都 着
2 中田 崇志 ナカタ タカシ 関東ＲＣ 東京都 着
3 大久保 誠吾 オオクボ セイゴ 埼玉陸協 埼玉県 着
4 岸本 航輝 キシモト コウキ 東京工業大学 広島県 着
5 高木 孝壽 タカギ タカトシ 東京陸協 東京都 着
6 松本 大寛 マツモト マサヒロ 栃木陸協 栃木県 着
7 郡山 京梧 コオリヤマ ケイゴ 帝京平成大学 宮城県 着
8 嶋崎 敬太 シマザキ ケイタ 東京陸協 東京都 着
9 原 慎一郎 ハラ シンイチロウ 東京陸協 東京都 着
10 堀田 聖尊 ホッタ キヨタカ 三重陸協 三重県 着
11 村田 光 ムラタ ヒカル 成蹊大学 東京都 着
12 櫻井 光 サクライ ヒカル チームT＆M 新潟県 着
13 野中 拓海 ノナカ タクミ 関東学院大学 栃木県 着
14 仲井真 タイ剣人 ナカイマ タイケント関東学院大学 沖縄県 着
15 高橋 創 タカハシ ソウ 東京大学 東京都 着
16 堀内 省吾 ホリウチ ショウゴ 一橋大学 東京都 着
17 伊藤 翔流 イトウ カケル 日大生産工 千葉県 着
18 樽木 将吾 タルキ ショウゴ 小田原市役所 神奈川県 着
19 二見 陽頼 フタミ ヒヨリ 城西高校 東京都 着
20 田村 丈哉 タムラ ジョウヤ 千葉陸協 千葉県 着

着順

3'53"-3'58"



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム
1500m 男子3組 スタート時刻 19:48
※受付チェックはNoに○を付ける PM(~1000m) 2'30"
No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録
1 石川 聖也 イシカワ セイヤ 横浜市陸協 神奈川県 着
2 三津家 貴也 ミツカ タカヤ RUNNING SCIENCE LAB 東京都 着
3 風戸 啓希 カザト ヒロキ 日税ビジネスサービス 東京都 着
4 山中 優 ヤマヤカ マサル 清新jac 東京都 着
5 青柳 良英 アオヤギ ヨシヒデ 横浜国立大学 神奈川県 着
6 高橋 風成 タカハシ カザナリ 小川町陸協 埼玉県 着
7 梶原 有高 カジワラ アリタカ ひらまつ病院 佐賀県 着
8 飯浜 友太郎 イイハマ ユウタロウ立教大学 埼玉県 着
9 戸田 雅稀 トダ マサキ サンベルクス 東京都 着
10 松村 陣之助 マツムラ ジンノスケコモディイイダ 東京都 着
11 新田 良太郎 ニッタ リョウタロウRUNNING SCIENCE LAB 東京都 着
12 井下 裕貴 イノシタ ユウキ 川越市陸協 埼玉県 着
13 鍜治 晃 カジ ヒカル 大東一 東京都 着
14 荒幡 寛人 アラハタ ヒロト 埼玉県 着
15 大川 隼平 オオカワ シュンペイELDORESOランニングクラブ 東京都 着
16 梅沢 龍輝 ウメザワ タツキ 慶應義塾大学 栃木県 着
17 田口 雅也 タグチ マサヤ 上尾市陸協 埼玉県 着
18 小川 真誉 オガワ マヨ 静岡大学 静岡県 着
19 渡邉 拓也 ワタナベ タクヤ 東京大学 栃木県 着
20 服部 直 ハットリ スナオ XSPO SEAGULLS 神奈川県 着

着順

3'43"-3'52"



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム
10000m 男子1組 スタート時刻 19:55
※受付チェックはNoに○を付ける PM(~8000m) 2'57"/km
No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録
1 ＤＡＮＩＥＬ ＭＵＩＶＡＫＩＴＯＮＹＩ ダニエル ムイバキトニー TRACK TOKYO 着
2 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 松戸市陸協 着
3 大久保 陸人 オオクボ リクト コモディイイダ 着
4 金子 晃裕 カネコ アキヒロ コモディイイダ 着
5 黒河 一輝 クロダ カズキ コモディイイダ 着
6 五郎谷 俊 ゴロウタニ シュン コモディイイダ 着
7 佐藤 晃章 サトウ テルアキ コモディイイダ 着
8 田島 光 タジマ ヒカル コモディイイダ 着
9 土居森 諒 ドイモリ リョウ コモディイイダ 着
10 黒田 雄紀 クロダ ユウキ コモディイイダ 着
11 ベナード キマニ ベナード キマニ コモディイイダ 着
12 須崎 裕也 スザキ ユウヤ 川崎市役所 着
13 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 日税ビジネス 着
14 岡山 春紀 オカヤマ ハルキ コモディイイダ 着
15 大久保 友貴 オオクボ ユウキ 帝京平成大学 着
16 丸山 翔太郎 マルヤマ ショウタロウ 着
17 浅海 崇志 ｱｻｳﾐ ﾀｶｼ 東京農業大学 着
18 奥田 祥弥 ｵｸﾀﾞ ﾖｼﾔ 東京農業大学 着
19 田中 莉生 ﾀﾅｶ ﾘｷ 東京農業大学 着
20 松本 虎太郎 ﾏﾂﾓﾄ ｺﾀﾛｳ 東京農業大学 着
21 富張 裕紀 トミハリ ユウキ 東京陸協 着
22 櫻井 悠人 サクライ ユウト 明治学院大学 着
23 竹原 俊太郎 タケハラ シュンタロウ明治学院大学 着
24 鎌田 紘宜 カマダ ヒロキ Team M×K 着
25 奥谷 研祐 ｵｸﾔ ｹﾝｽｹ 湘南工科大学 着
26 杉山 彪人 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋｭｳﾄ 湘南工科大学 着
27 高島 良平 タカシマ リョウヘイ 東京陸協 着
28 山崎 健聖 ヤマザキ タケトシ 帝京平成大学 着
29 斎藤 元 ｻｲﾄｳ ｹﾞﾝ 湘南工科大学 着
30 熊澤 諒哉 ｸﾏｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 湘南工科大学 着
31 鎌田 虎太郎 ｶﾏﾀ ｺﾀﾛｳ 湘南工科大学 着
32 山路 優歩 ヤマジ ユウト 帝京平成大学 着
33 阿賀 康生 アガ ヤスオ 放送大学 着
34 村上 将悟 ムラカミ ショウゴ 放送大学 着
35 椛澤 勇樹 ｶﾊﾞｻﾜ ﾕｳｷ 湘南工科大学 着
36 横山 陽佑 ヨコヤマ ヨウスケ 帝京平成大学 着
37 森山 功稀 モリヤマ コウキ 帝京平成大学 着
38 瓜生 一輝 ウリュウ カズキ 帝京平成大学 着
39 岡田 宙 オカダ ヒロ 帝京平成大学 着
40 石堂 爽空 イシドウ ソラ 帝京平成大学 着
41 久田 淳司 ヒサダ アツシ 東京大学 着
42 竹澤 優人 タケザワ ユウト 帝京平成大学 着
43 吉川 大智 ﾖｼｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 湘南工科大学 着
44 藤田 康平 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ 湘南工科大学 着
45 徳永 拓海 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｸﾐ 湘南工科大学 着
46 北林 拓也 キタバヤシ タクヤ 帝京平成大学 着
47 宮田 一馬 ミヤタ カズマ 東京大学 着
48 深田 祥太郎 フカダ ショウタロウ 東京大学 着
49 助川 皓洸 スケガワ ヒロタケ 東京大学 着
50 着

着順

28'30"-34'00"


