
MxKディスタンスチャレンジ　（公認の部）

5000m　男子2組 スタート時刻 19:18

ペースメーカー：①15分00秒、②15分30秒、③16分00秒、④16分30秒

No 所　属 登録陸協 記録

2 大橋 秀星 小平市陸協 東京都 14分58秒87 1 着

50 松本 翔 日税ビジネス 東京都 15分10秒59 2 着

39 杉山 秀人 横浜市陸協 神奈川県 15分28秒62 3 着

47 三宅 翔太 秦野市役所 神奈川県 15分39秒24 4 着

43 小松 由和 50普連 高知県 15分39秒65 5 着

5 林 英明 セントポールクラブ 東京都 15分52秒39 6 着

8 田中 和彦 さいたま市陸協 埼玉県 15分53秒26 7 着

48 渥美 祐次郎 東京大学大学院 愛知県 15分57秒62 8 着

3 玉澤 拓海 洋野町陸協 岩手県 15分59秒58 9 着

45 石上 裕康 草薙激走会 静岡県 16分01秒05 10 着

4 河合 謙一 JSA.RC 東京都 16分02秒54 11 着

6 松川 隼也 東京陸協 東京都 16分02秒74 12 着

9 高柴 玲央 大宮32連隊 埼玉県 16分12秒45 13 着

34 藤田 達也 東京陸協 東京都 16分14秒56 14 着

16 河西 博希 ドリームアシストクラブ東京 東京都 16分15秒10 15 着

22 鷹觜 厚宜 埼玉陸協 埼玉県 16分15秒99 16 着

36 田島 祐介 東京陸協 東京都 16分16秒03 17 着

21 野村 茂行 凡人ＲＣ 北海道 16分16秒77 18 着

12 吉田 健太郎 東京陸協 東京都 16分20秒26 19 着

11 斎藤 湧歩 WindRun 東京都 16分23秒18 20 着

49 井上 直紀 東京陸協 東京都 16分23秒48 21 着

40 吉平 拓也 クラブR2東日本 東京都 16分25秒85 22 着

33 松崎 雅春 TeamM×K 東京都 16分27秒07 23 着

10 菊地 拓人 北上市陸協 岩手県 16分32秒25 24 着

41 小西 宏侑 Team MxK 東京都 16分32秒92 25 着

17 布目 章裕 東京RC 東京都 16分35秒47 26 着

26 後藤 大樹 WindRun 東京都 16分45秒22 27 着

44 吉田 壮起 成城大学 山口県 16分46秒32 28 着

14 酢谷 耕太 Ｒ×Ｌプラス 埼玉県 16分47秒55 29 着

25 小澤 昂平 東京大学大学院 神奈川県 16分51秒25 30 着

23 毛利 陽人 一橋大学 宮城県 16分51秒26 31 着

32 大川 耕司 東京陸協 東京都 16分52秒66 32 着

35 荒谷 義成 広瀬川ＲＣ 宮城県 16分53秒21 33 着

42 新田 龍宏 東京陸協 東京都 16分55秒90 34 着

27 小田 貴大 東京大学 新潟県 17分12秒95 35 着

28 佐伯 祐哉 一橋大学 東京都 17分36秒17 36 着

29 岩崎 友春 一橋大学 愛知県 17分46秒16 37 着

7 益谷 逸平 Harriers 東京都 DNF 着

13 田中 遼太郎 一橋大学 神奈川県 DNF 着

19 舩越 悠介 東京陸協 東京都 DNF 着

24 篠木 智也 高崎経済大学 群馬県 DNF 着

1 有馬 優仁 世田谷区陸協 東京都 DNS 着

15 鈴木 大樹 TM-CLUB 神奈川県 DNS 着

20 宮原 武也 ＣＩＡ 千葉県 DNS 着

30 落合 健太 Jアスリーツ 東京都 DNS 着

31 渡邉 遼平 作．ＡＣ札幌 東京都 DNS 着

37 行場 竹彦 鳩印G＆T川崎 東京都 DNS 着

38 三好 真司 橋本走友会 神奈川県 DNS 着

18 伊藤 琢也 WindRun 東京都 DNS 着

46 着

氏　名 着順


