
MxKディスタンスチャレンジ　（公認の部）

5000m　男子1組 スタート時刻 15:00

ペースメーカー：①16分40秒、②17分00秒、③17分30秒、④18分00秒

No 所　属 登録陸協 記録

41 三野 海斗 東京陸協 東京都 16分16秒51 1 着

46 三宅 翔太 秦野市役所 神奈川県 16分29秒92 2 着

6 須藤 剛 WindRun 東京都 16分38秒59 3 着

45 長江 隆行 ＳＷＡＣ 東京都 16分49秒59 4 着

8 河野 祐介 東京陸協 東京都 16分49秒68 5 着

15 荒谷 義成 広瀬川ＲＣ 宮城県 16分51秒00 6 着

30 鷹觜 勇宜 伊藤忠商事陸上競技部 東京都 17分10秒70 7 着

14 井上 靖数 Ｔ・Ｔ－ＡＣ 東京都 17分13秒66 8 着

22 荒城 信介 WindRun 東京都 17分14秒40 9 着

12 福地 芳律 東京陸協 東京都 17分18秒72 10 着

23 小柳 祐介 さいたま市陸協 埼玉県 17分21秒34 11 着

40 鶴指 誠 世田谷区役所 東京都 17分21秒84 12 着

29 今野 洋志 杉並区陸協 東京都 17分22秒94 13 着

48 土谷 和貴 羽生市陸協 埼玉県 17分22秒95 14 着

4 渡邉 遼平 作．ＡＣ札幌 北海道 17分23秒19 15 着

13 小泉 勇人 茨城陸協 茨城県 17分27秒67 16 着

16 浦 広樹 川崎市陸協 神奈川県 17分37秒55 17 着

9 宮野 ひでき ボンバーズ関東支部 神奈川県 17分39秒32 18 着

32 鈴木 俊祐 MHI横浜RC 神奈川県 17分41秒44 19 着

19 福永 勝康 柏崎ランニングクラブ 新潟県 17分43秒06 20 着

37 藤代 竣介 クラブR2東日本 東京都 17分44秒08 21 着

10 落合 健太 東京陸協 東京都 17分52秒48 22 着

47 梁瀬 将史 東京大学大学院 山形県 17分57秒75 23 着

2 佐藤 圭太 クラブR2東北 宮城県 17分59秒91 24 着

28 柚木 健吾 千葉陸協 千葉県 18分00秒22 25 着

20 勝丸 真至 Windrun 東京都 18分02秒01 26 着

5 雨宮 俊祐 山梨県庁 山梨県 18分06秒13 27 着

31 籾山 勇次 さいたま走友会 埼玉県 18分14秒90 28 着

7 長谷 知弥 東京陸協 東京都 18分20秒18 29 着

39 小山 貴史 川崎市陸協 神奈川県 18分21秒03 30 着

17 桑野 博輔 東京陸協 東京都 18分28秒37 31 着

38 土井 日輝 中郡陸協 神奈川県 18分28秒78 32 着

35 伊藤 健一 東京陸協 東京都 18分35秒35 33 着

34 金澤 幸一 ランナーズパルス 東京都 18分40秒53 34 着

1 高橋 智信 東京陸協 東京都 DNF 着

11 中山 知昭 Team MxK 東京都 DNF 着

36 梅田 卓資 TeamM×K 東京都 DNF 着

3 城之内 雅 東京陸協 東京都 DNS 着

18 矢島 秀悟 埼玉陸協 埼玉県 DNS 着

21 齋木 進 CHIBA RUNNERS.m 千葉県 DNS 着

24 鈴木 直人 川崎市陸協 神奈川県 DNS 着

25 高橋 利和 千葉陸協 千葉県 DNS 着

26 鈴木 俊 東京陸協 東京都 DNS 着

27 松井 謙治 凌霜ＡＣ 兵庫県 DNS 着

33 畑中 俊彦 クラブR2東日本 東京都 DNS 着

42 着

43 着

44 着

氏　名 着順


