
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 18:05

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

39 川井 直巳 クラブR2東日本 東京都 16分42秒2 1 着

42 井上 直紀 東京陸協 東京都 16分42秒8 2 着

43 須崎 裕也 川崎市役所 神奈川県 16分59秒6 3 着

5 飯沼 有吾 東京陸協 東京都 16分59秒9 4 着

3 上杉 拓也 東京陸協 東京都 17分15秒6 5 着

7 勘舎 方敬 東京都陸協 東京都 17分20秒3 6 着

24 影山 裕紀 世田谷区陸協 東京都 17分21秒0 7 着

21 吉村 仁志 NEC三田 東京都 17分21秒7 8 着

15 浦 有郷 クラブＲ２東日本 東京都 17分22秒8 9 着

38 風間 龍介 東京陸協 東京都 17分23秒3 10 着

13 大友 圭介 東京陸協 東京都 17分24秒5 11 着

11 吉野 茂男 東京陸協 東京都 17分26秒3 12 着

9 大竹 基之 ラフラフＲＣ 埼玉県 17分28秒4 13 着

44 丸山 竜也 松戸市陸協 千葉県 17分30秒5 14 着

41 黒崎 群 東京陸協 東京都 17分34秒5 15 着

23 鈴木 直人 川崎市陸協 神奈川県 17分35秒9 16 着

37 小原 秀暁 藤沢市陸協 神奈川県 17分41秒1 17 着

22 西郷 博文 Jaybird 埼玉県 17分45秒7 18 着

35 橋本 健太郎 メディフォームAC 埼玉県 17分46秒9 19 着

28 森 孝博 東京陸協 東京都 17分47秒5 20 着

31 長谷川 翔 東京陸協 東京都 17分48秒3 21 着

30 金児 史仁 クラブR2東日本 東京都 17分51秒4 22 着

29 久保 康生 日高市陸協 埼玉県 17分53秒2 23 着

45 中山 晃一 DREAM 埼玉県 17分53秒5 24 着

19 村井 誠 ポポロＡＣ 東京都 17分56秒6 25 着

27 四反田 祐弥 テラスカイ陸上競技部 東京都 17分58秒8 26 着

1 河野 祐介 東京陸協 東京都 17分59秒0 27 着

33 大西 智弘 ゼロベースＲＣ 神奈川県 18分18秒1 28 着

34 石榑 昌也 jojo 東京都 18分20秒4 29 着

14 浜崎 空樹 茨城牛久走友会 茨城県 18分41秒1 30 着

32 柳原 隆 T・T-Athlete Club 東京都 18分47秒5 31 着

17 籾山 勇次 さいたま走友会 埼玉県 18分52秒3 32 着

8 青柳 諒 東京陸協 東京都 19分03秒8 33 着

36 矢津 一正 茨城陸協 茨城県 19分09秒5 34 着

46 高橋 利和 千葉陸協 千葉県 19分14秒7 35 着

20 長谷 知弥 ＴＭＲＣ 東京都 20分56秒9 36 着

18 小關 泰広 ザ・スペース 神奈川県 DNF 着

2 原 克英 埼玉陸協 埼玉県 DNS 着

4 後藤 大樹 WindRun 東京都 DNS 着

6 浮津 康宏 東京ＫＣ 東京都 DNS 着

10 渥美 守弘 SMILEY ANGEL 静岡県 DNS 着

12 大村 展弘 東京陸協 東京都 DNS 着

16 木川 大輔 DreamAC 東京都 DNS 着

25 岸 正隆 埼玉陸協 埼玉県 DNS 着

26 矢島 秀悟 埼玉陸協 埼玉県 DNS 着

47 松本 翔 日税ビジネス 東京都 DNS 着

48 田中 清明 エアラン東京 東京都 DNS 着

40 着

氏　名 着順


