
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 18:30

ペースメーカー：①14分40秒、②15分00秒、③15分30秒、④16分00秒、⑤16分30秒

No 所　属 登録陸協 記録

44 丸山 竜也 松戸市陸協 千葉県 14分41秒1 1 着

41 齋藤 大樹 内田治療院ＡＣ 東京都 15分11秒6 2 着

9 平井 駿 那賀郡陸協 徳島県 15分14秒9 3 着

43 須崎 裕也 川崎市役所 神奈川県 15分27秒9 4 着

34 斉藤 雄基 さいたま市陸協 埼玉県 15分28秒2 5 着

1 坂元 航太 早稲田実業学校高等部 東京都 15分29秒2 6 着

8 兼重 優介 GRlab 大阪府 15分29秒8 7 着

40 桝本 裕真 東京陸協 東京都 15分36秒7 8 着

3 岡本 拓也 アイシック健身塾 静岡県 15分37秒3 9 着

4 布谷 基 岩手陸協 岩手県 15分37秒7 10 着

14 三田 洸 東京陸協 東京都 15分39秒9 11 着

7 松川 隼也 東京陸協 東京都 15分40秒5 12 着

10 黒川 恵輔 千葉陸協 千葉県 15分41秒5 13 着

6 富張 裕紀 横浜市陸協 神奈川県 15分43秒1 14 着

35 中谷 謙太 さいたま市陸協 埼玉県 15分48秒7 15 着

42 井上 直紀 東京陸協 東京都 15分49秒6 16 着

12 黒川 遼 TEAMぜっと 青森県 15分50秒1 17 着

46 藤田 圭太 東京陸協 東京都 16分09秒9 18 着

17 山田 瑞穂 さいたま走翔 埼玉県 16分15秒3 19 着

39 島田 仁 羽生市陸協 埼玉県 16分18秒5 20 着

2 山田 祐生 東京陸協 東京都 16分19秒7 21 着

23 美濃田 拓紀 東京都庁 東京都 16分20秒1 22 着

36 中野 洸介 さいたま市陸協 埼玉県 16分22秒2 23 着

45 河合 謙一 東京陸協 東京都 16分29秒4 24 着

24 岡田 昌平 さいたま市消防 埼玉県 16分30秒8 25 着

21 鷹觜 厚宜 埼玉陸協 埼玉県 16分38秒9 26 着

16 西片 優二 板橋陸協 東京都 16分39秒4 27 着

27 桶川 聡 さいたま走友会 埼玉県 16分43秒9 28 着

20 志村 翔太 東京陸協 東京都 16分46秒1 29 着

30 葛西 直樹 神奈川陸協 神奈川県 16分46秒4 30 着

18 溝口 大地 テラスカイ陸上競技部 東京都 16分47秒7 31 着

37 藤山 賢裕 クラブR2東日本 東京都 16分52秒8 32 着

28 松田 拓朗 福井陸協 福井県 16分57秒1 33 着

38 外山 高広 八王子富士森走友会 東京都 16分57秒4 34 着

22 吉田 知史 アットホーム 東京都 17分03秒1 35 着

33 石井 哲也 さいたま市陸協 埼玉県 17分25秒7 36 着

15 藤瀬 悟大 埼玉陸協 埼玉県 17分44秒6 37 着

5 慶野 美典 東京陸協 東京都 DNF 着

11 花井 志朗 東京陸協 東京都 DNF 着

31 田島 祐介 東京陸協 東京都 DNF 着

13 坂口 広大 川崎市陸協 神奈川県 DNS 着

19 井下田 雄亮 館林陸上競技クラブ 群馬県 DNS 着

25 近藤 敏明 越谷陸協 埼玉県 DNS 着

26 伊藤 正隆 東京陸協 東京都 DNS 着

29 秋谷 吉彦 千葉陸上競技会 千葉県 DNS 着

32 藤曲 夏樹 クラブR2東日本 東京都 DNS 着

47 松本 翔 日税ビジネス 東京都 DNS 着

氏　名 着順


