
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 19:45

ペースメーカー：①16分10秒、②16分30秒、③16分50秒

No 所　属 登録陸協 記録

34 松田 拓朗 福井陸協 福井県 15分52秒8 1 着

42 河合 謙一 東京陸協 東京都 16分01秒2 2 着

36 松村 拓希 東京国際大学RC 埼玉県 16分02秒3 3 着

37 児玉 雄介 朝霞市役所 埼玉県 16分05秒2 4 着

1 斎藤 良介 東京地下鉄 東京都 16分05秒5 5 着

40 斎藤 湧歩 WindRun 東京都 16分08秒5 6 着

12 赤澤 省吾 東京地下鉄 東京都 16分14秒3 7 着

4 宮崎 栄一 カナガワRC 埼玉県 16分15秒7 8 着

10 上川 英一郎 Breakthrough 東京都 16分16秒8 9 着

5 猪狩 成司 東京地下鉄 東京都 16分17秒3 10 着

14 村川 雄一 ＡＱＲＣ 東京都 16分18秒7 11 着

43 須崎 裕也 川崎市役所 神奈川県 16分25秒9 12 着

18 太田 智也 東京さ 東京都 16分26秒3 13 着

15 秋山 貫太 東京陸協 東京都 16分32秒6 14 着

39 松本 翔 日税ビジネス 東京都 16分37秒0 15 着

33 奥森 講平 ひかり 東京都 16分37秒3 16 着

32 松崎 雅春 TeamM×K 東京都 16分43秒0 17 着

41 井下 裕貴 上尾陸協 埼玉県 16分46秒0 18 着

22 後藤 大樹 WindRun 東京都 16分46秒4 19 着

6 花井 志朗 東京陸協 北海道 16分46秒8 20 着

9 中野 洸介 さいたま市陸協 埼玉県 16分49秒0 21 着

11 志村 翔太 東京陸協 東京都 16分51秒2 22 着

35 勘舎 方敬 東京陸協 東京都 16分52秒6 23 着

25 中澤 徹 埼玉陸協 埼玉県 16分56秒3 24 着

2 植村 雄一郎 Breakthrough 東京都 16分58秒0 25 着

24 千葉 純也 埼玉陸協 埼玉県 16分59秒1 26 着

26 千田 俊輔 東京陸協 東京都 17分01秒1 27 着

28 浦 有郷 クラブR2東日本 東京都 17分02秒6 28 着

23 渡邊 将演 彩友陸上クラブ 埼玉県 17分16秒4 29 着

31 森本 晃史 ドリームアシストクラブ東京 東京都 17分32秒8 30 着

29 浦 広樹 川崎市陸協 神奈川県 17分38秒9 31 着

30 西郷 博文 Jaybird 埼玉県 17分40秒1 32 着

20 濱崎 亮 県南陸協 福島県 17分40秒5 33 着

3 橋本 健利 埼玉陸協 埼玉県 DNS 着

7 飯田 隼人 GAZELLE 千葉県 DNS 着

8 瀧野 幹拡 ドリームアシストクラブ東京 東京都 DNS 着

13 衣笠 一喜 東京陸協 東京都 DNS 着

16 高橋 正宜 東京陸協 東京都 DNS 着

17 浦城 直人 D.R.AC 東京都 DNS 着

19 水落 徳哲 ＦＲＣ 埼玉県 DNS 着

21 石井 哲也 さいたま市陸協 埼玉県 DNS 着

27 田中 勇 大竹市陸協 広島県 DNS 着

38 着

氏　名 着順


