
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 20:10

ペースメーカー：①14分45秒、②15分00秒、③15分30秒、④16分00秒

No 所　属 登録陸協 記録

1 川内 鮮輝 Jaybird 埼玉県 14分38秒1 1 着

37 児玉 雄介 朝霞市役所 埼玉県 14分40秒3 2 着

2 横内 佑太朗 茨城陸協 茨城県 14分43秒5 3 着

26 秋山 太陽 森ビル 東京都 14分54秒1 4 着

41 井下 裕貴 上尾陸協 埼玉県 14分57秒3 5 着

31 坂元 航太 早稲田実業学校高等部 東京都 15分01秒5 6 着

38 齋藤 拓也 日税ビジネス 東京都 15分11秒0 7 着

4 海老沼 太志 MKプロジェクト 栃木県 15分13秒8 8 着

10 加藤 伸明 上尾市陸協 埼玉県 15分14秒0 9 着

9 勝又 洋人 早稲田大学陸上競技同好会 神奈川県 15分15秒7 10 着

5 富張 裕紀 TMRC 神奈川県 15分16秒7 11 着

33 山田 祐生 まるお製作所 東京都 15分17秒4 12 着

19 市塚 遊 さいたま市陸協 埼玉県 15分17秒7 13 着

3 松川 隼也 東京陸協 東京都 15分18秒2 14 着

42 鎌田 紘宜 東京陸協 東京都 15分19秒6 15 着

14 三田 洸 東京陸協 東京都 15分22秒9 16 着

8 黒川 恵輔 千葉陸協 千葉県 15分23秒6 17 着

6 布谷 基 岩手陸協 岩手県 15分23秒9 18 着

13 犬童 啓太 千曲陸協 長野県 15分25秒6 19 着

35 田口 雅也 上尾市陸協 埼玉県 15分34秒2 20 着

34 丸山 開陸 上州アスリートクラブ 群馬県 15分39秒2 21 着

7 吉崎 佑 日製日立 茨城県 15分43秒1 22 着

32 藤田 圭太 東京陸協 東京都 15分45秒4 23 着

16 高澤 啓之 さいたま市陸協 埼玉県 15分46秒4 24 着

25 牛坂 康洋 千葉陸協 千葉県 15分51秒9 25 着

11 山﨑 浩多 明治大学陸上競技同好会 神奈川県 15分52秒6 26 着

40 清原 和博 橋本走友会 神奈川県 15分58秒3 27 着

15 吉田 健太郎 東京陸協 東京都 16分10秒7 28 着

21 邊見 勇太 県南陸協 福島県 16分12秒3 29 着

17 三野 海斗 東京陸協 東京都 16分17秒4 30 着

28 鷹觜 厚宜 埼玉陸協 埼玉県 16分18秒5 31 着

22 郡山 丈 さいたま市陸協 埼玉県 16分25秒3 32 着

20 井下田 雄亮 館林陸上競技クラブ 群馬県 16分32秒4 33 着

23 西郷 孝一 矢巾町陸協 岩手県 16分35秒7 34 着

18 藤瀬 悟大 埼玉陸協 埼玉県 16分48秒8 35 着

27 柚木 友哉 横浜国立大学 岡山県 16分55秒8 36 着

24 犬童 太一 東京陸協 東京都 17分18秒1 37 着

29 田口 祐治 三菱商事陸上同好会 東京都 DNF 着

30 行場 竹彦 芦屋市陸協 兵庫県 DNF 着

39 松本 翔 日税ビジネス 東京都 DNF 着

43 須崎 裕也 川崎市役所 神奈川県 DNF 着

12 姫田 賢希 ハートブレイク 神奈川県 DNS 着

36 松村 拓希 東京国際大学RC 埼玉県 DNS 着

氏　名 着順


