
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 19:20

ペースメーカー：①14分45秒、②15分00秒、③15分30秒、④16分00秒、⑤16分30秒、⑥17分00秒

No 所　属 登録陸協 記録

36 児玉 雄介 朝霞市役所 埼玉県 14分44秒9 1 着

38 坂元 航太 早稲田実業学校高等部 東京都 14分50秒3 2 着

17 宮坂 響 日大理工 東京都 14分59秒8 3 着

44 土田 純 コモディイイダ 東京都 15分03秒3 4 着

43 野呂 光希 早稲田大学陸上競技同好会 東京都 15分07秒7 5 着

6 原口 孝徳 東京陸協 東京都 15分15秒9 6 着

46 齋藤 拓也 日税ビジネス 東京都 15分18秒5 7 着

42 勝又 洋人 早稲田大学陸上競技同好会 神奈川県 15分22秒4 8 着

21 山田 祐生 まるお製作所 東京都 15分22秒8 9 着

7 三田 洸 東京陸協 東京都 15分23秒2 10 着

4 松川 隼也 東京陸協 東京都 15分23秒8 11 着

2 布谷 基 岩手陸協 岩手県 15分24秒6 12 着

10 田島 光紀 WindRun 東京都 15分25秒2 13 着

8 平井 駿 那賀郡陸競 徳島県 15分27秒0 14 着

47 三宅 翔太 秦野市役所 神奈川県 15分27秒8 15 着

5 黒川 恵輔 千葉陸協 千葉県 15分29秒0 16 着

35 羽生 祥 神奈川県警察 神奈川県 15分39秒7 17 着

9 丸山 翔太郎 東京理科大 東京都 15分46秒5 18 着

39 横尾 篤 日野市陸協 東京都 15分46秒9 19 着

34 鈴木 武尊 神奈川県警察 神奈川県 15分47秒7 20 着

15 山下 智輝 早稲田大学高等学院 東京都 15分48秒7 21 着

40 大塚 晃樹 早稲田大学高等学院 東京都 15分50秒2 22 着

48 井上 直紀 東京陸協 東京都 15分50秒7 23 着

19 佐藤 壮 東京海洋大学OB 東京都 16分05秒0 24 着

11 伊藤 樹 慶應義塾大学 山形県 16分07秒3 25 着

1 平松 颯馬 早稲田大学陸上競技同好会 東京都 16分09秒5 26 着

37 座間 保成 JR東日本千葉 千葉県 16分10秒0 27 着

23 田島 祐介 東京陸協 東京都 16分16秒9 28 着

49 新野 元哉 松戸市陸協 千葉県 16分20秒6 29 着

41 畠中 勝己 東京陸協 東京都 16分21秒0 30 着

45 松本 翔 日税ビジネス 東京都 16分25秒5 31 着

26 瀧野 幹拡 ドリームアシストクラブ東京 東京都 16分26秒3 32 着

12 染野 拓也 Gazelle 千葉県 16分26秒6 33 着

16 井下田 雄亮 館林陸上競技クラブ 群馬県 16分26秒9 34 着

18 本多 一輝 A.R.C. 神奈川県 16分38秒6 35 着

24 秋山 貫太 東京陸協 東京都 16分39秒9 36 着

33 高橋 純一 武蔵ウルトラマラソンクラブ 東京都 16分45秒2 37 着

50 北村 優志 stylish 石川県 16分47秒4 38 着

29 山口 聡史 愛知陸協 愛知県 16分49秒0 39 着

3 岡本 拓也 アイシック健身塾 静岡県 16分50秒7 40 着

25 鈴木 樹林 SCRATCH 神奈川県 16分51秒4 41 着

27 野上 晴之 ＴＥＡＭオオツキ 神奈川県 17分11秒2 42 着

28 植田 晃行 東京陸協 東京都 17分22秒4 43 着

30 古城戸 真之 鳩印G＆T川崎 神奈川県 17分22秒8 44 着

14 勘舎 方敬 東京陸協 東京都 17分27秒9 45 着

32 齊藤 哲也 Breakthrough 東京都 17分32秒9 46 着

13 丸山 開陸 上州アスリートクラブ 群馬県 DNF 着

20 村川 雄一 ＡＱＲＣ 東京都 DNS 着

22 鳥居 邦彦 チームネクサス 岩手県 DNS 着

31 本郷 孝知 TeamMxK 東京都 DNS 着

氏　名 着順


