
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 15:45

ペースメーカー：①14分30秒、②15分00秒、③15分30秒

No 所　属 登録陸協 記録

1 桃澤 大祐 サン工業 長野県 14分26秒6 1 着

32 丸山 竜也 松戸市陸協 千葉県 14分27秒0 2 着

28 阿部 飛雄馬 東京大学 岩手県 14分48秒9 3 着

39 坂元 航太 早稲田実業学校高等部 東京都 14分58秒6 4 着

2 野呂 光希 早大同 三重県 14分59秒4 5 着

4 横内 佑太朗 茨木陸協 茨城県 15分05秒9 6 着

11 平井 駿 那賀郡陸協 徳島県 15分06秒4 7 着

44 宮坂 響 日大理工 東京都 15分07秒7 8 着

15 大和久 貴裕 東日本旅客鉄道 千葉支社 千葉県 15分10秒9 9 着

43 三野 貴史 松戸市陸協 千葉県 15分15秒1 10 着

24 秋山 太陽 森ビル 東京都 15分15秒4 11 着

26 黒川 恵輔 千葉陸協 千葉県 15分16秒2 12 着

27 中谷 謙太 さいたま市陸協 埼玉県 15分24秒7 13 着

3 岡本 拓也 アイシック健身塾 静岡県 15分28秒3 14 着

38 松本 郁也 東京大学 長野県 15分28秒7 15 着

33 三宅 翔太 秦野市役所 神奈川県 15分29秒7 16 着

6 黒岩 英高 玉村クラブ 群馬県 15分30秒6 17 着

14 荒木 数也 TOPGEAR 東京都 15分34秒5 18 着

9 三田 洸 東京陸協 東京都 15分36秒1 19 着

19 岩瀬 弘之 SWAC 東京都 15分36秒5 20 着

12 國保 翔 國學院大学陸上競技同好会 東京都 15分40秒9 21 着

5 富張 裕紀 TMRC 神奈川県 15分43秒8 22 着

45 小竹 康太 慶応陸上同好会 埼玉県 15分46秒7 23 着

7 加藤 伸明 上尾市陸上競技協会 埼玉県 15分47秒4 24 着

35 澁谷 宥介 東京陸協 東京都 15分47秒9 25 着

13 松川 隼也 東京陸協 東京都 15分52秒7 26 着

30 谷野 健太 内田治療院AC 東京都 15分53秒2 27 着

37 荒木 魁仁 横浜市陸協 神奈川県 15分55秒4 28 着

17 有村 誠太朗 千葉陸協 千葉県 15分56秒7 29 着

16 小川 孝代 高崎経済大学 秋田県 16分01秒2 30 着

31 須崎 裕也 川崎市役所 神奈川県 16分01秒7 31 着

18 外山 高広 八王子富士森走友会 東京都 16分04秒1 32 着

29 栗山 一輝 東京大学 愛媛県 16分04秒9 33 着

20 伊藤 裕紀 茨城大学 茨城県 16分06秒4 34 着

25 枡川 健太郎 横浜国立大学 神奈川県 16分10秒2 35 着

21 木村 謙作 東京陸協 東京都 16分15秒9 36 着

22 古荘 雄麻 カナガワランニングクラブ 埼玉県 16分17秒0 37 着

23 孫田 礼人 小松島市陸協 徳島県 DNF 着

8 田崎 健太郎 高崎経済大学 福島県 DNS 着

10 高山 将司 静岡陸協 静岡県 DNS 着

34 土谷 和貴 Jaybird 埼玉県 DNS 着

36 堀田 昇世 神奈川県警察 神奈川県 DNS 着

40 児玉 雄介 朝霞市役所 埼玉県 DNS 着

41 着

42 着

氏　名 着順


