
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 15:35

ペースメーカー：①16分20秒、②16分40秒、③17分00秒

No 所　属 登録陸協 記録

44 伊藤 正隆 東京陸協 東京都 16分13秒0 1 着

48 近藤 秀一 東京大学 静岡県 16分17秒8 2 着

8 千田 俊輔 東京陸協 東京都 16分18秒9 3 着

41 須藤 剛 WindRun 東京都 16分20秒9 4 着

49 ジュイ サイラス 千葉陸協 千葉県 16分34秒3 5 着

42 射場本 綾 T.T-AC 東京都 16分34秒7 6 着

45 中島 圭一 福岡市役所 福岡県 16分35秒5 7 着

3 植村 雄一郎 Breakthrough 東京都 16分44秒1 8 着

12 落合 健太 板橋区陸協 東京都 16分45秒0 9 着

4 川井 直巳 クラブR2東日本 東京都 16分45秒5 10 着

28 礒間 浩幸 八王子富士森走友会 東京都 16分45秒9 11 着

2 野村 茂行 凡人ＲＣ 北海道 16分46秒3 12 着

7 千葉 純也 埼玉陸協 埼玉県 16分46秒6 13 着

1 風間 龍介 東京陸競 東京都 16分46秒9 14 着

17 安室 政司 東京地下鉄 東京都 16分47秒2 15 着

13 高橋 純一 武蔵ウルトラマラソンクラブ 東京都 16分47秒6 16 着

36 木内 博之 千葉陸協 千葉県 16分47秒9 17 着

27 古城戸 真之 鳩印G＆T川崎 神奈川県 16分49秒2 18 着

40 田島 将人 葛飾区役所 東京都 16分51秒7 19 着

18 太田 智也 東京陸協 東京都 16分53秒2 20 着

22 河野 祐介 東京陸協 東京都 16分53秒5 21 着

26 小泉 勇人 筑波ウィンドAC 茨城県 16分54秒4 22 着

32 竹村 渉 さいたま市陸協 埼玉県 16分55秒8 23 着

50 齋藤 大樹 内田治療院ＡＣ 東京都 16分56秒1 24 着

6 大村 展弘 東京陸協 東京都 16分56秒6 25 着

30 井上 靖数 Ｔ・Ｔ－ＡＣ 東京都 16分59秒7 26 着

10 田所 真之 東京陸協 東京都 17分02秒8 27 着

31 小柳 祐介 さいたま市陸協 埼玉県 17分05秒9 28 着

21 武藤 真弘 東京陸協 東京都 17分19秒3 29 着

29 影山 裕紀 世田谷区陸協 東京都 17分20秒3 30 着

23 石田 克成 陸上競技多摩川クラブ 東京都 17分20秒7 31 着

5 勘舎 方敬 東京陸協 東京都 17分22秒2 32 着

15 志村 翔太 東京陸協 東京都 17分26秒4 33 着

25 四反田 祐弥 テラスカイ陸上競技部 東京都 17分30秒3 34 着

35 藤木 新也 東京陸協 東京都 17分36秒1 35 着

34 桑野 博輔 Breakthrough 東京都 17分39秒4 36 着

38 北郷 快 横浜DeNAランニングクラブ 神奈川県 17分52秒4 37 着

33 鷹觜 勇宜 伊藤忠商事 東京都 17分56秒6 38 着

20 斉藤 斉 県北陸協 福島県 18分10秒1 39 着

16 浜崎 空樹 牛久走友会 茨城県 18分18秒8 40 着

43 入角 健也 大阪陸協 大阪府 18分30秒8 41 着

11 和泉 飛鳥 東京学芸大学 東京都 19分00秒7 42 着

46 石井 正樹 埼玉陸協 埼玉県 21分47秒5 43 着

37 前原 雅樹 上尾市陸協 埼玉県 DNF 着

9 大野 瑛 東京陸協 東京都 DNS 着

14 多賀 長門 島本プロジェクト 東京都 DNS 着

19 矢口 裕和 クラブR2東日本 東京都 DNS 着

24 吉澤 剛司 東京陸協 東京都 DNS 着

39 舘 昌志 T・TーＡＣ 東京都 DNS 着

47 着

氏　名 着順


