
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 16:00

ペースメーカー：①14分50秒、②15分10秒、③15分30秒、④15分50秒、⑤16分10秒

No 所　属 登録陸協 記録

48 近藤 秀一 東京大学 静岡県 14分56秒0 1 着

42 桝本 裕真 東京陸協 東京都 14分57秒6 2 着

3 澁谷 宥介 東京陸競 東京都 15分05秒7 3 着

8 兼重 優介 GRlab 大阪府 15分09秒7 4 着

49 ジュイ サイラス 千葉陸協 千葉県 15分18秒6 5 着

5 山田 祐生 まるお製作所 東京都 15分18秒9 6 着

23 山本 浩平 鳥取陸協 鳥取県 15分30秒1 7 着

7 土橋 晋也 アスリーツ・ラボ 北海道 15分32秒7 8 着

50 齋藤 大樹 内田治療院ＡＣ 東京都 15分33秒3 9 着

2 風戸 啓希 千葉陸協 千葉県 15分35秒8 10 着

9 大垣 秀介 東京陸協 東京都 15分38秒0 11 着

11 市塚 遊 さいたま市陸協 埼玉県 15分38秒3 12 着

19 枡川 健太郎 横浜国立大学 神奈川県 15分39秒6 13 着

40 南雲 信之介 東京陸協 東京都 15分41秒2 14 着

47 松本 翔 日税ビジネス 東京都 15分43秒0 15 着

24 富張 裕紀 TMRC 神奈川県 15分43秒6 16 着

13 加藤 悠生 東京大学 埼玉県 15分47秒2 17 着

15 中谷 謙太 さいたま市陸協 埼玉県 15分52秒1 18 着

10 帆波 圭斗 東京陸協 東京都 15分55秒2 19 着

18 溝口 大地 テラスカイ陸上競技部 東京都 15分58秒9 20 着

21 長野 朋宏 東京学芸大学 静岡県 15分59秒1 21 着

46 河合 謙一 東京陸協 東京都 16分02秒5 22 着

35 桶川 聡 さいたま走友会 埼玉県 16分03秒2 23 着

28 西郷 孝一 矢巾町陸協 岩手県 16分07秒3 24 着

22 勝又 洋人 早大同好会 神奈川県 16分08秒8 25 着

14 大庭 帆貴 東京大学 静岡県 16分10秒3 26 着

26 井上 崇 愛知陸協 愛知県 16分16秒7 27 着

4 入野 翔太 東京学芸大学 栃木県 16分20秒1 28 着

41 岡本 賢太 県南陸協 福島県 16分27秒3 29 着

43 田口 雅也 上尾市陸協 埼玉県 16分27秒5 30 着

34 畠中 勝己 東京陸協 東京都 16分28秒9 31 着

36 花井 志朗 東京陸協 東京都 16分39秒6 32 着

30 赤澤 省吾 東京地下鉄 東京都 16分55秒8 33 着

29 恵藤 宏紀 カナガワRC 埼玉県 16分56秒9 34 着

39 小河 弘樹 東京大学 神奈川県 17分05秒1 35 着

6 山口 希望 東京学芸大学 東京都 DNF 着

17 林 英明 セントポールクラブ 東京都 DNF 着

1 川内 鮮輝 Jaybird 埼玉県 DNS 着

12 行場 竹彦 芦屋市陸協 兵庫県 DNS 着

16 永田 務 東京陸協 東京都 DNS 着

20 孫田 礼人 小松島市陸協 徳島県 DNS 着

25 堀 伸嘉 よかにせＰＲＣ 愛知県 DNS 着

27 和田 尉吹 東京陸協 東京都 DNS 着

31 鷹觜 厚宜 埼玉陸協 埼玉県 DNS 着

32 鳥居 邦彦 チームネクサス 岩手県 DNS 着

33 近藤 敏明 越谷陸協 埼玉県 DNS 着

37 松田 拓朗 福井陸協 福井県 DNS 着

38 益谷 逸平 東京陸協 東京都 DNS 着

44 着

45 着

氏　名 着順


