
MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

5000m　男女1組 スタート時刻 13:45

No 氏　名 カナ 所　属 記録

9 山本 雄一朗 ヤマモト ユウイチロウなし 19分41秒4 1 着

43 関 祐一 セキ ユウイチ なし 19分53秒2 2 着

39 藤田 美和子 フジタ ミワコ なし 20分04秒2 3 着

1 松本 光代 マツモト ミツヨ JBMA 20分16秒2 4 着

45 谷元 通隆 タニモト ミチタカ なし 20分25秒9 5 着

47 石井 靖子 イシイ ヤスコ なし 20分27秒9 6 着

23 船橋 太郎 フナバシ タロウ なし 20分38秒5 7 着

16 遠藤 雅広 エンドウ マサヒロ なし 20分41秒1 8 着

17 乗松 圭太 ノリマツ ケイタ なし 20分48秒6 9 着

14 早坂 孝治 ハヤサカ タカハル なし 20分52秒4 10 着

5 高須 進一 タカス シンイチ なし 21分10秒5 11 着

26 長坂 伸司 ナガサカ シンジ 大江戸月島RC 21分22秒4 12 着

31 川部 貴弘 カワベ タカヒロ なし 21分26秒8 13 着

3 新嶋 明 ニイジマ アキラ 藤原商会 21分28秒7 14 着

33 三澤 覚 ミサワ サトル オーリンゲン 21分34秒1 15 着

28 黒部 健 クロベ ケン べ〜黒 21分35秒4 16 着

13 石元 理恵子 イシモト リエコ ウィングAC 21分41秒3 17 着

32 吉村 真友子 ヨシムラ マユコ なし 21分43秒5 18 着

18 三舩 絵菜 ミフネ エナ なし 21分45秒6 19 着

29 半谷 謙寿 ハンガイ ケンジュ 東京陸協 21分51秒0 20 着

48 田村 友和 タムラ トモカズ 東京陸協 21分51秒5 21 着

11 木塚 宣明 キヅカ ノブアキ 太田走友会 22分05秒4 22 着

6 太井 正人 フトイ マサト なし 22分14秒5 23 着

35 藤原 由秋 フジワラ ヨシアキ なし 22分17秒4 24 着

49 稲垣 操 イナガキ ミサオ なし 22分23秒5 25 着

46 大西 久美子 オオニシ クミコ なし 22分36秒3 26 着

44 石井 正樹 イシイ マサキ なし 22分54秒4 27 着

40 秋山 和則 アキヤマ カズノリ なし 23分30秒9 28 着

37 杤谷 有紀 トチヤ ユキ なし 23分43秒2 29 着

2 島谷 良子 シマヤ リョウコ なし DNF 着

4 矢吹 博和 ヤブキ ヒロカズ ドリームアシストクラブ DNF 着

20 中村 端寿 ナカムラ マサカズ なし DNF 着

22 井上 雄太 イノウエ ユウタ なし DNF 着

25 岩佐 徹 イワサ トオル Harriers DNF 着

7 堀口 智彦 ホリグチ トモヒコ なし . DNS 着

8 小池 順也 コイケ ジュンヤ なし DNS 着

10 川嵜 悠吾 カワサキ ユウゴ なし DNS 着

12 河野 豊 コウノ ユタカ ｅＡ千葉 DNS 着

15 松本 健 マツモト タケシ なし DNS 着

19 大川 未緒 オオカワ ミオ ASRC DNS 着

21 谷口 智哉 タニグチ トシヤ なし DNS 着

24 渡邊 浩太 ワタナベ コウタ なし DNS 着

27 須藤 奈央 スドウ ナオ ＷｉｎｄＲｕｎ DNS 着

30 吉野 十史郎 ヨシノ トウシロウ なし DNS 着

34 宮本 明 ミヤモト アキラ TRACKTOKYO DNS 着

36 村松 久 ムラマツ ヒサシ なし DNS 着

38 安田 理絵 ヤスダ リエ TeamMxK DNS 着

41 岡崎 園子 オカザキ ソノコ なし DNS 着

42 伊賀 正志 イガ マサユキ なし DNS 着

50 着

- 北村 優志 キタムラ ユウジ TeamMxK 着

- 緑川 優 ミドリカワ ユウ TeamMxK 着

- 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 日税ビジネス 着

- 塩谷 信二 シオヤ シンジ 東京陸協 着

着順


