
MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

5000m　男女2組 スタート時刻 14:15

No 氏　名 カナ 所　属 記録

19 今野 豪 コンノ タケル なし 18分59秒8 1 着

34 杉山 健太 スギヤマ ケンタ なし 19分05秒4 2 着

3 吉田 迅文 ヨシダ トシフミ なし 19分28秒9 3 着

12 吉田 和彦 ヨシダ カズヒコ 小鳥キッス 19分30秒8 4 着

24 伊藤 正宣 イトウ マサノブ 豊洲RC 19分38秒0 5 着

8 馬場 建一 ババ ケンイチ なし 19分38秒6 6 着

45 保坂 行輝 ホサカ コウキ なし 19分39秒3 7 着

4 鶴谷 啓子 ツルヤ ケイコ なし 19分41秒6 8 着

38 龍野 貴光 リュウノ タカミツ なし 19分45秒3 9 着

46 丸山 勲 マルヤマ イサオ MIND社 19分47秒1 10 着

2 石井 佑典 イシイ ユウスケ ハリアーズ 19分48秒3 11 着

10 田口 亜利沙 タグチ アリサ なし 19分48秒8 12 着

29 大坂 好和 オオサカ ヨシカズ BaSRC 19分49秒4 13 着

41 平山 謙司 ヒラヤマ ケンジ なし 19分50秒4 14 着

14 染野 かずみ ソメノ カズミ なし 19分50秒9 15 着

33 三澤 いずみ ミサワ イズミ Break through 19分55秒0 16 着

16 伊藤 俊介 イトウ シュンスケ ZMC 20分00秒1 17 着

5 髙橋 優介 タカハシ ユウスケ なし 20分09秒3 18 着

11 下津 公敬 シモツ ヒロタカ トップギア 20分12秒8 19 着

20 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウモンベル 20分17秒2 20 着

40 馬詰 義明 ウマヅメ ヨシアキ TeamMxK 20分28秒1 21 着

21 春山 裕介 ハルヤマ ユウスケ はだし駅伝部 20分44秒1 22 着

36 植村 育子 ウエムラ イクコ なし 20分45秒7 23 着

31 辻 秀憲 ツジ ヒデノリ ニッポンランナーズ 20分58秒2 24 着

30 相澤 良幸 アイザワ ヨシユキ なし 21分11秒9 25 着

23 増澤 陽策 マスザワ ヨウサク DreamAC 21分54秒5 26 着

1 木村 泉穂 キムラ ミズホ エアラン東京 DNF 着

6 八木 敏英 ヤギ トシヒデ Team R×L＋ DNF 着

18 櫻井 芳夫 サクライ ヨシオ 富山県庁 DNF 着

7 斎間 秀雄 サイマ ヒデオ なし DNS 着

9 小金丸 浩史 コガネマル ヒロシ エビトラＡＣ DNS 着

13 吉岡 誠一郎 ヨシオカ セイイチロウラフラフ  ＲＣ DNS 着

15 藤野 義久 フジノ ヨシヒサ 東京陸協 DNS 着

17 祢津 知広 ネヅ トモヒロ WindRun DNS 着

22 高橋 博之 タカハシ ヒロユキ 海老名市陸協 DNS 着

25 倉下 直樹 クラシタ ナオキ 華奢な軟骨 DNS 着

26 西谷 茂章 ニシタニ シゲアキ Dream AC DNS 着

27 森井 保次 モリイ ヤスツグ SWAC DNS 着

28 久冨 道玄 ヒサトミ ミチハル なし DNS 着

32 山田 高広 ヤマダ タカヒロ μ世田谷 DNS 着

35 中野 拓 ナカノ タク なし DNS 着

37 松浦 義人 マツウラ ヨシト なし DNS 着

39 吉田 千裕 ヨシダ チヒロ なし DNS 着

44 大矢 勝之 オオヤ カツユキ なし DNS 着

42 着

43 着

47 着

48 着

49 着

50 着

- 北村 優志 キタムラ ユウジ 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


