
MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

5000m　男女3組 スタート時刻 14:40

No 氏　名 カナ 所　属 記録

8 甲元 辰雄 コウモト タツオ なし 18分08秒0 1 着

3 山下 慎次 ヤマシタ シンジ 小金井おじ練 18分17秒3 2 着

7 鈴木 祐太 スズキ ユウタ なし 18分29秒1 3 着

26 重久 浩一 シゲヒサ コウイチ 西彼杵郡陸協 18分35秒9 4 着

19 鈴木 秀人 スズキ ヒデト なし 18分37秒3 5 着

43 永山 誉隆 ナガヤマ ヨシタカ TOKYOBAYRC 18分38秒5 6 着

4 名知 哲也 ナチ テツヤ なし 18分41秒9 7 着

42 梅田 卓資 ウメダ タクジ Ｔeam Ｍ×Ｋ 18分43秒0 8 着

24 山崎 達郎 ヤマザキ タツロウ Windrun 18分47秒6 9 着

2 森田 周一 モリタ シュウイチ 小金井公園おじさん練習会 18分48秒8 10 着

14 宮原 春樹 ミヤハラ ハルキ 横浜市陸協 18分49秒1 11 着

11 田村 一也 タムラ カズヤ 埼玉南走友会 18分49秒8 12 着

29 安田 美雪 ヤスダ ミユキ なし 18分50秒5 13 着

45 佐藤 仁美 サトウ ヒトミ 坂戸市陸協 18分54秒1 14 着

31 近内 京太 コンナイ キョウタ WINDRUN 18分56秒0 15 着

39 冨田 道也 トミタ ミチヤ なし 18分56秒7 16 着

49 原田 貴正 ハラダ タカマサ なし 18分58秒0 17 着

40 正木 裕美 マサキ ヒロミ なし 19分02秒3 18 着

47 太田 聖 オオタ セイ なし 19分07秒4 19 着

22 阿蘇谷 智崇 アソタニ トモタカ なし 19分19秒6 20 着

13 広瀬 弘宣 ヒロセ ヒロノブ うさまる探検隊 19分20秒6 21 着

20 萩原 拓也 ハギワラ タクヤ ポップライン 19分21秒5 22 着

48 青海 理人 アオウミ マサト Go up！ 19分25秒0 23 着

44 竹内 大揮 タケウチ ダイキ なし 19分31秒2 24 着

10 籾山 勇次 モミヤマ ユウジ さいたま走友会 19分32秒1 25 着

17 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ クラブR2東日本 19分34秒7 26 着

38 小松 靖史 コマツ ヤスシ なし 19分35秒5 27 着

23 渡辺 光太郎 ワタナベ コウタロウ なし 19分42秒2 28 着

33 相馬 謙吾 ソウマ ケンゴ なし 19分43秒0 29 着

9 初見 済 ハツミ ワタル なし 19分43秒2 30 着

21 森木 健太郎 モリキ ケンタロウ 湘南海岸ＲＣ 19分43秒6 31 着

18 保岡 昌彦 ヤスオカ マサヒコ なし 20分07秒4 32 着

28 宮澤 奈央 ミヤザワ ナオ 鶴見大学 20分12秒8 33 着

35 平田 修也 ヒラタ シュウヤ カナガワＲＣ 22分23秒3 34 着

5 梅田 進也 ウメダ シンヤ なし DNF 着

12 山口 幹哉 ヤマグチ ミキヤ なし DNF 着

27 長谷川 翔 ハセガワ ショウ なし DNF 着

34 市川 拓真 イチカワ タクマ なし DNF 着

1 小關 泰広 コセキ ヤスヒロ ザ・スペース DNS 着

6 海老原 美保 エビハラ ミホ AC・KITA DNS 着

15 中澤 武 ナカザワ タケシ 大阪陸協 DNS 着

16 竹田 健太郎 タケダ ケンタロウ 船橋e DNS 着

25 守屋 隆史 モリヤ タカシ マラソン完走Ｃ DNS 着

30 斎藤 絵美 サイトウ エミ なし DNS 着

※ 32 増田 貴之 マスダ タカユキ なし DNS 着

36 平山 真由美 ヒラヤマ マユミ なし DNS 着

37 DNS 着

41 塩谷 政樹 シオヤ マサキ なし DNS 着

46 近藤 瞳 コンドウ ヒトミ なし DNS 着

50 着

- 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 千葉陸協 着

- 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 日税ビジネス 着

- 北村 優志 キタムラ ユウジ TeamMxK 着

着順


