
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 16:00

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

48 ジュイ サイラス ジュイ サイラス 千葉陸協 千葉県 16分32秒6 1 着

27 吉村 仁志 ヨシムラ ヒトシ NEC三田陸上部 東京都 16分32秒9 2 着

1 上川 英一郎 カミカワ エイイチロウBreakthrough 東京都 16分35秒6 3 着

40 大角 重人 オオスミ シゲト 東京陸協 東京都 16分37秒9 4 着

6 中島 圭一 ナカシマ ケイイチ 福岡市役所 福岡県 16分39秒8 5 着

49 河野 孝志 コウノ タカシ 東京陸協 東京都 16分41秒2 6 着

3 筒井 優吉 ツツイ ユウキチ クラブR2東日本 神奈川県 16分41秒7 7 着

5 松田 拓朗 マツダ タクロウ 福井陸協 福井県 16分44秒8 8 着

4 植村 雄一郎 ウエムラ ユウイチロウBreakthrough 東京都 16分48秒1 9 着

8 大村 展弘 オオムラ ノブヒロ 東京陸協 東京都 16分52秒3 10 着

50 河合 謙一 カワイ ケンイチ 東京陸協 東京都 16分52秒8 11 着

19 高橋 純一 タカハシ ジュンイチTeam M×K 東京都 16分53秒4 12 着

16 恵藤 宏紀 エトウ ヒロキ カナガワRC 埼玉県 16分57秒0 13 着

15 後宮 正幸 アトミヤ マサユキ W.A.C 東京都 16分57秒6 14 着

38 鈴木 陸哉 スズキ リクヤ ゆめおり陸上クラブ 東京都 16分59秒9 15 着

23 田口 雄誠 タグチ ユウセイ 東京陸協 東京都 17分00秒4 16 着

28 大竹 基之 オオタケ モトユキ ラフラフRC 埼玉県 17分04秒2 17 着

12 赤田 一平 アカダ イッペイ 習志野市陸協 千葉県 17分09秒1 18 着

21 小池 孝範 コイケ タカノリ 立川市陸協 東京都 17分10秒0 19 着

17 岡田 匠平 オカダ ショウヘイ 東京陸協 東京都 17分10秒5 20 着

24 齋藤 房喜 サイトウ フサヨシ T･T‐Athlete Club 東京都 17分11秒1 21 着

7 篠崎 賢一 シノザキ ケンイチ 東京陸協 東京都 17分18秒0 22 着

37 黒崎 群 クロサキ グン 東京陸協 東京都 17分20秒3 23 着

32 斉藤 斉 サイトウ ヒトシ 県北陸協 福島県 17分21秒5 24 着

20 平尾 良太 ヒラオ リョウタ 東京陸協 東京都 17分31秒1 25 着

34 本郷 孝知 ホンゴウ タカアキ TeamMxK 東京都 17分35秒1 26 着

35 桑野 博輔 クワノヒ ロスケ Breakthrough 東京都 17分48秒4 27 着

26 井上 靖数 イカミ ヤスカズ Ｔ・Ｔ－ＡＣ 東京都 17分50秒7 28 着

18 河野 祐介 カワノ ユウスケ WindRun 東京都 18分03秒8 29 着

10 田島 祐介 タジマ ユウスケ 東京陸協 東京都 DNF 着

31 鷹觜 勇宜 タカノハシ ユウキ 伊藤忠商事 東京都 DNF 着

39 柴田 拓也 シバタ タクヤ 埼玉陸協 埼玉県 DNF 着

2 秋谷 吉彦 アキヤ ヨシヒコ 千葉陸協 千葉県 DNS 着

11 宮原 武也 ミヤハラ タケヤ CIA 千葉県 DNS 着

13 渡邉 遼平 ワタナベ リョウヘイ作．ＡＣ札幌 北海道 DNS 着

14 上村 佳嗣 カミムラ ヨシツグ 東京陸協 東京都 DNS 着

22 木下 紀男 キノシタ ノリオ 小金井おじ練 東京都 DNS 着

25 武藤 真弘 ムトウ マサヒロ 東京陸協 東京都 DNS 着

※ 29 大友 圭介 オオトモ ケイスケ 東京陸協 東京都 DNS 着

30 渥美 守弘 アツミ モリヒロ SMILEY 静岡県 DNS 着

36 新田 魁洲 ニッタ カイシュウ 東京陸協 東京都 DNS 着

9 着

33 着

41 着

42 着

43 着

44 着

45 着

46 着

47 着

着順


