
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 16:20

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 15分08秒4 1 着

5 新地 司 シンチ ツカサ SUBARU RC 群馬県 15分08秒7 2 着

10 永見 聡一朗 ナガミ ソウイチロウ東京陸協 東京都 15分39秒0 3 着

3 岩崎 翔 イワサキ ショウ 石川走友会 栃木県 15分41秒0 4 着

47 井下 裕貴 イノシタ ユウキ 川越市陸協 埼玉県 15分41秒3 5 着

18 大垣 秀介 オオガキ シュウスケ東京陸協 東京都 15分45秒0 6 着

8 富張 裕紀 トミハリ ユウキ TMRC 神奈川県 15分46秒2 7 着

49 河野 孝志 コウノ タカシ 東京陸協 東京都 15分56秒2 8 着

7 淵本 光 フチモト ヒカル NINE TOCHIGI TC 栃木県 15分56秒4 9 着

9 松川 隼也 マツカワ トシヤ 東京陸協 東京都 15分57秒3 10 着

16 比企野 創典 ヒキノ ソウスケ 紫波郡陸協 岩手県 15分58秒3 11 着

14 村戸 雄輝 ムラト ユウキ ハートブレイク 神奈川県 15分58秒6 12 着

50 河合 謙一 カワイ ケンイチ 東京陸協 東京都 16分01秒1 13 着

28 若松 鉄也 ワカマツ テツヤ 日揮 神奈川県 16分01秒8 14 着

36 吉崎 佑 ヨシザキ タスク 東京陸協 東京都 16分05秒3 15 着

6 藤瀬 悟大 フジセ ゴダイ さいたま市陸協 埼玉県 16分05秒6 16 着

29 治田 寛郎 ハッタ ヒロオ 東京陸協 東京都 16分06秒0 17 着

24 勘舎 方敬 カンジャ マサヨシ TeamM×K 東京都 16分13秒0 18 着

22 中橋 冬陽 ナカハシ フユハル 袖ケ浦市陸協 千葉県 16分13秒9 19 着

20 新海 昂生 シンカイ タカオ 東京都立国立高校 東京都 16分16秒2 20 着

2 中野 正人 ナカノ マサト 日製日立 茨城県 16分25秒6 21 着

26 野村 茂行 ノムラ シゲユキ 凡人ＲＣ 北海道 16分29秒1 22 着

30 前川 貴登 マエカワ タカト JR東日本千葉 千葉県 16分33秒2 23 着

45 三宅 翔太 ミヤケ ショウタ 秦野市役所 神奈川県 16分38秒5 24 着

17 若生 裕之 ワコウ ヒロユキ つくば陸協 茨城県 16分40秒9 25 着

21 鈴木 大樹 スズキ ヒロキ クラブR2東日本 東京都 16分45秒0 26 着

27 衣笠 一喜 キヌガサ カズキ 東京陸協 東京都 16分51秒3 27 着

33 小松原 譲 コマツバラ ユズル 茨城陸協 茨城県 17分02秒8 28 着

12 森田 尚希 モリタ ナオキ 流経大附属柏高校 千葉県 17分05秒6 29 着

15 湯澤 寛樹 ユザワ ヒロキ RAN JO KAI 東京都 17分07秒1 30 着

1 斎藤 俊平太 サイトウ シュンペイタ横浜市陸協 神奈川県 17分17秒9 31 着

32 内山 雄貴 ウチヤマ ユウキ 東京都庁 東京都 DNF 着

34 落合 健太 オチアイ タケヒロ 板橋区陸協 東京都 DNF 着

35 勝又 洋人 カツマタ ヒロト 早稲田大学陸上競技同好会 東京都 DNF 着

37 山田 泰生 ヤマダ ヒロキ まるお製作所 東京都 DNF 着

39 木村 大地 キムラ ダイチ 宮城陸協 宮城県 DNF 着

40 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 千葉陸協 千葉県 DNF 着

46 松本 翔 マツモト ショウ 日税ビジネス 東京都 DNF 着

4 丸山 開陸 マルヤマ カイリ 上州アスリートクラブ 群馬県 DNS 着

13 加藤 可己 カトウ ヨシキ WindRun 東京都 DNS 着

19 佐谷 尚紀 サタニ ナオキ 東京都陸協 東京都 DNS 着

23 美濃田 拓紀 ミノダ ヒロキ 東京都庁 東京都 DNS 着

25 舘野 貴久 タテノ タカヒサ 東京陸連 東京都 DNS 着

31 畠中 勝己 ハタナカ カツミ 東京陸協 東京都 DNS 着

38 山田 祐生 ヤマダ ユウキ まるお製作所 東京都 DNS 着

11 着

41 着

42 着

43 着

44 着

着順


