
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 15:40

ペースメーカー：①20分30秒、②21分00秒、③21分30秒、④22分00秒、⑤23分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 記録

6 乗松 圭太 ノリマツ ケイタ なし 20分04秒2 1 着

49 今井 規雄 イマイ ノリオ なし 20分16秒8 2 着

24 二宮 美幸 ニノミヤ ミユキ なし 20分23秒2 3 着

11 石原 博之 イシハラ ヒロユキ 堀正工業㈱ 20分35秒6 4 着

18 田村 友和 タムラ トモカズ 東京陸協 20分37秒6 5 着

8 中尾 直次 ナカオ ナオツグ GRlab関西 20分38秒5 6 着

7 吉田 千裕 ヨシダ チヒロ なし 20分42秒7 7 着

13 塚本 圭祐 ツカモト ケイスケ なし 20分44秒4 8 着

29 松村 浩一 マツムラ コウイチ なし 20分47秒7 9 着

16 吉野 十史郎 ヨシノ トウシロウ なし 20分48秒8 10 着

14 吉田 周 ヨシダ シュウ なし 20分49秒5 11 着

4 横川 美沙 ヨコカワ ミサ TeamM×K 20分49秒8 12 着

1 早坂 孝治 ハヤサカ タカハル なし 20分50秒4 13 着

27 竹内 祥人 タケウチ ヨシト なし 20分51秒1 14 着

41 中島 雄 ナカジマ ユウ なし 20分55秒8 15 着

26 清水 孝行 シミズ タカユキ なし 20分58秒5 16 着

39 石井 洋佑 イシイ ヨウスケ なし 20分59秒3 17 着

37 三舩 絵菜 ミフネ エナ なし 20分59秒8 18 着

10 石川 涼子 イシカワ リョウコ なし 21分06秒5 19 着

12 半谷 謙寿 ﾊﾝｶﾞｲ ｹﾝｼﾞｭ 東京YMCA 21分14秒6 20 着

34 三澤 覚 ミサワ サトル なし 21分17秒8 21 着

23 大森 武 オオモリ タケシ ケンソックス 21分22秒0 22 着

35 福地 葉子 フクチ ヨウコ なし 21分24秒6 23 着

3 松本 健 マツモト タケシ なし 21分25秒7 24 着

38 澤畠 正裕 サワハタ マサヒロ さわはた～ず 21分27秒8 25 着

42 天野 功一 アマノ コウイチ なし 21分28秒3 26 着

22 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル Team RxL 21分30秒8 27 着

25 大久保 真巳子 オオクボ マキコ なし 21分32秒7 28 着

15 島田 麻友子 シマダ マユコ 紐育的寿司集団 21分36秒1 29 着

19 木塚 宣明 キヅカ ノブアキ 太田走友会 21分38秒0 30 着

30 染井 貴子 ソメイ タカコ ARC東京 21分38秒4 31 着

40 大西 久美子 オオニシ クミコ なし 21分48秒4 32 着

28 黒部 健 クロベ ケン べ～黒 21分57秒0 33 着

44 石井 正樹 イシイ マサキ なし 22分00秒7 34 着

33 平山 貴史 ヒラヤマ タカシ なし 22分09秒1 35 着

31 村木 建治 ムラキ ケンジ なし 22分37秒3 36 着

45 内山 亜紀子 ウチヤマ アキコ なし 22分49秒0 37 着

48 秋山 和則 アキヤマ カズノリ なし 22分52秒5 38 着

17 水野 麻子 ミズノ アサコ バンバンクラブ 22分53秒9 39 着

46 澤畠 桂子 サワハタ ケイコ さわはた～ず 24分39秒0 40 着

21 秋山 信行 アキヤマ ノブユキ NINE TOTIGHI TC DNF 着

2 遠藤 雅広 エンドウ マサヒロ なし DNS 着

5 野島 多佳子 ノジマ タカコ なし DNS 着

9 中村 端寿 ナカムラ マサカズ なし DNS 着

20 佐藤 美保 サトウ ミホ なし DNS 着

32 岩村 直美 イワムラ ナオミ なし DNS 着

36 関 洋一郎 セキ ヨウイチロウ なし DNS 着

43 村松 久 ムラマツ ヒサシ なし DNS 着

47 大山 雄二郎 オオヤマ ユウジロウ なし DNS 着

50 着

- 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ Team MxK 着

- 緑川 優 ミドリカワ ユウ Team MxK 着

- 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 着

- 中山 晃一 ナカヤマ コウイチ Team MxK 着

- 土谷 和貴 ツチヤ カズタカ Team MxK 着

着順


