
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 16:10

ペースメーカー：①19分30秒、②20分00秒、③20分25秒

No 氏　名 カナ 所　属 記録

20 今野 豪 コンノ タケル なし 19分02秒8 1 着

17 佐藤 悠司 サトウ ユウジ ランデザイン 19分10秒0 2 着

24 遊佐 慎 ユサ マコト GMアスリート 19分15秒5 3 着

3 中野 拓 ナカノ タク なし 19分16秒6 4 着

38 関 祐一 セキ ユウイチ なし 19分24秒0 5 着

16 龍野 貴光 リュウノ タカミツ なし 19分32秒8 6 着

15 三澤 いずみ ミサワ イズミ Breakthrough 19分33秒9 7 着

21 今中 英樹 イマナカ ヒデキ Team M×K 19分42秒2 8 着

1 倉下 直樹 クラシタ ナオキ 華奢な軟骨 19分43秒3 9 着

7 笹井 裕之 ササイ ヒロユキ パナソニック 19分44秒1 10 着

41 田頭 郁 タガシラ カオル なし 19分45秒5 11 着

18 石井 靖子 イシイ ヤスコ なし 19分46秒8 12 着

34 井上 宜久 イノウエ ノリヒサ Team M×K 19分47秒3 13 着

45 谷元 通隆 タニモト ミチタカ なし 19分49秒7 14 着

27 溝口 翼 ミゾグチ ツバサ なし 19分50秒8 15 着

23 大松 知恵 オオマツ チエ なし 19分51秒8 16 着

32 馬詰 義明 ウマヅメ ヨシアキ TeamMxK 19分55秒1 17 着

2 石川 修一 イシカワ シュウイチ なし 19分56秒1 18 着

11 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ なし 20分03秒4 19 着

40 小穴 まゆみ オアナ マユミ windrun 20分05秒1 20 着

25 小暮 慎太郎 コグレ シンタロウ なし 20分07秒7 21 着

8 小林 尚 コバヤシ タカシ なし 20分15秒6 22 着

5 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウモンベル 20分17秒6 23 着

30 布川 哲也 フカワ テツヤ なし 20分26秒7 24 着

43 長坂 伸司 ナガサカ シンジ 大江戸月島RC 20分32秒1 25 着

42 中光 和裕 ナカミツ カズヒロ なし 20分33秒0 26 着

4 川島 大亮 カワシマ ダイスケ 東京陸協 20分38秒4 27 着

31 高須 進一 タカス シンイチ なし 20分40秒1 28 着

35 新嶋 明 ニイジマ アキラ 藤原商会 20分45秒3 29 着

9 植村 育子 ウエムラ イクコ Breakthrough 20分50秒1 30 着

26 石井 明夫 イシイ アキオ 樂走組 20分53秒7 31 着

36 曽我 智則 ソガ トモノリ なし 20分55秒1 32 着

28 塚越 達也 ツカゴシ タツヤ なし 21分03秒7 33 着

14 吉田 宏信 ヨシダ ヒロノブ なし DNF 着

44 石元 理恵子 イシモト リエコ ウィングAC DNF 着

6 山田 高広 ヤマダ タカヒロ μ世田谷 DNS 着

10 谷口 智哉 タニグチ トシヤ なし DNS 着

12 永田 幸栄 ナガタ ユキエ なし DNS 着

13 飯塚 律子 イイヅカ リツコ なし DNS 着

19 高橋 信一郎 タカハシ シンイチロウなし DNS 着

22 杉崎 雄士 スギサキ ユウジ なし DNS 着

29 斎藤 繁範 サイトウ シゲノリ なし DNS 着

33 小川 貴宏 オガワ タカヒロ なし DNS 着

37 井上 雄太 イノウエ ユウタ なし DNS 着

39 着

46 着

47 着

48 着

49 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

着順


