
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 16:35

ペースメーカー：①18分30秒、②18分50秒、③19分10秒

No 氏　名 カナ 所　属 記録

9 鈴木 宏之 スズキ ヒロユキ 茨城陸協 18分10秒0 1 着

29 辻 祐介 ツジ ユウスケ TEAM VALUE 18分14秒4 2 着

25 長瀬 康一 ナガセ コウイチ 松戸２１ＲＣ 18分15秒9 3 着

40 杉山 健太 スギヤマ ケンタ なし 18分22秒3 4 着

47 松尾 紀能 マツオ ノリヨシ ラチエンＡＣ 18分22秒9 5 着

49 黒田 なつみ クロダ ナツミ TEAMベベ練 18分24秒7 6 着

14 宮城 克基 ミヤギ カツキ なし 18分35秒0 7 着

44 近藤 瞳 コンドウ ヒトミ なし 18分35秒6 8 着

5 薄隅 直人 ウスズミ ナオト なし 18分36秒6 9 着

17 坂本 和也 サカモト カズヤ なし 18分40秒1 10 着

42 河村 亮 カワムラ アキラ なし 18分40秒9 11 着

32 石田 賢 イシダ サトシ なし 18分42秒7 12 着

30 吉田 和彦 ヨシダ カズヒコ 小鳥キッス 18分43秒2 13 着

15 石井 俊太 イシイ シュンタ Team AOYAMA 18分45秒2 14 着

48 萩原 拓也 ハギワラ タクヤ ポップライン 18分48秒6 15 着

37 國島 秀二 クニシマ シュウジ ハリアーズ 18分49秒1 16 着

1 吉野 匠 ヨシノ タクミ なし 18分51秒7 17 着

7 藤岡 英二 フジオカ エイジ JBAT 18分53秒6 18 着

21 青海 理人 アオウミ マサト Go up！ 18分54秒7 19 着

20 梅田 進也 ウメダ シンヤ なし 18分55秒0 20 着

18 小松 靖史 コマツ ヤスシ なし 18分55秒3 21 着

34 矢ケ部 章二 ヤカベ ショウジ Go up! 18分57秒2 22 着

46 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 樂走組 19分02秒1 23 着

6 瀬尾 崇 セオ タカシ なし 19分05秒0 24 着

24 一之瀬 陽 イチノセ ヨウ なし 19分08秒0 25 着

38 金山 真之 カナヤマ マサユキ なし 19分08秒6 26 着

36 相澤 良幸 アイザワ ヨシユキ なし 19分09秒2 27 着

11 中村 卓哉 ナカムラ タクヤ なし 19分12秒6 28 着

16 相馬 謙吾 ソウマ ケンゴ なし 19分13秒1 29 着

22 木村 哲 キムラ サトシ なし 19分14秒4 30 着

10 広瀬 弘宣 ヒロセ ヒロノブ TEAMべべ練 19分18秒0 31 着

13 埴原 正樹 ハイバラ マサキ 東京陸協 19分19秒3 32 着

45 春山 裕介 ハルヤマ ユウスケ はだし駅伝部 19分25秒5 33 着

33 下津 公敬 シモツ ヒロタカ トップギア 19分26秒4 34 着

39 吉村 孝喜 ヨシムラ コウキ なし 19分27秒7 35 着

8 篠田 隆之 シノダ タカユキ ラック 19分38秒2 36 着

3 櫻井 芳夫 サクライ ヨシオ 富山県庁 DNF 着

19 山崎 加央里 ヤマザキ カオリ なし DNF 着

41 宮澤 奈央 ミヤザワ ナオ なし DNF 着

2 近内 京太 コンナイ キョウタ WindRun DNS 着

4 守屋 隆史 モリヤ タカシ マラソン完走Ｃ DNS 着

12 永田 幸栄 ナガタ ユキエ なし DNS 着

23 下村 秀斗 シモムラ シュウト 茨城陸協 DNS 着

26 小坂 翔 コザカ ショウ はんこ屋LOHAS DNS 着

27 斎間 秀雄 サイマ ヒデオ なし DNS 着

28 石井 佑典 イシイ ユウスケ ハリアーズ DNS 着

31 三浦 惇 ミウラ マコト なし DNS 着

35 山本 雄一朗 ヤマモト ユウイチロウなし DNS 着

43 羽鳥 光郎 ハトリ ミツロウ なし DNS 着

50 着

- 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ Team MxK 着

- 土谷 和貴 ツチヤ カズタカ Team MxK 着

- 阿部 飛雄馬 アベ ヒユウマ 東京大学 着

着順


