
MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

5000m　男女4組 スタート時刻 17:00

ペースメーカー：①17分40秒、②17分55秒、③18分10秒

No 氏　名 カナ 所　属 記録

22 篠木 智也 シノギ トモヤ なし 17分31秒2 1 着

6 小松 洋 コマツ ヒロシ MJH 17分34秒6 2 着

25 石榑 昌也 イシグレ マサヤ なし 17分36秒1 3 着

43 伊達 洋貴 ダテ ヒロキ なし 17分40秒9 4 着

2 島田 亮 シマダ リョウ 紐育的寿司集団 17分43秒8 5 着

13 大山 一徳 オオヤマ カズノリ 第一三共陸上部 17分46秒5 6 着

4 小山 拓巳 コヤマ タクミ なし 17分49秒1 7 着

12 澤畠 朋美 サワハタ トモミ さわはた～ず 17分50秒8 8 着

19 菅 佑輔 カン ユウスケ なし 17分51秒4 9 着

20 池田 篤史 イケダ アツシ TEAM ACE 17分52秒7 10 着

37 鈴木 祐太 スズキ ユウタ なし 17分55秒0 11 着

38 籾山 勇次 モミヤマ ユウジ さいたま走友会 17分58秒1 12 着

28 河本 英樹 カワモト ヒデキ なし 18分04秒6 13 着

14 谷 舞子 タニ マイコ 尼崎ナイトランナーズ 18分05秒0 14 着

11 戸村 健 トムラ ケン なし 18分11秒0 15 着

15 佐藤 孝之 サトウ タカユキ なし 18分11秒7 16 着

34 上野 剛嗣 ウエノ タケシ なし 18分15秒3 17 着

7 加納 崇徳 カノウ タカノリ 東京大学 18分17秒3 18 着

24 矢野 賢一 ヤノ ケンイチ 稲穂AＣ 18分23秒7 19 着

39 保坂 行輝 ホサカ コウキ なし 18分24秒0 20 着

26 長谷川 翔 ハセガワ ショウ なし 18分24秒5 21 着

18 杉田 昌夫 スギタ マサオ なし 18分28秒5 22 着

40 千葉 隆史 チバ タカシ 川崎市陸協 18分32秒7 23 着

44 澤田 洋志 サワダ ヒロシ なし 18分33秒4 24 着

23 吉村 健一郎 ヨシムラ ケンイチロウなし 18分37秒5 25 着

1 阿蘇谷 智崇 アソタニ トモタカ なし 19分11秒1 26 着

41 福田 和史 フクダ カズシ なし 19分12秒1 27 着

29 辻 祐介 ツジ ユウスケ TEAM VALUE 19分31秒9 28 着

30 木野 有希斗 キノ ユキト 東京大学 20分10秒4 29 着

16 飯田 健太郎 イイダ ケンタロウ なし DNF 着

17 浮津 康宏 ウキツ ヤスヒロ なし DNF 着

21 金子 雄介 カネコ ユウスケ なし DNF 着

33 神能 竜哉 ジンノウ タツヤ 早稲田アスレチック倶楽部 DNF 着

35 梅田 卓資 ウメダ タクジ Team M×K DNF 着

36 伊藤 健一 イトウ ケンイチ なし DNF 着

42 芳澤 卓矢 ヨシザワ タクヤ なし DNF 着

45 辻本 和道 ツジモト カズミチ なし DNF 着

3 岩崎 啓昭 イワサキ ヒロアキ なし DNS 着

8 島田 裕二 シマダ ユウジ なし DNS 着

9 福島 広大 フクシマ コウダイ 神町自衛隊 DNS 着

10 浅田 和宏 アサダ カズヒロ ＷｉｎｄＲｕｎ DNS 着

27 小林 博通 コバヤシ ヒロミチ なし DNS 着

32 山中 啓司 ヤマナカ ヒロシ TBRC DNS 着

5 着

31 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

- 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 千葉陸協 着

- 風戸 啓希 カザト ヒロキ 東京海上日動 着

着順


