
MxKディスタンスチャレンジ　（公認の部）

5000m　男子1組 スタート時刻 18:40

ペースメーカー：①16分40秒、②16分55秒

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

19 田島 将人 タジマ マサト 葛飾区役所 東京都 16分39秒7 1 着

46 遠藤 靖士 エンドウ ヤスシ クロスブレイス 東京都 16分40秒0 2 着

3 古城戸 真之 フルキド マサユキ 鳩印G＆T川崎 神奈川県 16分46秒3 3 着

20 大西 竜洋 オオニシ タツヒロ 東京陸協 東京都 16分48秒5 4 着

7 高橋 純一 タカハシ ジュンイチ Team M×K 東京都 16分49秒3 5 着

47 河合 謙一 カワイ ケンイチ 東京陸協 東京都 16分49秒9 6 着

28 大塚 晴貴 オオツカ ハルキ 埼玉陸協 埼玉県 16分50秒5 7 着

16 松崎 雅春 マツザキ マサハル TeamM×K 東京都 16分53秒1 8 着

30 関 和文 セキ カズフミ RUNWEB 千葉県 16分56秒0 9 着

10 宇田 達貴 ウダ タツキ 東京陸協 東京都 16分57秒5 10 着

1 岡田 匠平 オカダ ショウヘイ 東京陸協 東京都 16分59秒0 11 着

25 森 孝博 モリ タカヒロ 東京陸協 東京都 17分00秒2 12 着

14 井上 靖数 イカミ ヤスカズ Ｔ・ＴーＡＣ 東京都 17分02秒6 13 着

48 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 千葉陸協 千葉県 17分03秒8 14 着

9 阪本 雅史 サカモト マサシ ｅＡ東京 東京都 17分05秒6 15 着

2 河野 祐介 カワノ ユウスケ WindRun 東京都 17分08秒6 16 着

13 東方 宏興 トウホウ ヒロキ 東京陸協 東京都 17分09秒0 17 着

27 吉田 秀諭 ヨシダ ヒデツグ 東京陸協 東京都 17分10秒4 18 着

15 斉藤 斉 サイトウ ヒトシ 県北陸協 福島県 17分11秒8 19 着

21 福地 芳律 フクチ ヨシノリ 東京陸協 東京都 17分15秒4 20 着

23 岡本 圭右 オカモト ケイスケ 東京陸協 東京都 17分18秒5 21 着

22 舘 昌志 タチ マサシ T・T- Athlete Club 東京都 17分23秒7 22 着

31 岡田 健吾 オカダ ケンゴ PMAC 東京都 17分25秒4 23 着

26 大場 達也 オオバ タツヤ クラブR2東日本 東京都 17分37秒2 24 着

12 野本 大貴 ノモト ダイキ teamMxK 東京都 17分41秒5 25 着

29 佐藤 広大 サトウ コウダイ 東京陸協 東京都 17分42秒3 26 着

17 窪田 俊郎 クボタ トシロウ ピッツキューブRC 東京都 17分48秒5 27 着

24 守田 博紀 モリタ ヒロキ FCランナーズ 福岡県 17分53秒3 28 着

4 田所 真之 タドコロ マサユキ 東京陸協 東京都 DNS 着

5 中山 知昭 ナカヤマ トモアキ GRlab関東 東京都 DNS 着

6 横山 烈 ヨコヤマ レツ クラブR2東日本 東京都 DNS 着

11 田口 雄誠 タグチ ユウセイ 東京陸協 東京都 DNS 着

18 武藤 真弘 ムトウ マサヒロ 東京陸協 東京都 DNS 着

8 内山 雄貴 ウチヤマ ユウキ 東京都庁 東京都 DNS 着
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