
MxKディスタンスチャレンジ　（公認の部）

5000m　男子2組 スタート時刻 19:05

ペースメーカー：①15分45秒、②16分00秒、③16分15秒、④16分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

48 ジュイ サイラス ジュイ サイラス 千葉陸協 千葉県 15分25秒4 1 着

4 藤本 康希 フジモト コウキ 東京陸協 東京都 15分25秒7 2 着

3 大垣 秀介 オオガキ シュウスケ 東京陸協 東京都 15分26秒5 3 着

9 坂上 真生 サカガミ マオ 明治学院大学 千葉県 15分29秒0 4 着

22 平井 駿 ヒライ シュン 那賀郡陸協 徳島県 15分44秒0 5 着

7 藤田 圭太 フジタ ケイタ 東京陸協 東京都 15分50秒9 6 着

5 丸谷 吉晴 マルタニ ヨシハル eA埼玉 埼玉県 15分53秒3 7 着

16 座間 保成 ザマ ヤスナリ ＪＲ東日本千葉 千葉県 15分54秒3 8 着

14 田村 亮 タムラ リョウ 上州アスリートクラブ 群馬県 15分54秒5 9 着

49 井下 裕貴 イノシタ ユウキ 川越市陸協 埼玉県 15分55秒0 10 着

21 白濱 宏樹 シラハマ ヒロキ ARITA UNITED FUKUOKA 福岡県 15分58秒6 11 着

52 三宅 翔太 ミヤケ ショウタ 秦野市役所 神奈川県 16分01秒0 12 着

46 笠井 勇馬 カサイ ユウマ 橋本走友会 神奈川県 16分04秒9 13 着

45 衣笠 一喜 キヌガサ カズキ 東京陸協 東京都 16分05秒2 14 着

26 宮原 武也 ミヤハラ タケヤ CIA 千葉県 16分05秒5 15 着

13 鷹觜 厚宜 タカノハシ アツキ 埼玉陸協 埼玉県 16分06秒2 16 着

12 酒井 敦志 サカイ アツシ 狛江市陸協 東京都 16分06秒6 17 着

15 田島 祐介 タジマ ユウスケ 東京陸協 東京都 16分07秒1 18 着

25 奥森 講平 オクモリ コウヘイ 東京 東京都 16分08秒4 19 着

51 島田 仁 シマダ ジン 羽生市陸協 埼玉県 16分11秒3 20 着

50 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 東京都 16分11秒9 21 着

43 河野 陽一 コウノ ヨウイチ ＪＰ日本郵政グループ 東京都 16分13秒7 22 着

17 治田 寛郎 ハッタ ヒロオ 東京陸協 東京都 16分14秒7 23 着

6 孫田 礼人 マゴタ アヤト 小松島市陸協 徳島県 16分15秒3 24 着

38 加藤 健尚 カトウ タケヒサ 愛知県庁クラブ 愛知県 16分18秒7 25 着

36 太田 智也 オオタ トモヤ 東京陸協 東京都 16分20秒7 26 着

47 河合 謙一 カワイ ケンイチ 東京陸協 東京都 16分21秒9 27 着

2 木村 麟太郎 キムラ リンタロウ 高崎経済大 愛媛県 16分23秒0 28 着

11 山田 瑞穂 ヤマダ ミズホ さいたま走翔 埼玉県 16分23秒3 29 着

30 恵藤 宏紀 エトウ ヒロキ カナガワＲＣ 埼玉県 16分24秒6 30 着

1 小松原 譲 コマツバラ ユズル 茨城陸協 茨城県 16分25秒2 31 着

20 竹中 陽平 タケナカ ヨウヘイ 千葉陸協 千葉県 16分26秒2 32 着

28 阿部 飛雄馬 アベ ヒユウマ 東京大学 岩手県 16分26秒6 33 着

42 瀬川 莉玖 セガワ リク 東京大学 宮城県 16分27秒0 34 着

24 松崎 哲平 マツザキ テッペイ 三鷹市陸協 東京都 16分29秒1 35 着

23 吉平 拓也 ヨシヒラ タクヤ クラブR2東日本 東京都 16分29秒5 36 着

18 佐藤 雄生 サトウ ユウキ Break Through 東京都 16分33秒0 37 着

41 伊藤 彰宏 イトウ アキヒロ 富士航空電子 東京都 16分34秒5 38 着

27 花井 志朗 ハナイ シロウ クラブR2北海道 北海道 16分34秒8 39 着

33 千田 俊輔 センダ シュンスケ クラブＲ２北海道 北海道 16分36秒1 40 着

39 後宮 正幸 アトミヤ マサユキ W.A.C 東京都 16分41秒4 41 着

34 大野 瑛 オオノ アキラ 東京陸協 東京都 16分41秒7 42 着

37 千葉 純也 チバ ジュンヤ 埼玉陸協 埼玉県 16分46秒1 43 着

32 山内 俊輔 ヤマウチ シュンスケ 横須賀市陸協 神奈川県 16分48秒3 44 着

44 渡邉 遼平 ワタナベ リョウヘイ 作．ＡＣ札幌 北海道 16分57秒5 45 着

8 蓮見 明久 ハスミ アキヒサ 小川町陸協 埼玉県 17分05秒2 46 着

10 河西 博希 カワニシ ヒロキ Breakthrough 東京都 17分29秒1 47 着

19 村川 雄一 ムラカワ ユウイチ 東京陸協 東京都 DNF 着

31 林 洋輔 ハヤシ ヨウスケ 林洋輔 神奈川県 DNF 着

29 瀧野 幹拡 タキノ ミキヒロ DAC(筑駒高) 東京都 DNS 着

35 風間 龍介 カザマ リュウスケ 東京陸協 東京都 DNS 着

40 飯田 隼人 イイダ ハヤト GAZELLE 千葉県 DNS 着

着順


