
MxKディスタンスチャレンジ　（公認の部）

5000m　男子3組 スタート時刻 19:30

ペースメーカー：①14分45秒、②15分00秒、③15分15秒、④15分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

4 内田 昌寛 ウチダ マサヒロ 神奈川陸協 神奈川県 14分40秒3 1 着

46 遠藤 靖士 エンドウ ヤスシ クロスブレイス 東京都 14分44秒1 2 着

13 千葉 諒太郎 チバ リョウタロウ 明治学院大学 神奈川県 14分47秒4 3 着

14 千葉 廉也 チバ  レンヤ 明治学院大学 東京都 14分49秒0 4 着

11 坂上 真生 サカガミ マオ 明治学院大学 千葉県 14分49秒5 5 着

48 ジュイ サイラス ジュイ サイラス 千葉陸協 千葉県 14分52秒2 6 着

44 安藤 海 アンドウ カイ 明治学院大学 神奈川県 14分59秒8 7 着

42 松本 翔 マツモト ショウ 日税ビジネス 東京都 15分05秒4 8 着

6 海老沼 太志 エビヌマ タイシ MKプロジェクト 栃木県 15分08秒6 9 着

1 久田 淳司 ヒサダ アツシ 東京大学 愛知県 15分08秒9 10 着

49 井下 裕貴 イノシタ ユウキ 川越市陸協 埼玉県 15分10秒2 11 着

43 安田 隼人 ヤスダ ハヤト 明治学院大学 東京都 15分13秒6 12 着

22 富張 裕紀 トミハリ ユウキ TMRC 東京都 15分14秒8 13 着

8 沼田 泰希 ヌマタ ヤスキ 東京陸協 東京都 15分16秒7 14 着

23 中山 壮一 ナカヤマ ソウイチ 横浜市陸協 神奈川県 15分17秒5 15 着

3 枡川 健太郎 マスカワ ケンタロウ 横浜国立大学 神奈川県 15分17秒8 16 着

36 木村 大地 キムラ ダイチ 宮城陸協 宮城県 15分18秒5 17 着

10 松本 郁也 マツモト フミヤ 東京大学 長野県 15分19秒6 18 着

41 瀬川 京祐 セガワ ケイスケ 埼玉陸協 埼玉県 15分20秒1 19 着

33 加藤 悠生 カトウ ユウキ 東京大学 埼玉県 15分23秒5 20 着

45 須崎 裕也 スザキ ユウヤ 川崎市役所 神奈川県 15分23秒9 21 着

15 宮部 広季 ミヤベ ヒロキ RUN JO KAI 東京都 15分25秒5 22 着

21 淵本 光 フチモト ヒカル NINE TOCHIGI TC 栃木県 15分28秒0 23 着

12 池田 優斗 イケダ ユウト 明治学院大学 埼玉県 15分30秒0 24 着

38 勝又 洋人 カツマタ ヒロト 早稲田大学陸上競技同好会 東京都 15分30秒4 25 着

17 岩崎 翔 イワサキ ショウ 石川走友会 栃木県 15分32秒5 26 着

50 田中 遼太郎 タナカ リョウタロウ 一橋大学 神奈川県 15分35秒3 27 着

19 石上 真吾 イシガミ シンゴ 見次クラブ 静岡県 15分36秒8 28 着

9 田崎 健太郎 タザキ ケンタロウ 高崎経済大 福島県 15分37秒6 29 着

31 森 淳弘 モリ アツヒロ 高崎経済大 栃木県 15分38秒7 30 着

39 清原 和博 キヨハラ カズヒロ 橋下走友会 神奈川県 15分40秒2 31 着

16 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 東京都 15分40秒9 32 着

25 石川 徹 イシカワ トオル 川越市陸協 埼玉県 15分41秒5 33 着

20 丸山 開陸 マルヤマ カイリ 上州アスリートクラブ 群馬県 15分45秒2 34 着

2 岡本 拓也 オカモト タクヤ マイティマウスTT 静岡県 15分52秒0 35 着

5 野呂 光希 ノロ コウキ 早大同 三重県 15分52秒5 36 着

40 岡本 賢太 オカモト ケンタ 早大同 東京都 15分56秒1 37 着

24 勘舎 方敬 カンジャ マサヨシ Team M×K 東京都 15分56秒4 38 着

37 左近 実智隆 サコン ミチタカ 早大同 東京都 15分58秒8 39 着

34 河合 勇樹 カワイ ユウキ 東京陸協 東京都 15分59秒2 40 着

26 大塚 晃樹 オオツカ コウキ 早稲田大学高等学院 東京都 16分01秒0 41 着

27 井上 崇 イノウエ タカシ 愛知陸協 愛知県 16分03秒7 42 着

35 加藤 可己 カトウ ヨシキ WindRun 東京都 16分21秒9 43 着

32 藤瀬 悟大 フジセ ゴダイ さいたま市陸協 埼玉県 16分44秒4 44 着

30 吉田 健太郎 ヨシダ ケンタロウ 東京陸協 東京都 DNF 着

47 河合 謙一 カワイ ケンイチ 東京陸協 東京都 DNF 着

7 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ 芦屋市陸協 兵庫県 DNS 着

18 松川 隼也 マツカワ トシヤ 東京陸協 東京都 DNS 着

28 姫田 賢希 ヒメダ ゲンキ ハートブレイク 神奈川県 DNS 着

29 毛利 陽人 モウリ ハルト 一橋大学 宮城県 DNS 着

着順


