
MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

5000m　男女1組 スタート時刻 15:30

ペースメーカー：①20分30秒、②21分00秒、③21分30秒、④22分00秒、⑤22分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 記録

19 松澤 優希 マツザワ ユウキ なし 20分02秒9 1 着

38 小田 吉哉 オダ ヨシヤ なし 20分12秒9 2 着

8 川島 大亮 カワシマ ダイスケ なし 20分18秒5 3 着

4 伊藤 公博 イトウ クニヒロ 小金井公園走友会 20分21秒7 4 着

29 中島 雄 ナカジマ ユウ なし 20分23秒6 5 着

7 長坂 伸司 ナガサカ シンジ 大江戸月島RC 20分37秒3 6 着

14 碓井 暢浩 ウスイ マサヒロ なし 20分50秒4 7 着

3 吉野 十史郎 ヨシノ トウシロウ なし 20分53秒5 8 着

9 横川 美沙 ヨコカワ ミサ TeamM×K 20分54秒1 9 着

31 星野 謙 ホシノ ケン なし 20分57秒8 10 着

39 橋本 誠紀 ハシモト マサノリ 東京陸協 20分59秒9 11 着

11 山崎 忠勝 ヤマザキ タダマサ なし 21分02秒0 12 着

43 岡崎 泰之 オカザキ ヤスユキ なし 21分08秒5 13 着

1 石井 明夫 イシイ アキオ 樂走組 21分09秒6 14 着

28 宮本 明 ミヤモト アキラ TRACKTOKYO 21分12秒1 15 着

21 三枝 明 サンシ アキラ なし 21分14秒0 16 着

41 松村 浩一 マツムラ コウイチ なし 21分15秒5 17 着

5 新嶋 明 ニイジマ アキラ 藤原商会 21分16秒7 18 着

40 中尾 直次 ナカオ ナオツグ GRlab関西 21分17秒0 19 着

32 関 洋一郎 セキ ヨウイチロウ なし 21分19秒0 20 着

16 岡崎 園子 オカザキ ソノコ なし 21分21秒5 21 着

22 福地 葉子 フクチ ヨウコ なし 21分22秒3 22 着

25 庄田 真人 ショウダ マサト なし 21分28秒2 23 着

12 吉村 真友子 ヨシムラ マユコ ＲＵＮＷＥＢ 21分33秒9 24 着

36 仁平 浩正 ニヒラ ヒロマサ なし 21分36秒5 25 着

15 久保田 雄希 クボタ ユウキ なし 21分51秒0 26 着

27 石川 和佳 イシカワ カズヨシ なし 21分56秒6 27 着

23 平山 貴史 ヒラヤマ タカシ なし 21分58秒3 28 着

20 大西 久美子 オオニシ クミコ なし 22分04秒0 29 着

2 半谷 謙寿 ハンガイ ケンジュ 東京陸協 22分05秒5 30 着

37 秋山 和則 アキヤマ カズノリ なし 22分14秒0 31 着

6 小口 龍馬 オグチ リョウマ TMRC 22分14秒9 32 着

26 栗林 功裕 クリバヤシ ノリヒロ なし 22分19秒6 33 着

42 長澤 大輔 ナガサワ ダイスケ なし 22分27秒7 34 着

35 石井 正樹 イシイ マサキ なし 22分43秒1 35 着

34 原 信治 ハラ シンジ SWAC 23分30秒8 36 着

13 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル Team RxL 23分42秒6 37 着

18 岩佐 徹 イワサ トオル Harriers DNF 着

24 中山 拓也 ナカヤマ タクヤ なし DNF 着

17 三澤 覚 ミサワ サトル なし DNS 着

30 水野 麻子 ミズノ アサコ なし DNS 着

33 藤田 美和子 フジタ ミワコ なし DNS 着

10 着

44 着

45 着

- 河合 謙一 カワイ ケンイチ 東京陸協 着

- 緑川 優 ミドリカワ ユウ 栃木陸協 着

- 中山 晃一 ナカヤマ コウイチ Team MxK 着

- 土谷 和貴 ツチヤ カズタカ Team MxK 着

- 塩谷 信二 シオヤ シンジ Team MxK 着

着順


