
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 16:50

ペースメーカー：①17分45秒、②18分00秒、③18分20秒、④18分40秒

No 氏　名 カナ 所　属 記録

1 菅 佑輔 カン ユウスケ なし 17分43秒1 1 着

28 中村 淳一 ナカムラ ジュンイチなし 17分44秒1 2 着

44 安藤 裕飛 アンドウ ユウヒ なし 17分55秒3 3 着

15 渡部 晃司 ワタナベ コウジ なし 17分57秒2 4 着

2 永山 誉隆 ナガヤマ ヨシタカ TOKYOBAYRC 18分03秒9 5 着

14 梅田 卓資 ウメダ タクジ Team M×K 18分10秒0 6 着

10 戸村 健 トムラ ケン なし 18分11秒5 7 着

37 田口 奈緒 タグチ ナオ 埼玉陸協 18分14秒9 8 着

41 佐々木 雅典 ササキ マサノリ なし 18分20秒6 9 着

36 神能 竜哉 ジンノウ タツヤ 早稲田アスレチック倶楽部 18分21秒3 10 着

25 飯田 健太郎 イイダ ケンタロウ なし 18分22秒7 11 着

20 田村 一也 タムラ カズヤ 埼玉南走友会 18分25秒8 12 着

6 鈴木 翔太 スズキ ショウタ なし 18分27秒2 13 着

21 佐々木 俊治 ササキ シュンジ なし 18分28秒5 14 着

43 杉山 健太 スギヤマ ケンタ なし 18分30秒0 15 着

39 近藤 瞳 コンドウ ヒトミ なし 18分31秒1 16 着

5 吉村 健一郎 ヨシムラ ケンイチロウなし 18分36秒9 17 着

17 鈴木 友也 スズキ トモヤ フジシロ 18分38秒8 18 着

16 藤岡 峰 フジオカ タカシ なし 18分41秒8 19 着

3 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト なし 18分51秒6 20 着

38 土橋 宏一 ツチハシ コウイチ 小金井公園走友会 18分57秒4 21 着

19 松田 浩行 マツダ ヒロユキ なし 19分02秒1 22 着

42 小杉 岬生 コスギ ミサキ 渡邊エンターテイメント 19分06秒6 23 着

40 植村 雄一郎 ウエムラ ユウイチロウBreakthrough 19分10秒5 24 着

32 白井 永一 シライ エイイチ なし 19分11秒3 25 着

11 山口 幹哉 ヤマグチ ミキヤ なし 19分18秒6 26 着

7 青海 理人 アオウミ マサト Go up 19分23秒6 27 着

34 萩原 拓也 ハギワラ タクヤ ポップライン 19分40秒6 28 着

29 薄隅 直人 ウスズミ ナオト なし 19分54秒7 29 着

33 新井 恭兵 アライ キョウヘイ 藤岡地域 19分58秒9 30 着

8 川井 勉 カワイ ツトム 東京陸協 DNF 着

45 澤田 洋志 サワダ ヒロシ なし DNF 着

49 櫻井 健一郎 サクライ ケンイチロウなし DNF 着

4 今野 豪 コンノ タケル なし DNS 着

9 梅田 進也 ウメダ シンヤ なし DNS 着

12 小杉 翔 コスギ ショウ なし DNS 着

13 木下 侑介 キノシタ ユウスケ なし DNS 着

18 長谷川 翔 ハセガワ ショウ なし DNS 着

22 森本 晃史 モリモト アキフミ なし DNS 着

23 藤岡 英二 フジオカ エイジ JBAT DNS 着

24 小林 智行 コバヤシ トモユキ なし DNS 着

26 田中 清明 タナカ キヨアキ エアラン東京 DNS 着

27 福井 順 フクイ ジュン 日本M&Aセンター DNS 着

30 宮城 克基 ミヤギ カツキ なし DNS 着

31 広瀬 弘宣 ヒロセ ヒロノブ TEAMベベ練 DNS 着

35 保坂 行輝 ホサカ コウキ なし DNS 着

50 矢澤 文朗 ヤザワ フミロウ なし DNS 着

46 着

47 着

48 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

- 岡本 拓也 オカモト タクヤ マイティマウスTT 着

着順


