
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30秒、②16分45秒、③17分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

26 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 東京都 16分28秒7 1 着

5 大村 展弘 オオムラ ノブヒロ 東京陸協 東京都 16分29秒1 2 着

14 大角 重人 オオスミ シゲト 東京陸協 東京都 16分30秒4 3 着

45 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 千葉陸協 千葉県 16分43秒8 4 着

40 須藤 剛 スドウ ツヨシ WindRun 東京都 16分46秒7 5 着

49 大野 瑛 オオノ アキラ 東京陸協 東京都 16分50秒4 6 着

1 大西 竜洋 オオニシ タツヒロ 東京陸協 東京都 16分50秒8 7 着

42 一柳 里樹 イチヤナギ サトキ 東京大学 東京都 16分51秒3 8 着

6 千田 俊輔 センダ シュンスケ クラブＲ２北海道 北海道 16分52秒6 9 着

20 高橋 純一 タカハシ ジュンイチTeamMxK 東京都 16分54秒1 10 着

9 太田 智也 オオタ トモヤ 東京陸協 東京都 16分55秒6 11 着

17 岩崎 瞭介 イワサキ リョウスケ東京大学 三重県 16分56秒0 12 着

3 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56秒4 13 着

27 荒木 数也 アラキ カズヤ ももんが動物園 東京都 16分56秒9 14 着

16 松金 友宏 マツカネ トモヒロ 埼玉西部消防局 埼玉県 17分01秒0 15 着

41 阿部 靖 アベ ヤスシ 東京陸協 東京都 17分03秒9 16 着

4 柳沢 憲 ヤナギサワ アキラ 東京陸協 東京都 17分11秒0 17 着

29 池田 大助 イケダ ダイスケ 東京陸協 東京都 17分12秒0 18 着

13 石井 哲也 ｲｼｲ ﾃﾂﾔ さいたま市陸協 埼玉県 17分13秒3 19 着

38 大塚 稔 オオツカ ミノル クラブR2東日本 東京都 17分16秒6 20 着

11 土濃塚 渉 ﾄﾉﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ さいたま市陸協 埼玉県 17分16秒9 21 着

15 岡田 匠平 オカダ ショウヘイ 東京陸協 東京都 17分17秒5 22 着

32 東方 宏興 トウホウ ヒロキ 東京陸協 東京都 17分17秒8 23 着

43 角田 幹之 ツノダ モトユキ TRACK TOKYO 東京都 17分19秒3 24 着

48 吉田 健吾 ヨシダ ケンゴ 栃木陸協 栃木県 17分25秒4 25 着

44 清水 一希 シミズ カズキ 埼玉陸協 埼玉県 17分27秒2 26 着

10 酢谷 耕太 スダニ コウタ Ｒ×Ｌプラス 埼玉県 17分28秒5 27 着

39 本郷 孝知 ホンゴウ タカアキ TeamMxK 東京都 17分29秒7 28 着

8 岡田 拓己 オカダ タクミ 東京陸協 東京都 17分30秒1 29 着

2 会沢 直矢 アイザワ ナオヤ SWAC 千葉県 17分34秒5 30 着

47 小原 秀暁 オバラ ヒデアキ 藤沢市陸協 神奈川県 17分38秒8 31 着

21 中山 知昭 ナカヤマ トモアキ GRlab関東 東京都 17分45秒1 32 着

31 渡辺 龍平 ワタナベ リュウヘイ高崎経済大 福島県 17分52秒2 33 着

28 斉藤 斉 サイトウ ヒトシ 県北陸協 福島県 17分54秒7 34 着

25 矢沢 悠真 ヤザワ ユウマ 中央学院大学AC 千葉県 17分55秒1 35 着

35 長谷 知弥 ナガタニ トモヤ TMRC 東京都 17分56秒4 36 着

34 竹村 渉 ﾀｹﾑﾗ ﾜﾀﾙ さいたま市陸協 埼玉県 17分57秒0 37 着

18 藤井 信介 フジイ シンスケ 高崎経済大 岡山県 18分08秒8 38 着

37 町田 達彦 マチダ タツヒコ 東京陸協 東京都 18分21秒3 39 着

24 佐藤 圭太 サトウ ケイタ 滋賀陸協 滋賀県 18分23秒4 40 着

22 遊佐 慧佑 ユサ ケイスケ 東京陸協 東京都 18分38秒0 41 着

7 瀧野 幹拡 タキノ ミキヒロ DAC(筑駒高) 東京都 DNF 着

12 中野 洸介 ﾅｶﾉ ｺｳｽｹ さいたま市陸協 埼玉県 DNS 着

19 芹沢 元秀 セリザワ モトヒデ TeamMxK 東京都 DNS 着

23 新出 航平 シンデ コウヘイ 石川陸協 石川県 DNS 着

30 松野下 大智 マツノシタ ダイチ 高崎経済大 鹿児島県 DNS 着

33 小泉 勇人 コイズミ ハヤト 筑波ウィンドAC 茨城県 DNS 着

36 出淵 文也 イズブチ フミヤ 高崎経済大 広島県 DNS 着

46 着

50 着

着順


