
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50秒、②16分00秒、③16分15秒

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

1 猪瀬 和広 イノセ カズヒロ 北極星AC 北海道 15分44秒0 1 着

3 庄子 将 ショウジ タモツ 東京陸協 東京都 15分45秒0 2 着

44 河野 孝志 コウノ タカシ 東京陸協 東京都 15分46秒6 3 着

23 勘舎 方敬 カンジャ マサヨシ TeamM×K 東京都 15分54秒9 4 着

2 田村 亮 タムラ リョウ 上州アスリートクラブ 群馬県 15分55秒7 5 着

41 松本 翔 マツモト ショウ 日税ビジネス 東京都 15分57秒1 6 着

14 額田 裕己 ヌカタ ユウキ 東京大学 東京都 15分57秒5 7 着

18 佐藤 国光 サトウ クニミツ 安中市陸協 群馬県 15分58秒4 8 着

29 佐藤 仰 サトウ コウ 一橋大学 埼玉県 15分59秒4 9 着

13 加藤 泰斗 カトウ タイト 東京大学 神奈川県 16分03秒6 10 着

8 孫田 礼人 マゴタ アヤト 小松島市陸協 徳島県 16分06秒6 11 着

30 松田 拓朗 マツダ タクロウ 福井陸協 福井県 16分07秒9 12 着

37 濱田 岳 ハマダ タケル 帝京平成大学 千葉県 16分08秒2 13 着

24 酒井 敦志 サカイ アツシ 狛江市陸協 2東京都 16分09秒2 14 着

10 奥森 講平 オクモリ コウヘイ 東京陸協 東京都 16分10秒0 15 着

34 菊地 正治 キクチ ショウジ 埼玉陸協 埼玉県 16分12秒9 16 着

42 安田 有佑 ヤスダ  ユウスケ 東京外国語大学 三重県 16分15秒5 17 着

20 大橋 陽 オオハシ ヨウ NO-BORDER 栃木県 16分16秒4 18 着

38 花井 志朗 ハナイ シロウ クラブR2北海道 北海道 16分18秒1 19 着

9 鷹觜 厚宜 タカノハシ アツキ 埼玉陸協 埼玉県 16分23秒9 20 着

36 緑川 優 ミドリカワ ユウ 栃木陸協 栃木県 16分24秒8 21 着

40 能見 隆弘 ノウミ タカヒロ NINE TOCHIGI TC 栃木県 16分31秒1 22 着

15 石塚 一大 イシズカ イッタ 高崎経済大 秋田県 16分32秒6 23 着

26 小西 宏侑 コニシ ヒロユキ TeamMxK 東京都 16分33秒2 24 着

16 湯川 友博 ユカワ トモヒロ 高崎経済大 和歌山県 16分34秒2 25 着

12 助川 皓洸 スケガワ ヒロタケ 東京大学 東京都 16分41秒0 26 着

39 一楽 信尚 イチラク ノブヒサ アラスカAC 東京都 16分43秒2 27 着

33 平山 大智 ヒラヤマ ダイチ 牛久走友会 茨城県 16分44秒8 28 着

17 渡邉 建太 ワタナベ ケンタ 高崎経済大 宮崎県 16分48秒8 29 着

4 有福 悠汰 アリフク ユウタ 早稲田大学陸上競技同好会 東京都 16分59秒8 30 着

28 恵藤 宏紀 エトウ ヒロキ カナガワRC 埼玉県 17分10秒3 31 着

11 蓮見 明久 ハスミ アキヒサ 小川町陸協 埼玉県 17分12秒1 32 着

35 篠崎 賢一 シノザキ ケンイチ 東京陸協 東京都 17分16秒3 33 着

7 井上 玲於 イノウエ レオ 川崎市陸協 神奈川県 17分18秒2 34 着

27 風間 龍介 カザマ リュウスケ 東京陸協 東京都 17分20秒9 35 着

5 村瀬 史樹 ムラセ フミキ 秦野RC 神奈川県 17分24秒9 36 着

22 加藤 可己 カトウ ヨシキ WindRun 東京都 17分52秒2 37 着

43 岡本 拓也 オカモト タクヤ マイティマウスTT 静岡県 DNF 着

6 山中 優 ヤマナカ ユウ 一橋大学 東京都 DNS 着

19 井阪 謙太 イサカ ケンタ 東京陸協 東京都 DNS 着

21 夏目 晋太郎 ナツメ シンタロウ 東京陸協 東京都 DNS 着

25 千島 悠司 チシマ ユウジ 三菱商事陸上競技同好会 東京都 DNS 着

31 佐藤 悠介 サトウ ユウスケ 東京大学 東京都 DNS 着

32 勘舎 方敬 カンジャ マサヨシ Team M×K 1東京都 DNS 着

45 着

着順


