
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、⑤15分45秒

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

28 桃澤 大祐 モモザワ ダイスケ サン工業 長野県 14分36秒2 1 着

1 内田 昌寛 ウチダ マサヒロ 神奈川陸協 神奈川県 14分38秒4 2 着

39 佐藤 晃章 サトウ テルアキ コモディイイダ 東京都 14分42秒0 3 着

50 谷 星輝 タニ ホシキ コモディイイダ 東京都 14分42秒5 4 着

20 井下 裕貴 イノシタ ユウキ 川越市陸協 埼玉県 14分45秒4 5 着

42 大久保 陸人 オオクボ リクト コモディイイダ 東京都 14分49秒8 6 着

2 荒幡 寛人 アラハタ ヒロト 東京理科大学 埼玉県 14分58秒9 7 着

36 山田 泰生 ヤマダ ヒロキ まるお製作所 東京都 14分59秒9 8 着

41 松本 翔 マツモト ショウ 日税ビジネス 東京都 15分07秒6 9 着

40 田島 光 タジマ ヒカル コモディイイダ 東京都 15分12秒2 10 着

13 丸山 達広 マルヤマ タツヒロ 高崎経済大 長野県 15分12秒6 11 着

3 山田 祐生 ヤマダ ユウキ まるお製作所 東京都 15分13秒3 12 着

14 富張 裕紀 トミハリ ユウキ TMRC 東京都 15分16秒7 13 着

37 中谷 圭佑 ナカタニ ケイスケ コモディイイダ 東京都 15分17秒1 14 着

35 坂上 佳也 サカガミ ヨシヤ 千葉陸協 千葉県 15分17秒4 15 着

27 阿部 飛雄馬 アベ ヒユウマ 東京大学 岩手県 15分18秒8 16 着

12 石澤 由祐 イシザワ ユウスケ 高崎経済大 長野県 15分20秒0 17 着

21 中山 壮一 ナカヤマ ソウイチ 横浜市陸協 神奈川県 15分22秒6 18 着

8 平井 駿 ヒライ シュン 那賀郡陸協 徳島県 15分23秒9 19 着

11 遠藤 正陽 エンドウ マサハル 東京大学 島根県 15分24秒9 20 着

44 河野 孝志 コウノ タカシ 東京陸協 東京都 15分27秒1 21 着

15 吉崎 佑 ヨシザキ タスク 東京陸協 東京都 15分27秒6 22 着

9 丸山 翔太郎 マルヤマ ショウタロウ東京理科大学 東京都 15分28秒1 23 着

16 岡本 賢太 オカモト ケンタ 早大同 東京都 15分30秒4 24 着

10 淵本 光 フチモト ヒカル NINE TOCHIGI TC 栃木県 15分33秒6 25 着

18 加藤 悠生 カトウ ユウキ 東京大学 埼玉県 15分40秒9 26 着

24 斎藤 俊平太 サイトウ シュンペイタ横浜市陸協 神奈川県 15分42秒3 27 着

45 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 千葉陸協 千葉県 15分42秒9 28 着

22 松本 一希 マツモト カズキ 東京理科大学 東京都 15分48秒4 29 着

31 町田 拓弥 マチダ タクヤ 埼玉西部消防局 埼玉県 15分50秒0 30 着

32 比企野 創典 ヒキノ ソウスケ 紫波郡陸協 岩手県 16分02秒2 31 着

47 中島 充博 ナカジマ ミツヒロ 上尾市陸協 埼玉県 16分03秒4 32 着

23 柴田 瀬允 シバタ セイン 東京工業大学 東京都 16分04秒5 33 着

38 勝又 洋人 カツマタ ヒロト 早大同 東京都 16分11秒6 34 着

29 柚木 友哉 ユノキ ユウヤ 東北大学 岡山県 16分12秒3 35 着

6 左近 実智隆 サコン ミチタカ 早大同 東京都 16分27秒5 36 着

33 河合 勇樹 カワイ ユウキ 東京陸協 東京都 16分27秒9 37 着

26 須崎 裕也 スザキ ユウヤ 川崎市役所 神奈川県 16分30秒6 38 着

7 鈴木 樹林 スズキ ジュリン マイティマウスTT 静岡県 16分35秒4 39 着

30 丸山 登夢 マルヤマ トウム 上州アスリート 群馬県 16分35秒9 40 着

46 田村 翼 タムラ ツバサ 上尾市陸協 埼玉県 16分40秒1 41 着

5 関根 大和 セキネ ヤマト 千葉陸協 千葉県 DNF 着

17 丸山 開陸 マルヤマ カイリ 駿大AC 群馬県 DNF 着

19 大垣 秀介 オオガキ シュウスケ東京陸協 東京都 DNF 着

43 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 東京都 DNF 着

4 川内 鮮輝 カワウチ ヨシキ Jaybird 埼玉県 DNS 着

25 森 淳弘 モリ アツヒロ 高崎経済大 栃木県 DNS 着

34 石川 将貴 イシカワ マサキ Harriers 東京都 DNS 着

着順


