
MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

10000m　男子1組 スタート時刻 16:20

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録 記録証

8 小堺 隆弘 コサカイ タカヒロ 一橋大学 千葉県 33分33秒63 1 着
http://team-mk.net/mkdc/wp-

content/uploads/2022/09/20220923_10000m_1_08.pdf

9 渡部 達文 ワタベ タツフミ 一橋大学陸上競技部 東京都 33分42秒88 2 着
http://team-mk.net/mkdc/wp-

content/uploads/2022/09/20220923_10000m_1_09.pdf

6 後藤 隆志 ゴトウ タカシ 一橋大学 東京都 33分51秒55 3 着
http://team-mk.net/mkdc/wp-

content/uploads/2022/09/20220923_10000m_1_06.pdf

PM1 35 福元 翔輝 フクモト ショウキ track tokyo 東京都 34分00秒62 4 着
http://team-mk.net/mkdc/wp-

content/uploads/2022/09/20220923_10000m_1_35.pdf

7 長友 勇樹 ナガトモ ユウキ 東京陸協 東京都 34分00秒86 5 着
http://team-mk.net/mkdc/wp-

content/uploads/2022/09/20220923_10000m_1_07.pdf

1 大竹 秀人 オオタケ シュウト 一橋大学 埼玉県 34分03秒47 6 着
http://team-mk.net/mkdc/wp-

content/uploads/2022/09/20220923_10000m_1_01.pdf

PM3 37 長江 隆行 ナガエ タカユキ ＳＷＡＣ 東京都 34分52秒13 7 着
http://team-mk.net/mkdc/wp-

content/uploads/2022/09/20220923_10000m_1_37.pdf

27 小野田 寛 オノダ ヒロシ 東京陸上競技協会 東京都 36分11秒56 8 着
http://team-mk.net/mkdc/wp-

content/uploads/2022/09/20220923_10000m_1_27.pdf

29 会沢 直矢 アイザワ ナオヤ ＳＷＡＣ 東京都 37分28秒18 9 着
http://team-mk.net/mkdc/wp-

content/uploads/2022/09/20220923_10000m_1_29.pdf

12 山口 陽誠 ヤマグチ ヨウセイ 東京理科大学 千葉県 DQ 着

26 幸田 祐輔 コウダ ユウスケ 日体クラブ 東京都 DQ 着

3 池山 尚 イケヤマ ナオ 東京大学 岐阜県 DNF 着

10 中元 洸 ナカモト ヒカル 一橋大学陸上競技部 大阪府 DNF 着

28 田所 怜 タドコロ サトシ 一橋大学 東京都 DNF 着

PM2 36 栗山 一輝 クリヤマ カズキ 東京大学大学院 愛媛県 DNF 着

2 伊藤 奨真 イトウ ショウマ 東京大学 愛知県 DNS 着

4 金吉 一穂 カネヨシ カズホ 東京大学 福井県 DNS 着

5 松本 郁也 マツモト フミヤ 東京大学大学院 長野県 DNS 着

11 中山 輝 ナカヤマ アキラ 東京理科大学 東京都 DNS 着

13 古林 陸 フルバヤシ リク 東京理科大学 東京都 DNS 着

14 石飛 朝陽 イシトビ アサヒ 埼玉大学 埼玉県 DNS 着

15 佐々木 康祐 ササキ コウスケ 埼玉大学 宮城県 DNS 着

16 阪本 里矢 サカモト サトヤ 埼玉大学 埼玉県 DNS 着

17 冨田 風羽 トミタ フウ 埼玉大学 埼玉県 DNS 着

18 桑原 哲也 クワバラ テツヤ 埼玉大学 茨城県 DNS 着

19 根子 琢行 ネコ タカユキ 川崎市陸協 神奈川県 DNS 着

20 岩井 凌真 イワイ リョウマ 東京工業大学 東京都 DNS 着

21 仙波 祐太 センバ ユウタ 東京工業大学 茨城県 DNS 着

22 森下 聖 モリシタ ショウ 東京工業大学 福井県 DNS 着

23 岩田 和大 イワタ カズヒロ 東京工業大学 福岡県 DNS 着

24 大野　 成輝 オオノ セイキ 東京工業大学 神奈川県 DNS 着

25 中村 駿太 ナカムラ シュンタ 東京工業大学 東京都 DNS 着

30 近藤 哲 コンドウ サトシ TRACK TOKYO 東京都 DNS 着

DQ:TB（タイムオーバー）
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