
＜日時＞ 2023年1月22日（日）13時30分～16時00分
＜会場＞ 代々木公園陸上競技場（織田フィールド）
＜受付＞ 12時30分～競技開始20分前迄　陸上競技場入口
＜競技日程＞

組 スタート時刻 受付開始 受付締切 現地集合 エントリー

100m ひよこ 1~2組 13:30 12:30 13:10 13:25 10名
1000m 男女 1組 13:40 12:30 13:20 13:35 18名
3000m 男女 1組 13:50 12:35 13:30 13:45 30名
3000m 男女 2組 14:06 12:51 13:46 14:01 28名
5000m 男女 1組 14:20 13:05 14:00 14:15 37名
5000m 男女 2組 14:48 13:33 14:28 14:43 34名
5000m 男女 3組 15:12 13:57 14:52 15:07 34名
5000m 男女 4組 15:35 14:20 15:15 15:30 40名

注意事項（抜粋）
・競技は本大会申し合せ事項により実施します。
・当日エントリー枠（全体で先着10名、参加費3,000円、ゼッケン手書き）をご用意します
　ので、ご希望の方はスタート30分前までに受付で参加費をお支払いの上でご参加ください。
・混雑緩和の観点から受付開始時間を設定しました。時間厳守にご協力願います。
・ゼッケン（胸）および参加賞は受付時に配付します。
・招集は受付（レース20分前まで）とスタート地点（レース5分前）で行います。
・悪天候その他の理由で競技会が中止または中断した場合、原則として出場料の返金は致しませ
　んので、予めご了承ください。
・競技中の事故に関しては、責任は負いかねます。
・計時は、チップ計測によります。スパイクの着用はOKです。
＜競技結果＞
　各選手の記録証は競技終了後速やかに会場で配布、
　リザルトは順次大会HPに掲載予定です。
　（ＵＲＬ） http://team-mk.net/mkdc/

種目

第60回 MxKディスタンストライアル（陸連非公認大会）



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）
ひよこ100m スタート時刻 13:30
1組目　※年少以上
No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 HALUTA
2 凡人ＲＣ NONOKA
3 TeamMxK HINATA
4 TeamMxK YUKIMI
5
6
7
8

2組目　※3歳未満
No 氏　名 カナ 所　属
1 TeamMxK HARUHI
2 凡人ＲＣ MIYU
3 KENTA
4 こうかいぼうKIDS SHINO
5 moco
6 TeamMxK IROHA
7
8



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）
1000m　男女1組 スタート時刻 13:40

ペースメーカー:①2分40秒、②2分55秒、③3分10秒、④3分30秒、⑤4分00秒、⑤5分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 上田 星矢 ウエダ セイヤ se-ya
2 中田 康一 ナカダ コウイチ KOUICHI
3 三浦 和貴 ミウラ カズタカ ＫＡＺＵ
4 藤平 真ノ介 トウヘイ シンノスケ manokai
5 秋山 貫太 アキヤマ カンタ Kanta
6 清水 修 シミズ オサム SHIMIZU
7 青柳 諒 アオヤギ リョウ AOYAGI
8 浅井 将尚 アサイ マサナオ MASANAO
9 柳谷 啓好 ヤナギヤ ヒロヨシ HIRO YN
10 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ KISHIDA
11 小嶋 優太 コジマ ユウタ KOJIMAYUTA
12 加藤 真奈 カトウ マナ MANA
13 永田 信繁 ナガタ ノブシゲ Nobu
14 木山 宏 キヤマ ヒロシ H.KIYAMA
15 山下 冬悟 ヤマシタ トウゴ TRICK
16 坂田 宏樹 サカタ ヒロキ HIRO
17 河野 光一 コウノ コウイチ 甲府陸協 KOUICHI
18 河村 祐人 カワムラ ユウト KAWAMUUU
19
20
21
22
① PM 井下裕貴
② PM 竹澤想大
③ PM 辻川諒
④ PM 澁谷宥介
⑤ PM 阿部飛雄馬
⑥ PM 河野孝志



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）
3000m　男女1組 スタート時刻 13:50

ペースメーカー:①9分45秒、②10分00秒、③10分30秒、④11分00秒、⑤11分30秒、⑥12分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 川上 聖真 カワカミ セイマ 勝瀬中 SEIMA
2 風間 龍介 カザマ リユウスケ SUKE
3 小林 清恭 コバヤシ キヨタカ KIYO
4 植田 晴真 ウエダ ハルマ 桐光学園中学校 HARUMA
5 坪井 浩一 ツボイ コウイチ TSUB?I
6 加藤 悠真 カトウ ユウマ YUMA
7 田中 幸二 タナカ コウジ ランフィールド Koji
8 犬童 太一 イヌドウ タイチ TAICHI
9 塚越 祐介 ツカコシ ユウスケ アスレティクス陸上クラブ TSUKA
10 葛西 悦星 カサイ エッセイ tokyobayrc Essay
11 小林 大介 コバヤシ ダイスケ Kobachan
12 木村 春翔 キムラ ハルト 矢口ランニングクラブ HARUTO
13 西澤 大生 ニシザワ ダイキ NISHIZAWA
14 半田 健二 ハンダ ケンジ GOTE
15 加藤 真緒 カトウ マオ MAO
16 増渕 竣介 マスブチ シュンスケ masushunn
17 足立 俊宏 アダチ トシヒロ 禿髪AC TOSHI
18 永田 佳秀 ナガタ ヨシヒデ Yoshi
19 石川 智史 イシカワ サトシ ishikawa
20 柳谷 啓好 ヤナギヤ ヒロヨシ HIRO YN
21 川上 聖陽 カワカミ セイヨウ ファイト川越 SEIYO
22 魚尾 英生 ウオオ ヒデキ HIDE
23 木村 優基 キムラ ユウキ 矢口ランニングクラブ YUKI
24 山﨑 詩大 ヤマザキ ウタ 矢口ランニングクラブ UTA
25 河村 祐人 カワムラ ユウト KAWAMUUU
26 横尾 篤 ヨコオ アツシ Atsushi
27 渡邉 一博 ワタナベ カズヒロ なべ
28 根本 和喜 ネモト カズキ NK
29 小澤 瑛樹 オザワ エイキ MF EIKI
30 高野 究 タカノ キワム TAKANO
① PM 井下裕貴
② PM 竹澤想大
③ PM 辻川諒
④ PM 澁谷宥介
⑤ PM 阿部飛雄馬
⑥ PM 河野孝志



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）
3000m　男女2組 スタート時刻 14:06

ペースメーカー:①8分45秒、②9分00秒、③9分15秒、④9分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 佐藤 怜 サトウ レイ クラブR2東日本 Rei
2 木村 元 キムラ モトキ 駒大AC MOTOKI
3 堀田 光輝 ホッタ ミツキ HOTTA
4 齋藤 俊平太 サイトウ シュンペイタ 玄海田公園RC PEITA
5 鈴木 護弘 スズキ モリヒロ SUZUKI
6 小林 祐也 コバヤシ ユウヤ SUNNY FISH KOBA
7 千葉 羽成生 チバ ハナウ 川越市陸協 HANAU
8 手塚 大亮 テヅカ ダイスケ グレートヅカ
9 蒲生 晟也 ガモウ セイヤ 明大同 seiya
10 高橋 徹 タカハシ トオル T-TAKAHASHI
11 外山 海翔 トヤマ カイト 横浜市立菅田中学校 TOYAMA
12 出口 陽也 デグチ アキヤ DEGUCHI
13 加藤 優一 カトウ ユウイチ KATO
14 山崎 純二 ヤマザキ ジュンジ ＹAM A
15 西城 舜亮 サイジョウ シュンスケ SHUNSNKE SAIJYO

16 新村 隆幸 シンムラ タカユキ Shimmura
17 畠山 康平 ハタケヤマ コウヘイ 永田町独身寮 HATAZO
18 三村 亮仁 ミツムラ アキヒト グレートムラ
19 外村 直樹 ホカムラ ナオキ Jクラブ HOKAMURA
20 浦霧 誠也 ウラギリ セイヤ URA
21 岡部 健太 オカベ ケンタ Ken
22 佐々木 俊治 ササキ シュンジ SHUNJI
23 磯崎 蓮凌 イソザキ レンヤ 新田中 RENYA
24 熊谷 卓哉 クマガイ タクヤ KRP KUMAGAI
25 村上 歩 ムラカミ アユム ayum
26 出淵 文也 イズブチ フミヤ 高崎経済大学 BUCHIMARU
27 島田 淳志 シマダ アツシ 高崎経済大学 しまちゃん
28 岡田 卓磨 オカダ タクマ takuma
29
30
① PM 井下裕貴 PM 竹澤想大

② PM 辻川諒
③ PM 澁谷宥介
④ PM 阿部飛雄馬



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）
5000m　男女1組 スタート時刻 14:20
ペースメーカー:①19分30秒、②20分00秒、③20分30秒、④21分00秒、⑤22分00秒、⑥23分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 池 政志 イケ セイジ 京都マスターズ IKEZEIRISHI
2 武井 真一 タケイ シンイチ TAKEI
3 石井 明夫 イシイ アキオ ISHII
4 栗山 哲也 クリヤマ テツヤ TK24
5 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウ モンベル ＹＵＩＣＨＩＲＯ

6 アサリ トモヒロ アサリ トモヒロ asa
7 滝童内 和輝 タキドウウチ カズキ TAKI
8 黒瀬 秀樹 クロセ ヒデキ Hide
9 小林 大輔 コバヤシ ダイスケ KOBAYASHI
10 福田 和史 フクダ カズシ KAZU
11 森井 保次 モリイ ヤスツグ ＳＷＡＣ Morii
12 戸塚 清 トツカ キヨシ ONE TOKYO RC KIYOSHI
13 日置 信和 ヒオキ ノブ MAC HIOKI
14 荒川 達也 アラカワ タツヤ TATSU
15 徳田 和美 トクダ カズミ TOK
16 本田 牧子 ホンダ マキコ まるお製作所RC Kuma
17 半谷 謙寿 ハンガイ ケンジュ ハリアーズ ＨＧＲ
18 高橋 一郎 タカハシ イチロウ ICHIRO
19 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル Team RxL Yamazaki
20 藤平 真ノ介 トウヘイ シンノスケ manokai
21 魚尾 英生 ウオオ ヒデキ HIDE
22 森 正行 モリ マサユキ MM
23 石井 正樹 イシイ マサキ ishii
24 飯尾 健 イイオ ケン KEN
25 石川 敏和 イシカワ トシカズ RUN塾 E/YAZAWA
26 高橋 敏雄 タカハシ トシオ ウルプロ TOSHI
27 松本 美里 マツモト ミサト TeamMxK MISATO
28 榎本 眞弓 エノモト マユミ MAYUMI
29 海老原 幸司 エビハラ コウジ 松戸２１ＲＣ ＥＢ
30 出井 亜実 イデイ アミ SORA
31 直井 紀子 ナオイ ノリコ NORIKO
32 眞柄 智博 マガラ トモヒロ MAGARA
33 眞柄 直子 マガラ ナオコ NAO
34 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ KISHIDA
35 橋本 有司 ハシモト ユウジ YUJI
36 外山 敦子 トヤマ アツコ TOYAMA
37 石川 涼子 イシカワ リヨウコ RYOKO
38
39
40
① PM 河野孝志
② PM 阿部飛雄馬
③ PM 河合謙一
④ PM 門出康孝
⑤ PM 齋藤拓也
⑥ PM 安留ゆかり



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）
5000m　男女2組 スタート時刻 14:48

ペースメーカー:①18分00秒、②18分20秒、③18分40秒、④19分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 北川 悟 キタガワ サトル SATORU
2 佐藤 智明 サトウ トモアキ SATO
3 名知 哲也 ナチ テツヤ NACHI
4 紺野 亘介 コンノ コウスケ POTI
5 下村 秋平 シモムラ シュウヘイ SHIMO
6 辻裏 雅宏 ツジウラ マサヒロ Masa
7 森川 雅樹 モリカワ マサキ アリーディ ジャッカル
8 山口 幹哉 ヤマグチ ミキヤ MKY
9 西澤 大生 ニシザワ ダイキ NISHIZAWA
10 芹澤 寛正 セリザワ ヒロタダ HIRO
11 渡辺 友洋 ワタナベ トモヒロ TOMOHIRO
12 中田 康一 ナカダ コウイチ KOUICHI
13 柳谷 啓好 ヤナギヤ ヒロヨシ HIRO YN
14 堀内 純 ホリウチ ジュン HORIUCHI
15 上岡 基洋 ウエオカ モトヒロ TGT moto
16 萩野谷 賢太 ハギノヤ ケンタ HAGI
17 小田中 隆二 オダナカ リユウジ TeamM×K ODA
18 中村 祐輔 ナカムラ ユウスケ SCR NAKAMURA
19 井上 航颯 イノウエ コウソウ INOUE
20 Ｓｗｅｅｔ Ｄａｖｉｄ スウイート デビット SWEET
21 清水 修 シミズ オサム 松岡水産 OSAMU
22 大槻 知史 オオツキ サトシ STS
23 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ Miyoshi
24 出井 正隆 イデイ マサタカ 足柄男塾 moco p
25 柳原 秀 ヤナギハラ スグル SUGURU
26 新城 かおり シンジョウ カオリ Joe
27 ⾧谷田 剛史 ハセダ タケシ 大阪ランナーズ TAKESHI
28 中曽 太陽 ナカソ タイヨウ NAKASOTAIYO

29 伊東 朋 イトウ トモ TOMO
30 西浜 悟史 ニシハマ サトシ NISHIHAMA
31 八嶋 航輔 ヤシマ コウスケ K
32 田口 明 タグチ アキラ AKIRA
33 斎藤 絵美 サイトウ エミ eMi
34 杉山 純也 スギヤマ ジュンヤ Jun
35
36
37
38
39
40
① PM 河合謙一
② PM 門出康孝
③ PM 齋藤拓也
④ PM 安留ゆかり



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）
5000m　男女3組 スタート時刻 15:12

ペースメーカー:①16分20秒、②16分40秒、③17分00秒、④17分20秒、⑤17分40秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 柴田 大輔 シバタ ダイスケ DAISUKE
2 ハヤシ 　 ハヤシ 　 チームハヤシ HAYASHI
3 広井 海人 ヒロイ カイト 明大同 last RUN
4 木幡 沢也 コハタ タクヤ TAKUYA
5 小畑 光城 オバタ ミツシロ まるお製作所RC OBATA
6 吉平 拓也 ヨシヒラ タクヤ YOSHIHIRA
7 佐々木 拓 ササキ タク TAKU
8 古城戸 真之 フルキド マサユキ furukido
9 伴 卓磨 バン タクマ KERO KERO
10 安達 功 アダチ イサオ TEAM R×L + ISAO
11 小⾧根 広貴 コナガネ ヒロキ HIROKI
12 水落 徳哲 ミズオチ ノリアキ ＦＲＣ MIZO
13 田前 力也 タマエ リキヤ RIKIYA
14 古川 昌司 フルカワ マサシ SCR MASASHI
15 笠原 雅人 カサハラ マサト masa
16 荊沢 貴之 バラサワ タカユキ THY
17 大槻 順朗 オオツキ カズアキ 凡人ＲＣ Kazuaki
18 花田 蒼太 ハナタ ソウタ 東京理科大学 hanateia
19 増子 亘輝 マシコ コウキ Kouki
20 荻原 慶也 オギハラ ケイヤ KEI
21 齋藤 凜之介 サイトウ リンノスケ ねこすけ
22 田中 勇 タナカ イサム ドリームアシストクラブ ISAMU
23 成塚 拓真 ナリヅカ タクマ T Narizuka
24 髙村 貴子 タカムラ タカコ TAKAKO
25 小島 洋平 コジマ ヨウヘイ 夜明け前陸上部/まるお製作所埼玉支部 YOUHEI
26 鎌滝 慧 カマタキ サトシ s.k
27 黒瀬 輝章 クロセ テルアキ KURO
28 江口 竣 エグチ シュン SHUN
29 石田 賢 イシダ サトシ DreamAC ISHIDA
30 三原 祐大 ミハラ ユウタ MIHARA
31 吉川 怜 ヨシカワ レイ RAY
32 菊池 雄太 キクチ ユウタ KIKU
33 加藤 倫亜 カトウ リンア ウィングAC RIN-K
34 千葉 羽成生 チバ ハナウ 川越市陸協 CHIBA
35
36
37
38
39
40
① PM 井下裕貴
② PM 竹澤想大
③ PM 辻川諒
④ PM 佐藤達也
⑤ PM 鎌田紘宜



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 15:35

ペースメーカー:①14分10秒、②14分30秒、③15分00秒、④15分30秒、⑤16分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 梶原 有高 カジワラ アリタカ 神奈川陸協 KAJIWARA
2 海津 達也 カイヅ タツヤ KAIZU
3 川内 鮮輝 カワウチ ヨシキ Jaybird Jaybird
4 飯田 勇希 イイダ ユウキ KP YUKI
5 嶋田 暢喜 シマダ ノブキ 山梨学院高校 NOBUKI
6 玉澤 良太 タマザワ リョウタ tama
7 岡田 拓己 オカダ タクミ 東京陸協 Takumi
8 武藤 有亮 ムトウ ユウスケ BACK MUTO
9 富張 裕紀 トミハリ ユウキ 矢口ランニングクラブ TOMI
10 刈谷 厚 カリヤ アツシ MERRY
11 石原 洸 イシハラ タケル Ishihara
12 Ｓｔａｌｌａｒｄ Ｇｌｅｎ スタラード グレン GLENSTALLARD

13 齋藤 俊平太 サイトウ シュンペイタ 玄海田公園RC PEITA
14 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ 濃厚とんこつ GBA
15 中野 洸介 ナカノ コウスケ さいたま市陸協 Ko
16 戸澤 佳祐 トザワ ケイスケ チームおっさん ossan
17 上條 記男 カミジョウ ノリオ PAPANORI
18 蒲生 晟也 ガモウ セイヤ 明大同 seiya
19 本江 拓海 ホンゴウ タクミ Takumi
20 吉田 周平 ヨシダ シユウヘイ YOSHIDA
21 荒井 健汰 アライ ケンタ KENTA
22 射場本 綾 イバモト リョウ RYO
23 酒井 敦志 サカイ アツシ 狛江市陸協 ＡＴＵＳＨＩ
24 笠木 肇 カサギ ハジメ HAJIME
25 佐藤 怜 サトウ レイ クラブR2東日本 Rei
26 普久原 遥哉 フクハラ ハルヤ HARUYA
27 斉藤 優大 サイトウ ユウダイ 明大同 YUDAI
28 政田 勇輝 マサダ ユウキ MASADA
29 宮本 健矢 ミヤモト ケンヤ 明大同 MK
30 ＵＫ ＨＡＲＲＩＳＳＯＮ ウック ハリソン 南蛮連合 Harri
31 関 辰弥 セキ タツヤ 戸田市陸協 SEKITATSU
32 手塚 大亮 テヅカ ダイスケ グレートムラ
33 上田 星矢 ウエダ セイヤ se-ya
34 安部 嘉葵 アベ ヨシキ RSLab ABECHAN
35 稲垣 陽平 イナガキ ヨウヘイ 美野里クラブ ＩＮＡ
36 松田 憲彦 マツダ ノリヒコ MATSU
37 菊地 優志 キクチ ユウジ ABC
38 吉田 健吾 ヨシダ ケンゴ 栃木陸協 YOSHIDA
39 村上 歩 ムラカミ アユム ayum
40 藤山 智史 フジヤマ サトシ SATOSHI
① PM 井下裕貴 PM 竹澤想大

② PM 辻川諒 PM 澁谷宥介

③ PM 阿部飛雄馬
④ PM 佐藤達也
⑤ PM 鎌田紘宜


