
＜日時＞

＜会場＞

＜受付＞

＜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

1500m 男女 1組 13:05 12:05 12:35 13:00 23名

1500m 男女 2組 13:14 12:05 12:44 13:09 21名

1500m 男女 3組 13:23 12:08 12:53 13:18 22名

1500m 男女 4組 13:32 12:17 13:02 13:27 20名

5000m 男女 1組 13:40 12:25 13:10 13:35 45名

5000m 男女 2組 14:06 12:51 13:36 14:01 46名

5000m 男女 3組 14:30 13:15 14:00 14:25 47名

5000m 男女 4組 14:52 13:37 14:22 14:47 46名

5000m 男女 5組 15:14 13:59 14:44 15:09 45名

5000m 男女 6組 15:36 14:21 15:06 15:31 50名

5000m 男女 7組 15:58 14:43 15:28 15:53 47名

5000m 男女 8組 16:19 15:04 15:49 16:14 46名

5000m 男女 9組 16:40 15:25 16:10 16:35 45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。

・エントリー多数につき、当日エントリーは受付できませんので、ご了承ください。

・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30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。

・記録証は希望者全員に、記録掲示後に発行します。開催日当日に発行所までお越しください。

　※原則、開催日の翌日以降は受付いたしません。

＜競技結果＞

　レース結果は大会当日に会場に掲示するとともに、

　主催者ウェブサイトへ掲載いたします。

　（ＵＲＬ） http://team-mk.net/mkdc/

種目

第39回 MxKディスタンストライアル

2021年1月23日（土）13時05分～16時55分

代々木公園陸上競技場（織田フィールド）

12時05分～競技開始30分前迄　代々木公園陸上競技場　入口

http://team-mk.net/mkdc/


MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

1500m　男女1組 スタート時刻 13:05

ペースメーカー：①5分30秒、②5分45秒、③6分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 村上 貴博 ムラカミ タカヒロ シーデイズ TAKAHIRO

2 藤井 悠果 フジイ ハルカ 矢口ランニングクラブ HARUKA

3 安西 義則 アンザイ ヨシノリ anpu anpu

4 Ashley Grantham Ashley Grantham Ashley Grantham

5 西山 花音 ニシヤマ カノ 矢口ランニングクラブ KANO

6 倉田 桃花 クラタ モモカ 矢口ランニングクラブ MOMOKA

7 篠原 かおり シノハラ カオリ SOMPORC KAORI

8 山﨑 詩大 ヤマザキ ウタ 矢口ランニングクラブ UTA

9 木村 幸 キムラ サチ KEMORA

10 野村 彩香 ノムラ アヤカ AYAKA

11 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル Team RxL Yamachan

12 山口 俊幸 ヤマグチ トシユキ YAMAGUCHI

13 池田 昌平 イケダ ショウヘイ o0O0o0O0o

14 長田 麗 ナガタ レイ REI

15 武田 太郎 タケダ タロウ TARO

16 好士 理恵子 コウシ リエコ えもと塾 Rieko

17 塚越 葵葉 ツカコシ アオバ 矢口ランニングクラブ AOBA

18 髙野 大地 タカノ ダイチ 矢口ランニングクラブ DAICHI

19 木村 春翔 キムラ ハルト 矢口ランニングクラブ HARUTO

20 八木 茂典 ヤギ シゲノリ SHIGE

21 須藤 慶大 ストウ ヨシヒロ 東村山ＳＲＣ SUTO

22 安井 覚弘 ヤスイ カクヒロ 江東区陸協 YASUI

23 國廣 啓太 クニヒロ ケイタ KEITA

① PM 三津家貴也

② PM 高橋風成

③ PM 石川聖也



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

1500m　男女2組 スタート時刻 13:14

ペースメーカー：①5分00秒、②5分10秒、③5分20秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウ モンベル YUICHIRO

2 笹本 浩司 ササモト コウジ SASA

3 神田 尚彦 カンダ タカヒコ KANKAN

4 米倉 雄大 ヨネクラ タケヒロ TOTTOSAN

5 中薗 茂樹 ナカゾノ シゲキ チームグリーントラック ZONO

6 木村 優基 キムラ ユウキ 矢口ランニングクラブ KIMURA

7 外間 結那 ソトマ ユイナ 矢口ランニングクラブ YUINA

8 岩元 快龍 イワモト カイリュウ IWAMOTO

9 鈴木 宏之 スズキ ヒロユキ ニッポンランナーズ SUZUMARU

10 谷口 智哉 タニグチ トシヤ T

11 小川 創平 オガワ ソウヘイ OGASO

12 磯崎 蓮凌 イソザキ レンヤ SWAC横浜 RENYA

13 小堤 峻 オツヅミ シュン アトミクラブ SHUN.O

14 荒井 恵理子 アライ エリコ RRC ERIKO

15 山崎 直人 ヤマザキ ナオト ZAKI

16 青木 隆哉 アオキ リュウヤ Ryu-

17 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ Miyoshi

18 柴田 遥華 シバタ ハルカ JR東日本千葉 HARUKA

19 櫻井 芳夫 サクライ ヨシオ 富山県庁 SAKU

20 山口 昇太 ヤマグチ ショウタ YAMAGUCHI

21 増山 和伸 マスヤマ カズノブ KAZUNOBU

22

① PM 三津家貴也

② PM 高橋風成

③ PM 石川聖也



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

1500m　男女3組 スタート時刻 13:23

ペースメーカー：①4分40秒、②4分45秒、③4分50秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 ウェルスティード 暁 ウェルスティード アキラ 東京都陸上競技協会 Akira

2 永井 聡 ナガイ サトシ インサイト S_NAGAI

3 足立 俊宏 アダチ トシヒロ TOSHI

4 大崎 仁 オオサキ ヒトシ 滋賀マスターズ HITOSHI

5 中田 康一 ナカダ コウイチ KOUICHI

6 富弥 諄 トミヤ ジュン JUJU

7 近内 京太 コンナイ キョウタ Windrun KON

8 森 拓郎 モリ タクロウ takuro

9 村上 勇太 ムラカミ ユウタ 都立大塚病院 Yuta

10 吉成 篤 ヨシナリ アツシ 東京陸協 ＹＯＳＨＩＮＡＲＩ

11 永田 佳秀 ナガタ ヨシヒデ 深大寺走友会 yoshi

12 百瀬 優 モモセ マサル パトスラグビークラブ MOMO

13 呉 世安 クレ セアン SEAN

14 薮下 顕史 ヤブシタ ケンジ SOMPORC YABU

15 鵜沼 巧 ウヌマ タクミ UNUMA

16 小山 俊大 コヤマ トシヒロ 心の故郷（ふるさと）はモンゴルの会 Mongolia

17 和久井 輝 ワクイ テル 910

18 村上 勇太 ムラカミ ユウタ 都立大塚病院 Yuta

19 近藤 雄二 コンドウ ユウジ 東京陸協 YUJI

20 菅原 伸明 スガワラ ノブアキ SUGAWARA

21 田中 達也 タナカ タツヤ 田中競歩軍 RocketVeebyBoy

22 石川 直 イシカワ タダシ ISHIKAWA

① PM 三津家貴也

② PM 高橋風成

③ PM 石川聖也



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

1500m　男女4組 スタート時刻 13:32

ペースメーカー：①4分10秒、②4分20秒、③4分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 坂内 亮輔 バンナイ リョウスケ BAN

2 小林 徹 コバヤシ トオル toru

3 大田黒 太郎 オオタグロ タロウ TARO

4 大石 祐希 オオイシ ユウキ yuuki

5 森 孝博 モリ タカヒロ 東京陸上競技協会 ＭＯＲＩ

6 中堀 翼 ナカホリ ツバサ 湘南ゴールドエナジー TSUBASA

7 野口 剛 ノグチ ゴウ GO

8 小林 敬英 コバヤシ タカヒデ スクーデリア長津田 TAKAHIDE

9 山川 真裕 ヤマカワ マヒロ ＹＭ

10 射場本 綾 イバモト リョウ IBA

11 松浦 寛輝 マツウラ ヒロキ クラブR2東日本 MATSUURA

12 長谷川 雄一 ハセガワ ユウイチ 東京陸協 Yuuichi

13 青柳 諒 アオヤギ リョウ 東京陸協 AOYAGI

14 内海 天斗 ウツミ タカト ランナーズハイ Takato

15 渡辺 毅 ワタナベ タケシ 東久留米 ＴＡＫＥ

16 北山 俊太朗 キタヤマ シュンタロウ 千住ジュニア ＳＹＵＮ

17 有山 将太郞 アリヤマ ショウタロウ SA

18 谷本 憲太郎 タニモト ケンタロウ TOKYO BAY RC KEN

19 川口 大貴 カワグチ ダイキ KAWAGUCHI

20 大森 教尋 オオモリ ノリヒロ ポポロAC OMORI

21
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① PM 三津家貴也

② PM 高橋風成

③ PM 石川聖也



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 13:40

ペースメーカー：①20分00秒、②20分30秒、③21分00秒、④21分30秒、⑤22分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 早坂 孝治 ハヤサカ タカハル アトミ Hayasaka

2 島田 進司 シマダ シンジ SHINJI

3 齋藤 隆義 サイトウ タカヨシ カヨレン Takayoshi

4 清水 孝行 シミズ タカユキ 麦わらの一味 SHIMIZU

5 神田 尚彦 カンダ タカヒコ KANKAN

6 半谷 謙寿 ハンガイ ケンジュ ハリアーズ HGR

7 安間 慎介 アンマ シンスケ SHINSUKE

8 馬詰 義明 ウマヅメ ヨシアキ TeamMxK UMAZUME

9 後藤 信雄 ゴトウ ノブオ PMDMC PTSM

10 小林 威司 コバヤシ タケシ BaSRC TAKESHI

11 川本 雅夫 カワモト マサオ フラーレン masaosan

12 斉藤 拓也 サイトウ タクヤ saito itsuki

13 木山 宏 キヤマ ヒロシ 埼玉石心会病院 KIYAMA

14 角田 祐基 カクダ ユウキ YUKI

15 中島 美音 ナカジマ ミオ MIO

16 太田 理恵 オオタ リエ RAC Rie

17 末井 孝則 マツイ タカノリ takanuri

18 小林 隆久 コバヤシ タカヒサ VIVA RUN KOBAYASHI

19 篠原 真由美 シノハラ マユミ YUMA

20 関根 正之 セキネ マサユキ MASAYUKI

21 村上 貴博 ムラカミ タカヒロ シーデイズ TAKAHIRO

22 横山 康治 ヨコヤマ コウジ IRC BOZE

23 井上 千春 イノウエ チハル CHIHARU

24 石川 貴康 イシカワ タカヤス 豊洲月島会 ミクパパ

25 青木 洋輔 アオキ ヨウスケ MRC AOKING

26 中嶋 将吾 ナカジマ ショウゴ （株）グラニフ MALDINI

27 藤澤 由紀 フジサワ ユキ YFUJISAWA

28 石井 正樹 イシイ マサキ ishii

29 石川 涼子 イシカワ リヨウコ RYOKO

30 丹下 龍一 タンゲ リュウイチ TANGE

31 田中 久善 タナカ ヒサヨシ Team M×K HISA

32 廣嶋 優子 ヒロシマ ユウコ YUKO

33 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル Team RxL Yamachan

34 松本 美里 マツモト ミサト TeamMxK MISATO

35 細谷 みゆき ホソヤ ミユキ 松戸21RC MIYUKI

36 君塚 千泰 キミヅカ チヒロ KIMI

37 手塚 友喜 テヅカ ユキ RUN塾 YUKI

38 猪狩 忠昭 イガリ タダアキ T3 GARI

39 沖本 茂 オキモト シゲル GMCC OKI

40 BAE SUJIN ベ スジン ドMランナーズ Sujin

41 小又 和徳 オマタ カズノリ KAZU

42 ABE HIROKO アベ ヒロコ 三友システムアプレイザル ABE

43 中村 洸太 ナカムラ コウタ 駒場オリオンズ KOUTA

44 小林 徹 コバヤシ トオル 横浜市陸協 TORU

45 田中 和宮 タナカ カズミ KANSUKE

① PM 緑川優

② PM 土谷和貴

③ PM 長江隆行

④ PM 塩谷信二

⑤ PM M高史



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 14:06

ペースメーカー：①19分00秒、②19分15秒、③19分30秒、④19分45秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 高橋 順一 タカハシ ジュンイチ ランニング・デポ JUN JUN

2 佐藤 智行 サトウ トモユキ 多摩川サブスリーをめざす会 多摩サブ

3 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウ モンベル YUICHIRO

4 大槻 知史 オオツキ サトシ つじかぜac SATOSHI_O

5 相馬 謙吾 ソウマ ケンゴ 横浜市陸協 SOUMA

6 大原 梓 オオハラ アズサ az

7 日置 信和 ヒオキ ノブカズ MAC HIOKI

8 藤吉 亮輔 フジヨシ リョウスケ VivaRunInTOKYO TOHKICHI

9 橘 彩 タチバナ アヤ 湘南美容 AYA

10 吉野 弘 ヨシノ ヒロシ 松戸市民ランナーズ hiro

11 武田 亮平 タケダ リョウヘイ TAKEDA

12 小山 俊大 コヤマ トシヒロ 心の故郷（ふるさと）はモンゴルの会 Mongolia

13 松本 真 マツモト マコト 別所沼スマイルRC MAKOTO

14 井田 健一 イダ ケンイチ idaten

15 出口 靖規 デグチ ヤスノリ DEGUCHI

16 谷口 智哉 タニグチ トシヤ T

17 西浜 悟史 ニシハマ サトシ NISHIHAMA

18 北浜 秀則 キタハマ ヒデノリ HIDE

19 杉山 健太 スギヤマ ケンタ SUGIYAMA

20 山崎 直人 ヤマザキ ナオト ZAKI

21 改発 次郎 カイホツ ジロウ JIRO

22 若松 瑠利 ワカマツ ルリ RURI

23 田邊 亮子 タナベ リョウコ ryoko

24 井合 公義 イアイ キミヨシ KIMI

25 池内 匡史 イケウチ マサシ MASASHI

26 井上 宜久 イノウエ ノリヒサ TeamM×K NORI

27 石井 明夫 イシイ アキオ 樂走組 ISHII

28 広井 渡 ヒロイ ワタル Team W+H wata

29 今 躍作 コン イッサ イッサ

30 鈴木 武史 スズキ タケシ フイナム ランニング クラブ SUZU

31 田嶌 カズノリ タシマ カズノリ もくもくTRC Tashima Kazunori

32 岡部 康矢 オカベ コウヤ 駒沢朝5時ランナーズ KOYA

33 西出 慎吾 ニシデ シンゴ 特になし Shinkichi

34 阿部 健太郎 アベ ケンタロウ Adidas Tokyo Great Runner ABE

35 小澤 瑠里子 オザワ ルリコ えもと塾 OZAWA

36 松崎 清吾 マツザキ セイゴ matsuzaki

37 古山 陽介 フルヤマ ヨウスケ FURU

38 齋藤 貴宏 サイトウ タカヒロ ニッポンランナーズ TAKA

39 早川 和孝 ハヤカワ カズタカ アトミクラブ KAZU

40 清水 良紀 シミズ ヨシキ YOSHIKI

41 木村 浩美 キムラ ヒロミ Runbbits Hiromi

42 飯尾 健 イイオ ケン KEN

43 浦 もみじ ウラ モミジ TEAM M xK MOMIJI

44 椋林 裕太 ムクバヤシ ユウタ らんはい MUKU

45 伊東 弥生 イトウ ヤヨイ RUNNING SCIENCE LAB YAYOI

46 澤藤 卓也 サワフジ タクヤ 武駒 YIEA Tokyo Academy

① PM 緑川優

② PM 土谷和貴

③ PM 長江隆行

④ PM 塩谷信二



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 14:30

ペースメーカー：①18分20秒、②18分35秒、③18分50秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 前田 健輔 マエダ ケンスケ 平井ランニングクラブ M.K.H

2 小高 潤 オダカ ジュン TeamMxK JUN

3 皆川 麻美 ミナカワ アサミ あちゃ練 Acha

4 宮本 類 ミヤモト ルイ RUI

5 中村 卓哉 ナカムラ タクヤ TAKUYA

6 阿部 克臣 アベ カツオミ うさおＲＣ ABE

7 友広 勝哉 トモヒロ カツヤ TomoKatsu

8 鷺森 愛子 サギモリ アイコ SAGI

9 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ クラブR2東日本 Kishida

10 堀川 翔悟 ホリカワ ショウゴ Skys The Limit  RC shogo

11 阿久澤 隆 アクザワ タカシ ELDORESO AQ

12 川島 祥 カワシマ ショウ SHO

13 笹本 浩司 ササモト コウジ SASA

14 田中 佑磨 タナカ ユウマ YT

15 佐々木 卓郎 ササキ タクロウ TAKURO

16 鵜沼 巧 ウヌマ タクミ UNUMA

17 木村 哲 キムラ サトシ TETSU

18 保岡 昌彦 ヤスオカ マサヒコ yasuoka

19 宮本 直樹 ミヤモト ナオキ NAOKI

20 松田 好弘 マツダ ヨシヒロ 蒼穹クラブ YOSHI

21 梅田 進也 ウメダ シンヤ UME

22 石川 修一 イシカワ シュウイチ SHU

23 平島 達也 ヒラシマ タツヤ HIRASHI

24 濱田 憲和 ハマダ ノリカズ NORIKAZU

25 片山 真平 カタヤマ シンペイ ランボーズ shinpei

26 廣瀬 健太郎 ヒロセ ケンタロウ HIROKEN

27 原 健介 ハラ ケンスケ HARAKEN RUNNING CLUB HARAKEN

28 荒井 寛太 アライ カンタ 横浜市陸協 ARAI

29 牧之瀬 修 マキノセ オサム OSAMU

30 山口 幹哉 ヤマグチ ミキヤ MKY

31 鶴 一磨 ツル カズマ 多摩川サブ3 TSURU

32 酒井 辰哉 サカイ タツヤ 荏田高OB TATSUYA

33 名知 哲也 ナチ テツヤ TN

34 木村 正顯 キムラ マサアキ RAC kimu

35 牧野 絵里子 マキノ エリコ ユメリク女学園 KACKY

36 鈴木 聡 スズキ タダシ 二子玉川走友会 suzuki

37 合田 なぎさ ゴウダ ナギサ TDMR nagisa

38 星 広美 ホシ ヒロミ HOSHI

39 林 寛之 ハヤシ ヒロユキ VIVA RUN Hayashi

40 村松 健 ムラマツ ケン MATSUKEN

41 羽鳥 光郎 ハトリ ミツロウ みつ

42 塚本 恒 ツカモト ヒサシ 福井ＲＣ ツカ

43 島本 新 シマモト アラタ ARATA

44 川合 千春 カワイ チハル CHIHARU

45 青野 豪 アオノ ゴウ G.Aono

46 岩田 惠五 イワタ ケイゴ IWATA

47 桜井 健一郎 サクライ ケンイチロウ SAKURAI

① PM 緑川優

② PM 土谷和貴

③ PM 長江隆行



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 14:52

ペースメーカー：①17分45秒、②18分00秒、③18分15秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 西 麻依子 ニシ マイコ RUN塾 Maiko

2 矢島 秀悟 ヤジマ ヒデノリ 埼玉陸上競技協会 YAJIMA

3 山本 雄一朗 ヤマモト ユウイチロウ 青葉総合法律事務所 Yamamoto

4 向野 宝 ムカノ タカラ MUKANO

5 大川 高輝 オオカワ コウキ 東京陸協 KOKI

6 渡邉 学 ワタナベ マナブ TDMR WATANABE

7 山本 祐輔 ヤマモト ユウスケ NST Yusuke

8 佐伯 智 サエキ サトシ SAEKI

9 寺尾 隆宏 テラオ タカヒロ rollingbase TERAO

10 中野 沙知 ナカノ サチ 青梅トレラン部 SACHI

11 黒田 なつみ クロダ ナツミ BeBe NATSUMI

12 静谷 智泰 シズヤ トモヤス 横浜消防 SHIZUYA

13 好士 理恵子 コウシ リエコ えもと塾 Rieko

14 田口 祐治 タグチ ユウジ 三菱商事同好会 GUCCI

15 藤井 圭介 フジイ ケイスケ 八千代ボンズ KEISUKE

16 Potiron Yoann Potiron Yoann Namban Rengo BOKU

17 伊藤 健一 イトウ ケンイチ 東京陸協 　ITO

18 森田 周一 モリタ シユウイチ 小金井公園おじさん練習会 MORITA

19 宅島 豊人 タクシマ トヨヒト ニチバン TOYOHITO

20 石井 正吾 イシイ ショウゴ ISHII ISHII

21 松田 文貴 マツダ フミタカ T TＡC ＢＵＮ

22 森下 浩 モリシタ ヒロシ kohaikun

23 石田 賢 イシダ サトシ DreamAC ISHIDA

24 打野 里奈 ウチノ リナ 東京陸協 UCHINO

25 高橋 一平 タカハシ イッペイ TAKA

26 明田 圭一郎 アケタ ケイイチロウ akeCap

27 広瀬 弘宣 ヒロセ ヒロノブ BEBE HIROSE

28 秋山 和彦 アキヤマ カズヒコ ＫＡＺＵ

29 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 中家軍 NAKAYA

30 梶田 進一郎 カジタ シンイチロウ FJRC KAJI

31 重松 健由 シゲマツ ケンユウ うたクラブ UTA

32 青柳 諒 アオヤギ リョウ 東京陸協 AOYAGI

33 城田 泰久 シロタ ヤスヒサ 小金井おじ練 小金井おじ練

34 島田 裕二 シマダ ユウジ SHIMA

35 辻村 清志 ツジムラ セイジ hds

36 山崎 希 ヤマサキ アキラ AKIRA

37 奥田 一之 オクダ カズユキ Kazu

38 天満 優一朗 テンマ ユウイチロウ TEMMA

39 吉田 和彦 ヨシダ カズヒコ 小鳥キッス Kazuhiko

40 乗松 良昌 ノリマツ ヨシマサ nori

41 鶴田 智久 ツルタ トモヒサ Team MxK TOMOHISA

42 大湯 忠彦 オオユ タダヒコ SEIBIYAMA YOU

43 佐藤 智明 サトウ トモアキ SATO

44 浅井 将尚 アサイ マサナオ ASAI

45 進 麻美子 シン マミコ 第五中隊 MAMI

46 藤井 賢一 フジイ ケンイチ 流山CJ FUJIKEN

① PM 岡本拓也

② PM 小檜山利輝

③ PM 荒幡寛人



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

5000m　男女5組 スタート時刻 15:14

ペースメーカー：①17分15秒、②17分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 野口 健史 ノグチ タケシ ポポロＡＣ NOGUTAN

2 鈴木 宏之 スズキ ヒロユキ ニッポンランナーズ SUZUMARU

3 上野 力 ウエノ ツトム アトミクラブ RIKI

4 高橋 賢 タカハシ サトシ アトミクラブ TAKAHASHI

5 島田 悟 シマダ サトル 千葉陸協 SMD

6 本郷 孝知 ホンゴウ タカアキ Team MxK HG

7 西崎 昌宏 ニシザキ マサヒロ 小金井おじ練 NISSHY

8 橋本 隆正 ハシモト タカマサ つじかぜＡＣ hassie

9 高林 祥生 タカバヤシ ヨシキ YOSHI

10 鈴木 啓太 スズキ ケイタ KEITA

11 小出 剛史 コイデ タケシ Namban Rengo Takeshi

12 瀧波 美緒 タキナミ ミオ MIO

13 飯島 健太郎 イイジマ ケンタロウ 大阪陸協 KENTARO

14 川西 宏幸 カワニシ ヒロユキ T.T-AC Kawanishi

15 奥村 直樹 オクムラ ナオキ 小金井おじさん練習会 NAOKI

16 石榑 昌也 イシグレ マサヤ プロジェクト16 GURE

17 林 洋輔 ハヤシ ヨウスケ yosan

18 勝山 真衣 カツヤマ マイ MAI

19 近内 京太 コンナイ キョウタ WindRun Kon

20 久保 康生 クボ ヤスオ 横手ＲＣ KUBO

21 濱崎 由莉 ハマサキ ユリ GRlab関東 YURI

22 安田 有佑 ヤスダ ユウスケ 多磨駅伝部 Yousuke

23 戸村 健 トムラ ケン 東京陸協 TOMURA

24 木住野 善男 キシノ ヨシオ 東京陸協 Kissy

25 原藤 たいすけ ハラトウ タイスケ 高校 TAISUKE

26 松岡 李樹 マツオカ リキ RIKI

27 高木 重人 タカギ シゲト GRA TKG

28 佐藤 寛哉 サトウ ヒロヤ 川崎市 HIROYA

29 中田 伸吾 ナカタ シンゴ 上尾市陸協 SHIN

30 柳田 靖 ヤナギタ ヤスシ GS6% meister

31 井上 洋市朗 イノウエ ヨウイチロウ 多摩川サブスリー INOUE

32 竹内 崇馬 タケウチ ソウマ RUNNERS Souma

33 嶋田 耕士 シマダ コウジ 現人レーシング KOJI

34 荻原 慶也 オギハラ ケイヤ 浦安ランナーズ K

35 池永 敦 イケナガ アツシ JBMA AGANEKI

36 矢尻 真実 ヤジリ マサミ 矢尻商店 myajiri

37 木川 大輔 キカワ ダイスケ DreamAC DICEK

38 茂木 智也 モテギ トモヤ TOMOYA

39 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト 東京陸協 TORI

40 戸田 圭二 トダ ケイジ T・T-ＡＣ KEIJI

41 横山 正尭 ヨコヤマ マサタカ Team MxK M.Yokoyama

42 関 修行 セキ ノブユキ 多摩サブ３会 SEKI

43 黒澤 遼 クロサワ リョウ KURORYO

44 舩元 雄一郎 フナモト ユウイチロウ FU

45 柳沼 幸一 ヤギヌマ コウイチ 小金井おじ練 YAGINUMA

46

① PM 小檜山利輝

② PM 荒幡寛人



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

5000m　男女6組 スタート時刻 15:36

ペースメーカー：①16分40秒、②16分50秒、③17分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 平原 淳 ヒラハラ ジュン JMA HIRAHARA

2 荊沢 貴之 バラサワ タカユキ SR C ヒロ＆ユウマ

3 松田 拓朗 マツダ タクロウ TAKURO

4 伴 卓磨 バン タクマ 森永乳業 KERO

5 村川 雄一 ムラカワ ユウイチ 東京陸協 u1

6 中堀 翼 ナカホリ ツバサ 湘南ゴールドエナジー TSUBASA

7 松本 凱 マツモト カイ 大東文化大学陸上同好会 Songben

8 吉見 政悟 ヨシミ セイゴ えもと塾 SEIGO

9 中野 裕介 ナカノ ユウスケ YUSUKE

10 千葉 浩介 チバ コウスケ 松戸21RC KOSUKE

11 中道 涼太 ナカミチ リョウタ RYOTA

12 野口 剛 ノグチ ゴウ TRYING GO

13 藤木 新也 フジキ シンヤ SHINYA

14 高根 大輝 タカネ ヒロキ TAKANE

15 安田 有佑 ヤスダ ユウスケ 多磨駅伝部 Yousuke

16 近藤 雄二 コンドウ ユウジ 東京陸協 YUJI

17 後藤 のりひと ゴトウ ノリヒト ザ・キジトラズ ザ・キジトラズ

18 高橋 純一 タカハシ ジュンイチ Team MxK Takahashi

19 桑野 博輔 クワノ ヒロスケ Breakthrough HIRO

20 井上 靖数 イカミ ヤスカズ Ｔ・ＴーＡＣ IKAMI

21 前原 雅樹 マエハラ マサキ チーム前原 MAITY

22 及川 大輔 オイカワ ダイスケ DAISUKE

23 佐々木 大輔 ササキ ダイスケ ニッポンランナーズ DAISUKE

24 今野 洋志 コンノ ヒロシ くまたろう KUMATARO

25 北川 悟 キタガワ サトル クラブR2東日本 SATORU

26 宮口 奨平 ミヤグチ ショウヘイ 東京陸協 MIYAGUCHI

27 畠山 康平 ハタケヤマ コウヘイ 永田町独身寮 HATAZO

28 杉田 大 スギタ マサル Koikesports Running Project Masaru

29 山口 亮太郎 ヤマグチ リョウタロウ RYOTARO

30 徳山 孝太郎 トクヤマ コウタロウ TOKU

31 坂詰 北斗 サカヅメ ホクト HOKUTO

32 海老澤 武尊 エビサワ タケル 茨城大学 EBISAWA

33 渡辺 伸吾 ワタナベ シンゴ Shin

34 森安 利之 モリヤス トシユキ セカンドウインドAC横浜 MORIYASU

35 稲井 雄哉 イナイ ユウヤ T×D×M×R Unknown

36 坪地 宏嘉 ツボチ ヒロヨシ 自治医科大学 Tsubochi

37 成島 一輝 ナルシマ カズキ sbf Naru

38 今井 純一 イマイ ジュンイチ 文鳥区役所 IMAI

39 片山 等 カタヤマ ヒトシ 江戸川 HT

40 鳥山 浩 トリヤマ ヒロシ 東京陸協 TORI

41 横関 拓也 ヨコゼキ タクヤ 川崎市上下水道局 TAKUYA

42 石塚 貴則 イシヅカ ヨシノリ トラストバンク ISHIZUKA

43 宇野 敏和 ウノ トシカズ ランニング・デポ TOSHI

44 近藤 俊 コンドウ シュン 川崎市陸協 SHUNKONDO

45 久保 光法 クボ ミツノリ KUBO

46 桑原 悟 クワバラ サトル kuwa

47 菅 佑輔 カン ユウスケ KAN

48 田中 勇 タナカ イサム Isamu

49 渡辺 毅 ワタナベ タケシ 東久留米 ＴＡＫＥ

50 橋本 健太郎 ハシモト ケンタロウ TeamMxK HASHIKEN

① PM 竹澤想大

② PM 河野孝志

③ PM 岡本拓也



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

5000m　男女7組 スタート時刻 15:58

ペースメーカー：①16分00秒、②16分15秒、③16分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 大野 瑛 オオノ アキラ 東京陸協 AKIRA

2 瀧崎 邦明 タキザキ クニアキ アスリートスマイルRC CAT HIROSHI

3 松田 純平 マツダ ジュンペイ DreamAC MATSUDA

4 髙橋 勇気 タカハシ ユウキ 東京陸協 Yuki

5 石井 圭一 イシイ ケイイチ ニッポンランナーズ K-ichi

6 柏 智康 カシワ トモヤス 我流AC カッシー

7 溝上 恭輔 ミゾカミ キョウスケ NE KM

8 渡辺 絢也 ワタナベ ジュンヤ ありません JUNYA

9 松村 幸栄 マツムラ ユキエ 埼玉陸協 Yukie

10 平野 帆峻 ヒラノ ホダカ 三浦郡陸協 HIRANO

11 浜田 裕介 ハマダ ユウスケ 横浜鉄人クラブ SANTA

12 井上 裕介 イノウエ ユウスケ YUSUKE

13 田村 嘉浩 タムラ ヨシヒロ TAMURA

14 松林 俊祐 マツバヤシ シュンスケ shunsuke

15 赤澤 省吾 アカザワ ショウゴ SHOGO

16 上川 英一郎 カミカワ エイイチロウ E_K

17 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ 東京陸協 IKEUCHI

18 千田 俊輔 センダ シュンスケ 走快鍼灸治療院 SEN

19 風間 健範 カザマ タケノリ 笛吹市陸協 KAZAMA

20 平井 慎吾 ヒライ シンゴ 埼玉陸上競技協会 HIRAI

21 森 雅俊 モリ マサトシ 陸上競技多摩川クラブ MM

22 須藤 剛 スドウ ツヨシ WindRun TSUYOSHI

23 上村 浩希 カミムラ ヒロキ KAMIMURA

24 島津 正孝 シマヅ マサタカ SHIMAO

25 鈴木 政洋 スズキ マサヒロ MASA

26 小林 祐也 コバヤシ ユウヤ BAYASHI

27 吉田 尚平 ヨシダ ショウヘイ JINGER YOSSY

28 稲垣 陽平 イナガキ ヨウヘイ 美野里クラブ Ｙ.Ｉ

29 成田 圭佑 ナリタ ケイスケ KEISUKE

30 安室 政司 ヤスムロ マサシ 東京地下鉄 MURO

31 木村 創 キムラ ツクル 静岡陸協 KIMURA

32 田島 颯 タジマ ハヤテ らんはい HAYATE

33 小川 佳祐 オガワ ケイスケ OGAWA

34 中島 圭一 ナカシマ ケイイチ K

35 石澤 卓也 イシザワ タクヤ まるえ ISHIZAWA

36 古川 涼 フルカワ リョウ cluster RYO

37 永井 義之 ナガイ ヨシユキ 八王子富士森走友会 nagai

38 藤井 将大 フジイ マサヒロ Teen×2 Agers AC Fujii

39 阿部 靖 アベ ヤスシ 東京陸協 ABE

40 野本 大貴 ノモト ダイキ 酒RUN KATSUO

41 岩田 貴一 イワタ キイチ 川崎市陸協 KIICHI

42 久保田 祥伍 クボタ ショウゴ 東大SUBMINE shogo

43 向井 陸 ムカイ リク RIKU

44 酒井 優一 サカイ ユウイチ YUICHI

45 小田切 大城 オタギリ ダイキ 済美山ナイトクラブ OTASUUUUU

46 田中幸二 幸二 タナカ コウジ ランフィールド TANAKA

47 佐々木 克 ササキ スグル アートスポーツ sasaki

① PM 竹澤想大

② PM 河野孝志

③ PM 岡本拓也



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

5000m　男女8組 スタート時刻 16:19

ペースメーカー：①15分15秒、②15分30秒、③15分45秒、④16分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 小川 恭平 オガワ キョウヘイ 東京陸協 kyohei

2 小林 優史 コバヤシ マサシ アシックスRC MASASHI

3 内山 有機 ウチヤマ ユウキ YUKI

4 永見 聡一朗 ナガミ ソウイチロウ 東京陸協 nagasou

5 福澤 元己 フクザワ モトキ 東京陸協 ZAWA

6 宮本 力 ミヤモト チカラ チーム福澤 Chikara

7 三田 響 ミタ ヒビキ チーム岩手 MITA

8 酒井 敦志 サカイ アツシ 狛江市陸協 ATSUSHI

9 濱中 大河 ハマナカ タイガ ばななRC HAMACHI

10 森 健也 モリ ケンヤ Banana BANANA

11 加藤 達大 カトウ タツヒロ 早大ほかん TATSUHIRO

12 古川 優太 フルカワ ユウタ ＫＹＢ YUTA

13 大垣 秀介 オオガキ シュウスケ 東京陸協 OGAKI

14 孫田 礼人 マゴタ アヤト AYATO

15 谷田貝 昂生 ヤタガイ イブキ tani

16 森田 拡希 モリタ ヒロキ 東京医科大学 MORITA

17 渡邉 駿 ワタナベ シユン SHUN WATANABE

18 坂野 裕樹 バンノ ユウキ 日本 B

19 井上 明弘 イノウエ アキヒロ 横須賀市陸協 AKIHIRO

20 近藤 邦彦 コンドウ クニヒコ 横須賀市陸協 KONDO

21 竹中 陽平 タケナカ ヨウヘイ 千葉陸協 Yohei

22 栗原 孝浩 クリハラ タカヒロ 渋川陸上競技クラブ MARON

23 河西 博希 カワニシ ヒロキ Breakthrough Hirokeee

24 小坂 啓悟 コサカ ケイゴ GRlab関東 KEIGO

25 奥山 茂博 オクヤマ シゲヒロ GAZELLE SHIGE

26 長谷川 拓哉 ハセガワ タクヤ KYONTA

27 柳沢 薫 ヤナギサワ カオル 東京陸協 YANAGI

28 網谷 直紀 アミタニ ナオキ 富山陸協 NAOKI

29 江頭 直人 エガシラ ナオト 千葉陸協 NAOTO

30 中水 佑 ナカミズ ユウ フジシロ YU

31 西郷 孝一 サイゴウ タカヒト 矢巾町陸協 TAKA

32 鈴木 悠斗 スズキ ユウト 横浜国立大学 SUZUKI

33 麻田 悠馬 アサダ ユウマ 温室学院大学 TKtotoi

34 佐藤 懸 サトウ ケン 松戸市陸協 KEN

35 安田 有佑 ヤスダ ユウスケ 多磨駅伝部 Yousuke

36 一楽 信尚 イチラク ノブヒサ アラスカAC NOBUHISA

37 長尾 暁人 ナガオ アキト ハレ時々ヤマト GAO

38 中里 和彦 ナカザト カズヒコ NAKAZATO

39 村戸 雄輝 ムラト ユウキ ハートブレイク ユキ

40 渡邉 伊織 ワタナベ イオリ 防衛医大 tenteke

41 萩原 久也 ハギワラ ヒサヤ HISAYA

42 酢谷 耕太 スダニ コウタ TEAM R×L+ SUDANI

43 吹切 洋平 フッキリ ヨウヘイ 正月太り ERROR

44 福永 泰幸 フクナガ ヤスユキ 脳天逆立倶楽部 YASU

45 梅原 翔太 ウメハラ ショウタ 千葉陸協 ZUTOMAYOLOVE

46 緑川 優 ミドリカワ ユウ TeamMxK MIDORIKAWA

① PM 梶原有高

② PM 井下裕貴

③ PM 佐藤達也

④ PM 門出康孝



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

5000m　男女9組 スタート時刻 16:40

ペースメーカー：①14分05秒、②14分30秒、③14分45秒、④15分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 佐藤 諒太 サトウ リョウタ SATORYO

2 松井 俊介 マツイ シュンスケ 松戸陸協 SHUNSUKE

3 戸田 雅稀 トダ マサキ サンベルクス TODA

4 北條 巧 ホウジョウ タクミ 博慈会、NTT東日本・NTT西日本 HOJO

5 川内 鮮輝 カワウチ ヨシキ Jaybird Jaybird

6 内田 昌寛 ウチダ マサヒロ 藤沢市陸協 MASAHIRO

7 古谷 純平 フルヤ ジュンペイ Team RONDO FURUYA

8 瀬川 京祐 セガワ ケイスケ 横浜国立大の KEISUKE

9 小山 大輝 コヤマ ダイキ チームこやだい koyadai

10 横内 佑太朗 ヨコウチ ユウタロウ TeamASICS YOKOYOKO

11 サイラス キンゴリ サイラス キンゴリ ひらまつ病院 SAIRASU

12 嶋崎 敬太 シマザキ ケイタ 東京陸協 KEITA

13 田代 旺生 タシロ ヒロキ 防衛医大 TASHIRO

14 吉岡 大河 ヨシオカ タイガ TAIGA

15 石川 裕貴 イシカワ ユウキ Ishikawa

16 山岸 穂高 ヤマギシ ホタカ 稲毛インターナショナルトライアスロンクラブ HOTAKA

17 浦山 大智 ウラヤマ ダイチ DAICHI

18 影山 貴大 カゲヤマ タカヒロ KAGE

19 蒲生 弘毅 ガモウ コウキ 横浜国立大学 KOKI

20 大谷 宗平 オオタニ シュウヘイ JR東日本千葉 TANISHUU

21 菊地 悠人 キクチ ユウト 東京陸協 PANDA

22 横内 悠 ヨコウチ ユウ 東京陸協 MOZU

23 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ 濃厚とんこつ極 Tonkotsu

24 加太 宏明 カタ ヒロアキ 横浜国大 KATA

25 岩崎 翔 イワサキ ショウ おとりーぬ(*´-`) otori-nu

26 兼重 優介 カネシゲ ユウスケ GRlab野球部 Shackelford

27 横田 知己 ヨコタ トモキ 青山学院高等部 YOKOTA

28 枡川 健太郎 マスカワ ケンタロウ 東京陸協 KENTARO

29 蒲生 晟也 ガモウ セイヤ 千葉陸協 GAMO

30 梅村 一輝 ウメムラ カズキ YNU KAZUKI

31 後藤 亮介 ゴトウ リョウスケ BUN_SEI RYO

32 堀 貴博 ホリ タカヒロ 東京陸協 TAKAHIRO

33 阿部 哲也 アベ テツヤ 東京陸協 ABE

34 山口 拓海 ヤマグチ タクミ ぬまちゃんず タクミ

35 鵜之沢 敦志 ウノサワ アツシ 横浜国立大学 UNOSAWA

36 平野 慶介 ヒラノ ケイスケ keifarah

37 伊藤 彬浩 イトウ アキヒロ 船橋市消防局 AKIHIRO

38 児玉 雄介 コダマ ユウスケ TeamMxK YUSUKE

39

40 鶴見 健太 ツルミ ケンタ 横浜国立大学 Kenta

41 平山 大智 ヒラヤマ ダイチ 牛久走友会 Daichi

42 河野 陽一 コウノ ヨウイチ ＪＰ日本郵政グループ東京 YOICHI

43 外山 高広 トヤマ タカヒロ 八王子富士森走友会 TOYAMAX

44 江口 匡彦 エグチ マサヒコ まさちゃん

45 行本 尚史 ユキモト ヒサシ RDC RUN CLUB YUKIMOTO

46 大山 研二 オオヤマ ケンジ KENKEN

① PM 梶原有高 PM 竹澤想大

② PM 井下裕貴 PM 河野孝志

③ PM 佐藤達也

④ PM 門出康孝


