
＜日時＞ 2022年1月30日（日）9時45分～14時00分

＜会場＞ 江東区夢の島陸上競技場

＜受付＞ 9時15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

50m ひよこ 1組 9:45 9:15 9:25 9:40 13名

10000m 男女 1組 10:00 9:15 9:40 9:55 42名

10000m 男女 2組 10:45 9:30 10:25 10:40 50名

10000m 男女 3組 11:24 10:09 11:04 11:19 45名

3000m 男女 1組 12:00 10:45 11:40 11:55 27名

3000m 男女 2組 12:16 11:01 11:56 12:11 34名

5000m 男女 1組 12:30 11:15 12:10 12:25 42名

5000m 男女 2組 12:56 11:41 12:36 12:51 48名

5000m 男女 3組 13:20 12:05 13:00 13:15 45名

5000m 男女 4組 13:43 12:28 13:23 13:38 42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。 ・競技場内の芝生は立ち入り禁止です

・チップ計測につき、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20分前まで）とスタート地点（レース5分前）で行います。

・トラックの上では水のみ飲用できます。スポーツ飲料等はトラック外で摂取ください。

・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＞

　競技結果および各選手の記録証は競技終了後速やかに

　大会HPへ掲載いたします。各自ご確認ください。

　（ＵＲＬ） http://team-mk.net/mkdc/

種目

第50回 MxKディスタンストライアル

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


MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

ひよこ50m スタート時刻 9:45

1組目

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 MIO

2 EMIRY

3 KENTA

4 HALUTA

5 HINATA

6 MAKOTO

7

8

2組目

No 氏　名 カナ 所　属

1 YUZUKI

2 SHUKI

3 SHINCHAN

4 HARUHI

5 TAIGO

6 YUMA

7 YUI

8



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

10000m　男女1組 スタート時刻 10:00

ペースメーカー：①38分00秒、②38分30秒、③39分00秒、④39分30秒、⑤40分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 田口 英明 タグチ ヒデアキ hide

2 藤井 教之 フジイ ノリユキ FUJII

3 吉田 和彦 ヨシダ カズヒコ KAZUHIKO

4 佐伯 智 サエキ サトシ SAEKI

5 魚沼 裕一 ウオヌマ ユウイチ YOU

6 アサリ トモヒロ アサリ トモヒロ ASA

7 足立 俊宏 アダチ トシヒロ TOSHI

8 田畑 一 タバタ ハジム TABA

9 早川 忠孝 ハヤカワ タダタカ さいたま市陸協 Chu

10 吉野 匠 ヨシノ タクミ TAKUMI

11 村松 健 ムラマツ ケン MATSUKEN

12 前田 健輔 マエダ ケンスケ 平井ランニングクラブ M.K.H

13 浅井 将尚 アサイ マサナオ MASANAO

14 倉下 直樹 クラシタ ナオキ KURASHITA

15 浜田 隆 ハマダ タカシ ウルプロ HAMATAKA

16 上岡 基洋 ウエオカ モトヒロ MOTO

17 金山 拓郎 カナヤマ タクロウ くまクラブ KANAYAMA

18 上岡 基洋 ウエオカ モトヒロ moto

19 鈴木 一也 スズキ カズヤ ウルプロ Kazuya

20 島田 進司 シマダ シンジ SHIMAJIRO

21 萩野谷 賢太 ハギノヤ ケンタ HAGI

22 佐藤 智明 サトウ トモアキ SATO

23 鈴木 将夫 スズキ マサオ M

24 小川 創平 オガワ ソウヘイ SOHEI

25 酒井 辰哉 サカイ タツヤ 荏田高ＯＢ TATSUYA

26 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ Miyoshi

27 高須 進一 タカス シンイチ NR多摩 ts

28 大槻 知史 オオツキ サトシ GOTO39

29 庄田 真人 ショウダ マサト TeamM×K SHODA

30 伊澤 愛子 イザワ アイコ AIKO

31 福田 和史 フクダ カズシ KAZU

32 木村 哲 キムラ サトシ Tetsu

33 藤沢 玲央 フジサワ レオ FUJI

34 石井 佑典 イシイ ユウスケ ハリアーズ YUSUKE

35 高田 幸典 タカタ ユキノリ TAKATA

36 永田 佳秀 ナガタ ヨシヒデ 深大寺走友会 YOSHI

37 宮田 辰猪 ミヤタ タツイ 葛西ランナーズ MIYATA-SAN

38 重松 健由 シゲマツ ケンユウ うたクラブ UTA

39 木村 康之 キムラ ヤスユキ TeamMxK KIMURA

40 横山 正尭 ヨコヤマ マサタカ Yokoyama

41 小柳 祐介 オヤナギ ユウスケ NAGIYUKKE

42 伊東 朋 イトウ トモ TOMO

43

① PM 河合謙一

② PM 須崎裕也

③ PM 村上康則

④ PM 中山晃一

⑤ MC M高史



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

10000m　男女2組 スタート時刻 10:45

ペースメーカー：①35分00秒、②36分00秒、③36分30秒、④37分00秒、⑤37分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 川島 純平 カワシマ ジユンペイ JUMPEI

2 川井 勉 カワイ ツトム TeamM×K TK

3 内藤 将一 ナイトウ ショウイチ SHOCHAN

4 日野 将也 ヒノ マサヤ MASAYA

5 鈴木 宏之 スズキ ヒロユキ 茨城RF SUZUMARU

6 菅原 伸明 スガワラ ノブアキ ＳＵＧＡＷＡＲＡ

7 前原 雅樹 マエハラ マサキ チーム前原 MAITY

8 杉本 孝公 スギモト タカマサ SUGIMOTO

9 坪地 宏嘉 ツボチ ヒロヨシ Hiro

10 畠山 康平 ハタケヤマ コウヘイ 永田町独身寮 HATAZO

11 木村 大典 キムラ ダイスケ Dodgers

12 森 雅俊 モリ マサトシ MM

13 芹沢 元秀 セリザワ モトヒデ 小金井おじ練 Seri

14 金子 奏一朗 カネコ ソウイチロウ SOICHIRO

15 遠藤 悠一 エンドウ ユウイチ 平塚市陸協 ENDO

16 稲崎 真吾 イナサキ シンゴ INASAKI

17 大岡 稜 オオオカ リョウ RYO

18 今井 純一 イマイ ジュンイチ 文鳥区役所 IMAI

19 吉田 高量 ヨシダ タカカズ 柏の葉パークラン TAKA

20 中條 誉喬 チュウジョウ ヨシタカ アミノサウルス Choosan

21 小林　 圭佑 コバヤシ ケイスケ めろすけ

22 高橋 利和 タカハシ トシカズ Toshi

23 北川 悟 キタガワ サトル SATORU

24 柳原 隆 ヤナギハラ タカシ YANAGIHARA

25 酒井 拓磨 サカイ タクマ みーたんず takkun

26 山口 延広 ヤマグチ ノブヒロ 小金井おじ練 GUCCY

27 浦 広樹 ウラ ヒロキ GNIA

28 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト TORI

29 百瀬 優 モモセ マサル パトスラグビークラブ MOMOSE

30 木内 武志 キウチ タケシ ニッポンランナーズ kiucchi

31 清水 一希 シミズ カズキ KAZUKI

32 水越 友洋 ミズコシ トモヒロ TOMOHIRO

33 塚本 英貴 ツカモト ヒデキ 浦安陸協 HIDE

34 石田 賢 イシダ サトシ DreamAC ISHIDA

35 鈴木 祐太 スズキ ユウタ yuta

36 佐々木 雅典 ササキ マサノリ MIYABI

37 菊地 雅矢 キクチ マサヤ KIKU

38 鶴 一磨 ツル カズマ 多摩川サブ3 TSURU

39 石渡 悟士 イシワタ サトシ 横浜市陸協 ISHICHAN

40 松谷 祐輔 マツタニ ユウスケ MATSUTANI

41 浮津 康宏 ウキツ ヤスヒロ Fuqua Ukki

42 川島 淳 カワシマ アツシ KAWASHIMAN

43 佐藤 夏実 サトウ ナツミ NATSUMI

44 小高 潤 オダカ ジュン JO

45 本宮 祐樹 モトミヤ ユウキ MOTOMY

46 渡邉 友希紘 ワタナベ ユキヒロ YUKIHIRO

47 安田 裕輔 ヤスダ ユウスケ 有休です barat

48 木川 大輔 キカワ ダイスケ DreamAC DICEK

49 桑野 博輔 クワノ ヒロスケ Breakthrough HIRO

50 鳥山 浩 トリヤマ ヒロシ TORIYAMA

① PM 河合謙一

② PM 須崎裕也

③ PM 村上康則

④ PM 中山晃一

⑤ MC M高史



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

10000m　男女3組 スタート時刻 11:24

ペースメーカー：①30分00秒、②31分00秒、③32分00秒、④33分00秒、⑤34分00秒、⑥34分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 森 貴樹 モリ タカキ モントブラン MORI

2 横内 佑太朗 ヨコウチ ユウタロウ ASICS YUTARO

3 湯沢 力斗 ユザワ リキト 日野自動車陸上競技部 RIKITO

4 玉澤 良太 タマザワ リョウタ 千葉陸協 TAMA

5 Wilberforce Gary ウィルバフォース ガリ 南蛮連合 G-FORCE

6 平野 慶介 ヒラノ ケイスケ keifarah

7 安田 京介 ヤスダ キョウスケ YSD

8 枝川 大祐 エダカワ ダイスケ EDAKAWA

9 鈴木 健祐 スズキ ケンスケ 茨城陸協 KENSUKE

10 大駒 宗帥喜 オオコマ カズキ ookoma

11 外山 高広 トヤマ タカヒロ TOYAMAX

12 森田 大智 モリタ ダイチ daiti

13 上川 英一郎 カミカワ エイイチロウ EIICHIRO

14 太田 智也 オオタ トモヤ 東京陸協 OTA

15 風間 健範 カザマ タケノリ KAZAMA

16 福井 準 フクイ ジュン Jun

17 安部 嘉葵 アベ ヨシキ ABE

18 中山 貴史 ナカヤマ タカシ NAKAYAMA

19 北崎 翔馬 キタザキ ショウマ SHOMA

20 糸山 善行 イトヤマ ヨシユキ YO

21 古賀 稔基 コガ トシキ KOGA

22 麻田 悠馬 アサダ ユウマ 東京帝京平成国際武道文化学院大学大学院 INKYA

23 浅井 創太 アサイ ソウタ 陸上競技多摩川クラブ SOTA

24 一楽 信尚 イチラク ノブヒサ NOBUHISA

25 吉田 尚平 ヨシダ ショウヘイ JINGER yossy

26 石井 洋平 イシイ ヨウヘイ 葛西RC YOH

27 並河 大樹 ナミカワ ダイキ NAMIKAWA

28 増田 修平 マスダ シュウヘイ 湘南ランタジスタ SYU

29 後藤 憲仁 ゴトウ ノリヒト ザ・キジトラズ the kijitoras

30 野村 高弘 ノムラ タカヒロ TAKAHIRO

31 岸 哲也 キシ テツヤ 飯能ヤマノススメ連合 TETSU

32 松田 拓朗 マツダ タクロウ TAKURO

33 住田 龍也 スミダ タツヤ sumitch

34 高見 瑞樹 タカミ ミズキ 足柄男塾 mizu

35 松田 和浩 マツダ カズヒロ ランニングデポ kazu

36 舩越 悠介 フナコシ ユウスケ FUNAKOSHI

37 天貝 諭史 アマガイ サトシ TKランニングチーム SATOSHI

38 佐々木 大輔 ササキ ダイスケ SSK

39 中川 慎太郎 ナカガワ シンタロウ 土浦陸協 SHINTARO

40 中村 天之丞 ナカムラ テンノジョウ 横浜市陸上競技協会 NAKAMURA

41 赤澤 省吾 アカザワ ショウゴ SHOGO

42 石井 琉聖 イシイ リュウセイ RYUSEEEI

43 吉平 拓也 タクヤ ヨシヒラ KIPPEI

44 吉田 茂樹 ヨシダ シゲキ XYLiTOL SHiGE

45 堀内 翔太 ホリウチ ショウタ ラウドランナーズ SHOHTA

① PM 古川大晃

② PM 阿部飛雄馬

③ PM 森田雄貴

④ PM 荒幡寛人

⑤ PM 坂上佳也

⑥ PM 秋葉直人



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 12:00

ペースメーカー：①10分30秒、②10分45秒、③11分00秒、④11分30秒、⑤12分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 田丸 治 タマル オサム tamaru

2 飯田 健太郎 イイダ ケンタロウ K.I

3 原田 貴正 ハラダ タカマサ TAKAMASA

4 横山 貴昭 ヨコヤマ タカアキ YOKOYAMA

5 内藤 裕久 ナイトウ ヒロヒサ 月島ランナーズ HiroP

6 清水 徹 シミズ トオル SHIMIZU

7 藤平 真ノ介 トウヘイ シンノスケ GAZELLE manokai

8 鈴木 秀人 スズキ ヒデト ｓｕｚｕ

9 山際 将典 ヤマギワ マサノリ MASA

10 山際 将典 ヤマギワ マサノリ MASA

11 加瀬 康武 カセ ヤスタケ dreamgrants KASE

12 菅原 碧 スガワラ ミドリ MIDORI

13 広井 渡 ヒロイ ワタル teamM×K wata

14 竹内 愛 タケウチ アイ TK EUROS Ai

15 熊谷 翼 クマガイ ツバサ ばっさー

16 吉村 明 ヨシムラ アキラ YOS

17 森 千紗 モリ チサ 埼玉陸協 もりち

18 本田 牧子 ホンダ マキコ maki

19 田中 明男 タナカ アキオ AKIO

20 宮本 明 ミヤモト アキラ RUNWAVE AKI

21 安西 義則 アンザイ ヨシノリ OVER AGE RUNNER anpu

22 池田 岳弘 イケダ タケヒロ IKEDATAKEHIRO

23 宮本 明 ミヤモト アキラ RunWave AKI

24 河野 純平 カワノ ジュンペイ 島本プロジェクト JUNPEI

25 高橋 大稀 タカハシ タイキ 島本プロジェクト TAIKI

26 興津 達也 オキツ タツヤ tatsuya

27 三浦 明 ミウラ アキラ 虹ヶ咲学園ランニング同好会 Toumato

28

29

30

① PM 阿部飛雄馬

② PM 森田雄貴

③ PM 荒幡寛人

④ PM 坂上佳也

⑤ PM 秋葉直人



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 12:16

ペースメーカー：①8分45秒、②9分00秒、③9分20秒、④9分40秒、⑤10分00秒、⑥10分15秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 枝川 大祐 エダカワ ダイスケ EDAKAWA

2 武藤 有亮 ムトウ ユウスケ BACK MUTO

3 藤井 太喜 フジイ タイキ 明治大学陸上同好会 FUJII

4 平木 仁 ヒラキ ジン 久寺家P jin

5 斉藤 圭祐 サイトウ ケイスケ 久寺家P keisuke

6 盛 功太郎 モリ コウタロウ 久寺家P kotaro

7 薄衣 丞生 ウスギヌ ジョウ Joh

8 櫻井 亮太 サクライ リョウタ SAKURYOU

9 鈴木 宏太 スズキ コウタ Kots

10 宇佐美 森 ウサミ シン SHIN

11 望月 佐夢 モチヅキ サム TK EUROS SAMU

12 多賀 長門 タガ ナガト 島本プロジェクト NAGATO

13 齊藤 堪汰 サイトウ カンタ 島本プロジェクト KANTA

14 佐藤 大宇 サトウ ダイウ 島本プロジェクト DAIU

15 田端 悠 タバタ ユウ TK1

16 馬場 柚 ババ ユズル YUZURU

17 有賀 哉人 アルガ カナト ARUGA

18 鈴木 貴裕 スズキ タカヒロ TAKA

19 小林 智哉 コバヤシ トモヤ KOBAYASHI

20 松浦 寛輝 マツウラ ヒロキ クラブR2東日本 MATSU

21 千葉 羽成生 チバ ハナウ HANAU

22 落合 大貴 オチアイ ダイキ DAIKI

23 北條 孝樹 ホウジョウ コウキ TK EUROS HOJO

24 金野 秀平 コンノ シュウヘイ Konno

25 中川 詳太 ナカガワ ショウタ NAKA

26 鈴木 光太郎 スズキ コウタロウ サウルス東京 KOTARO

27 下村 秋平 シモムラ シュウヘイ なし SHIMOMURA

28 丹野 惠梨香 タンノ エリカ Erika

29 窪田 俊郎 クボタ トシロウ ピッツキューブ R C kubota

30 浜崎 航太郎 ハマサキ コウタロウ kotaro

31 伊藤 翔流 イトウ カケル 日大生産工 KAKERU

32 笠原 友生 カサハラ トモキ 埼玉陸協 ＫT

33 吉平 拓也 タクヤ ヨシヒラ KIPPEI

34 川口 大貴 カワグチ ダイキ JINGER pippen

35

① PM 古川大晃

② PM 鎌田紘宜

③ PM 森田雄貴

④ PM 荒幡寛人

⑤ PM 坂上佳也

⑥ PM 秋葉直人



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 12:30

ペースメーカー：①19分00秒、②19分30秒、③20分00秒、④20分30秒、⑤21分00秒、⑥22分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 原田 貴正 ハラダ タカマサ TAKAMASA

2 内藤 裕久 ナイトウ ヒロヒサ 月島ランナーズ HiroP

3 牧島 健次 マキシマ ケンジ MAKISHIMA

4 大鐘 淳平 オオガネ ジュンペイ Ogane

5 佐藤 公倫 サトウ コウリン korin

6 木村 光宏 キムラ ミツヒロ kim

7 鎌形 真悟 カマガタ シンゴ ＳＮＧ

8 中光 和裕 ナカミツ カズヒロ KAZZ

9 半谷 謙寿 ハンガイ ケンジュ ハリアーズ HGR

10 石井 明夫 イシイ アキオ ISHII

11 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ KISHIDA

12 田口 明 タグチ アキラ AKIRA

13 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウ モンベル YUICHIRO

14 福田 和史 フクダ カズシ KAZU

15 塚田 亮一 ツカダ リョウイチ RYO

16 井合 公義 イアイ キミヨシ kimi

17 山木 宏記 ヤマキ アツノリ 自由の風AC ATSU

18 齋藤 隆義 サイトウ タカヨシ YRC TAKA

19 小暮 慎太郎 コグレ シンタロウ kogure

20 OSONOE 隆雄 オソノエ タカオ TKO

21 小林 威司 コバヤシ タケシ BaSRC TAKESHI

22 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル Team RxL Yamazaki

23 伊従 希世彦 イヨリ キヨヒコ KIYOHIKO

24 トリーズ りえ子 トリーズ リエコ 南蛮連合 RIEKO

25 伊藤 千恵 イトウ チエ MEIMEI

26 桃井 浩 モモイ ヒロシ MOMOI

27 小竹 雄士 コタケ ユウシ U_C

28 袖之 清乃 ソデノ キヨノ KIYONO

29 遠藤 優太 エンドウ ユウタ YUTA

30 飯尾 健 イイオ ケン KEN

31 石井 正樹 イシイ マサキ ishii

32 下田 智大 シモダ トモヒロ TOMO

33 柴原 章彦 シバハラ アキヒコ SIVA

34 大塚 邦幸 オオツカ クニユキ kunny

35 鈴木 清訓 スズキ キヨノリ 埼玉陸協 JUKUCHO

36 吉村 真友子 ヨシムラ マユコ RUNWEB MAYUKO

37 藤田 将矢 フジタ マサヤ MASAYA

38 吉岡 誠一郎 ヨシオカ セイイチロウ ラフラフＲＣ YOSHIOKA

39 森井 保次 モリイ ヤスツグ ＳＷＡＣ MORII

40 市川 博明 イチカワ ヒロアキ ICHIKAWA

41 佐藤 朋哉 サトウ トモヤ SATO

42 吉留 隆行 ヨシドメ タカユキ YOSHIDOME
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① PM 井下裕貴

② PM 門出康孝

③ PM 澁谷宥介

④ PM 土谷和貴

⑤ PM 田代旺生

⑥ PM 古川大晃



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 12:56

ペースメーカー：①17分30秒、②18分00秒、③18分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 竹内 良彰 タケウチ ヨシアキ YANTAKE

2 渡邉 一博 ワタナベ カズヒロ しょーでん

3 飯塚 研斗 イイヅカ ケント ショーイク KEN

4 幸本 裕司 コウモト ユウジ 越谷ランナーズ YK

5 島田 裕二 シマダ ユウジ SHIMA

6 古田 総司 フルタ ソウジ Furuta

7 秋山 貫太 アキヤマ カンタ Kanta

8 下村 秋平 シモムラ シュウヘイ なし SHIMOMURA

9 松尾 祐樹 マツオ ユウキ マツオ

10 久保 康生 クボ ヤスオ KUBO

11 中村 亮太 ナカムラ リョウタ RYOTA

12 平林 翼 ヒラバヤシ ツバサ 日本大学ウルトラトライアスロンチーム Tsubasa Hirabayashi

13 富岡 聡文 トミオカ サトフミ とみー

14 鈴木 光太郎 スズキ コウタロウ サウルス東京 KOTARO

15 藤田 達也 フジタ タツヤ TATSUYA

16 中島 圭一 ナカシマ ケイイチ 東京陸協 K

17 徳田 隆之 トクダ タカユキ TOKUDA

18 鈴木 正彦 スズキ マサヒコ MASAHIKO

19 清野 淳也 セイノ ジュンヤ JUNYA

20 山本 悠一 ヤマモト ユウイチ Yamamoto

21 町田 達彦 マチダ タツヒコ すみだランRun倶楽部 Tatsu

22 菊池 雄太 キクチ ユウタ KIKU

23 川西 宏幸 カワニシ ヒロユキ T.Tアスリートクラブ KAWANISHI

24 関山 健蔵 セキヤマ ケンゾウ SMARTS AC IMOZO

25 佐藤 大紀 サトウ ダイキ Go up! DAIKI

26 ABSOUS Olivier アブスー オリヴィエ Triathlon in Tokyo OLIVIER

27 藤井 圭介 フジイ ケイスケ TT-AC KEISUKE

28 中島 健太 ナカジマ ケンタ ショーイク NAKAJIMA

29 遠藤 創 エンドウ ハジメ ショーイク ENDO

30 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 中家軍 KAZU

31 笹本 浩司 ササモト コウジ SASA

32 松本 郷平 マツモト キョウヘイ たまくろ練RC Kyohei

33 名知 哲也 ナチ テツヤ NACHI

34 坂田 涼 サカタ リョウ ショーイク SAKATA

35 平野 佳那子 ヒラノ カナコ KANAKO

36 黒須 健太 クロス ケンタ カットサロンK KUROSU

37 中村 卓哉 ナカムラ タクヤ チャレンジャーズ TAKUYA

38 土屋 清幸 ツチヤ キヨユキ キヨ

39 Drought Andrew ドラウト アンドリュー 南蛮連合 ドラウト

40 佐久間 秋生 サクマ アキオ Akio

41 三上 英一 ミカミ エイイチ ＥＭ

42 山口 幹哉 ヤマグチ ミキヤ MKY

43 内藤 兵磨 ナイトウ ヒヨウマ HYOMA

44 小松 靖史 コマツ ヤスシ KOMATSU

45 尾方 優作 オガタ ユウサク YUSAKU

46 伊藤 健一 イトウ ケンイチ KEN ITO

47 木村 正顯 キムラ マサアキ kimura

48 木内 武志 キウチ タケシ ニッポンランナーズ kiucchi
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① PM 井下裕貴

② PM 土谷和貴

③ PM 齋藤拓也



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 13:20

ペースメーカー：①16分15秒、②16分30秒、③16分45秒、④17分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 横内 悠 ヨコウチ ユウ ABCR-AC YOKO

2 日比野 仁希 ヒビノ ヒトキ 川和高校 HIBINO

3 射場本 綾 イバモト リョウ IBA

4 佐藤 直人 サトウ ナオト OMEGA

5 井辻 祐太郎 イツジ ユウタロウ dream grants yutaro

6 佐々木 信 ササキ マコト SASAKI

7 伊豆倉 健城 イズクラ タケキ Mame

8 辻田 洸希 ツジタ ヒロキ 日本大学ウルトラトライアスロン Hiroki

9 佐々木 拓 ササキ タク TAKU

10 加藤 優一 カトウ ユウイチ Kato

11 片原 照 カタハラ ヒカル KATAyan

12 宗石 和久 ムネイシ カズヒサ kmzn

13 木村 優斗 キムラ ユウト 川和高校 Kimura Yuto

14 小畑 光城 オバタ ミツシロ ランテック OBATA

15 伊藤 健介 イトウ ケンスケ ランニング・デポ KEN

16 上正原 真人 カミショウハラ マサト kamisho

17 降矢 大地 フリヤ ダイチ Daichi

18 向井 陸 ムカイ リク Riku

19 林 健太 ハヤシ ケンタ チームハヤシ HAYASHI

20 三村 亮仁 ミツムラ アキヒト チーム林 グレートムラ

21 山崎 純二 ヤマザキ ジュンジ なし YAMA

22 金子 貴英 カネコ タカヒデ ラウドランナーズ 7320hide

23 亀山 一輝 カメヤマ カズキ 流通経済大学 KAMEYAMA

24 木住野 善男 キシノ ヨシオ KISSY

25 石澤 毅士 コクザワ ツヨシ koku

26 阿部 巧 アベ タクミ abc

27 大森 教尋 オオモリ ノリヒロ ポポロAＣ OMORI

28 滝沢 貢 タキザワ ミツグ SAGAMIN

29 和田 達也 ワダ タツヤ WADA

30 徳山 孝太郎 トクヤマ コウタロウ TOKU

31 坂本 力哉 サカモト リキヤ SAKAMOTO

32 小河 祥之 オガワ ヨシユキ チキンハート YOSSHI

33 トリーズ マイク トリーズ マイク 南蛮連合 RUN.NRG

34 伴 卓磨 バン タクマ チームケロ KERO

35 小島 和彦 コジマ カズヒコ 検見川陸協 TSK

36 元良 哲也 ゲンラ テツヤ GENRA

37 横澤 和哉 ヨコサワ カズヤ YOKOSAWA

38 小林 清恭 コバヤシ キヨタカ KOBAYASHI

39 島津 正孝 シマヅ マサタカ SHIMAO

40 平井 慎吾 ヒライ シンゴ HIRAIKEN

41 杉山 巧 スギヤマ サトシ SUGI

42 井上 靖数 イカミ ヤスカズ Ｔ・ＴーＡＣ IKAMI

43 石川 直 イシカワ タダシ 神奈川M ISHIKAWA

44 亀井 康弘 カメイ ヤスヒロ KAME

45 花野 潤 ハナノ ジュン HANANO
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① PM 門出康孝

② PM 澁谷宥介

③ PM 田代旺生

④ PM 齋藤拓也



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 13:43

ペースメーカー：①14分30秒、②14分50秒、③15分10秒、④15分30秒、⑤15分50秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 米谷 哲 ヨネヤ テツ 桜美林大学 TETSU

2 折居 幸成 オリイ コウセイ 横須賀高校 orii kosei

3 松田 憲彦 マツダ ノリヒコ NORIHIKO

4 川内 鮮輝 カワウチ ヨシキ Jaybird Jaybird

5 山岸 穂高 ヤマギシ ホタカ RUNNING SCIENCE LAB HOTAKA

6 浦山 大智 ウラヤマ ダイチ DAICHI

7 堀田 光輝 ホッタ ミツキ HOTTA

8 原 昇平 ハラ ショウヘイ SHOHEI

9 牧島 涼也 マキシマ リョウヤ MAKISHIMA

10 牧野 巧 マキノ タクミ MAKINO

11 光安 航希 ミツヤス コウキ 明星高等学校 MITSUYASU

12 横内 悠 ヨコウチ ユウ ABCR-AC YOKO

13 奥津 大志 オクツ タイシ OKUTSU

14 大和久 貴裕 オオワク タカヒロ JR東日本千葉 WAKU

15 石原 洸 イシハラ タケル Ishihara

16 井上 崇 イノウエ タカシ INOUE

17 山本 啓将 ヤマモト ケイスケ AC YAMAMOTO

18 近藤 駆 コンドウ カケル YGU.AC Kondnu

19 幸 和磨 ユキ カズマ 川和高校 Yuki

20 岡北 慎司 オカキタ シンジ SHINJI

21 宮本 優太 ミヤモト ユウタ 中央大学陸上競技同好会 Miyamoto

22 手塚 大亮 テヅカ ダイスケ テヅカ

23 壬生倉 拓弥 ミブクラ タクミ MIBUKURA

24 鎌田 裕樹 カマタ ユウキ KAMATA

25 石川 直樹 イシカワ ナオキ 君津高校 NAOKI

26 前川 航陽 マエカワ コウヨウ YGU.AC KOYO

27 奥村 健広 オクムラ タツヒロ JR東日本千葉 tatsu

28 野口 悠 ノグチ ユウ 相模原市役所RC YU U

29 加治佐 純 カジサ ジュン jun

30 足立 良太 アダチ リヨウタ ＲＹＯＴＡ

31 影井 太一 カゲイ タイチ 川和高校 Taichi

32 新井 颯汰 アライ ソウタ 川和高校 Souta

33 植木 健雄 ウエキ タケオ UEKI

34 福嶋 拓人 フクシマ タクト Next Generation Takutey

35 伊澤 優人 イザワ マサト 兼松 IZAWA

36 石井 圭一 イシイ ケイイチ ニッポンランナーズ K-ichi

37 浦霧 誠也 ウラギリ セイヤ URA

38 新井 紳吾 アライ シンゴ SHINGO

39 大村 展弘 オオムラ ノブヒロ OOMURA

40 溝上 恭輔 ミゾカミ キョウスケ MK

41 近藤 邦彦 コンドウ クニヒコ 横須賀市陸協 KONDO

42 加太 宏明 カタ ヒロアキ KATA

43

44

45

① PM 井下裕貴

② PM 門出康孝

③ PM 澁谷宥介

④ PM 田代旺生

⑤ PM 齋藤拓也


