
＜日時＞ 2023年2月23日（木）10時15分～15時00分
＜会場＞ 代々木公園陸上競技場（織田フィールド）
＜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

10000m 男女 1組 10:15 9:15 9:55 10:10 38名
10000m 男女 2組 11:00 9:45 10:40 10:55 30名
10000m 男女 3組 11:42 10:27 11:22 11:37 31名
100m ひよこ 1~2組 12:22 11:07 12:02 12:17 9名
1000m 男女 1組 12:32 11:17 12:12 12:27 15名
1000m 男女 2組 12:40 11:25 12:20 12:35 16名
1000m 男女 3組 12:48 11:33 12:28 12:43 20名
3000m 男女 1組 12:55 11:40 12:35 12:50 32名
3000m 男女 2組 13:12 11:57 12:52 13:07 26名
5000m 男女 1組 13:25 12:10 13:05 13:20 37名
5000m 男女 2組 13:52 12:37 13:32 13:47 32名
5000m 男女 3組 14:15 13:00 13:55 14:10 38名
5000m 男女 4組 14:36 13:21 14:16 14:31 34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、参加費各500円増、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61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）
10000m　男女1組 スタート時刻 10:15
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、⑥41分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 富澤 薫 トミザワ カオル 台灣好吃/境川ランナーズ Eipapa
2 名知 哲也 ナチ テツヤ NACHI
3 黒須 健太 クロス ケンタ カットサロンＫ KUROSU
4 中野 裕介 ナカノ ユウスケ Team MxK YUSUKE
5 永田 佳秀 ナガタ ヨシヒデ YOSHI
6 廣瀬 健太郎 ヒロセ ケンタロウ hiroKEN
7 佐々木 喜一郎 ササキ キイチロウ KSSK
8 大江 俊博 オオエ トシヒロ NICO
9 小柳 祐介 オヤナギ ユウスケ ナチェメイト NAGIYUKKE
10 本間 大王 ホンマ ヒロオ HOMMA
11 菊地 直規 キクチ ナオキ チームサクサク NAOKI
12 辻村 清志 ツジムラ セイジ ｈｄｓ SEI
13 浅利 知宏 アサリ トモヒロ wasao
14 保坂 行輝 ホサカ コウキ KOKI
15 中村 祐輔 ナカムラ ユウスケ SCR NAKAMURA
16 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ Miyoshi
17 松本 直久 マツモト ナオヒサ MATSUMOTO
18 萩野谷 賢太 ハギノヤ ケンタ HAGI
19 椎葉 義仁 シイバ ヨシヒト 日野自動車 shiiba
20 北浜 秀則 キタハマ ヒデノリ HIDE
21 古幡 一彦 フルハタ カズヒコ 多摩川サブスリー会 Nin
22 石井 明夫 イシイ アキオ ISHII
23 秋元 武宏 アキモト タケヒロ 椎葉塾 TAKEHIRO
24 村松 健 ムラマツ ケン MATSUKEN
25 栗原 秀彰 クリバラ ヒデアキ KURI
26 海老原 武 エビハラ タケシ 守谷インター EBIHARA
27 永井 元気 ナガイ モトキ MOTOKI
28 小林 智行 コバヤシ トモユキ KOBAYASHI
29 倉下 直樹 クラシタ ナオキ KURASHITA
30 志村 智久 シムラ トモヒサ SHIMURA
31 黒沢 一久恵 クロサワ イクエ JINGER iku
32 橋本 麻衣子 ハシモト マイコ JINGER Maiko
33 石上 聡子 イシガミ サトコ ＪＩＮＧＥＲ SATOKO
34 竹内 慎 タケウチ シン SHIN
35 守家 英斗 モリヤ ヒデト なし hideto
36 福田 和史 フクダ カズシ KAZU
37 森田 啓太 モリタ ケイタ NORESPECT
38 石井 俊太 イシイ シュンタ SHUN
39
40
① PM 澁谷宥介
② PM 明治学院大学
③ PM 明治学院大学
④ PM 明治学院大学
⑤ PM 明治学院大学
⑥ PM 明治学院大学



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 11:00

ペースメーカー:①35分30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 浅海 良 アサウミ リョウ RYO
2 今井 純一 イマイ ジュンイチ 文鳥区役所 101
3 岩井 沙祈 イワイ サキ CREST Saki
4 星野 凜 ホシノ リン 東海大学 Rin
5 西口 龍之介 ニシグチ リュウノスケ RYU
6 星野 聡 ホシノ サトシ 夜明け前陸上部 HOSHINO
7 山崎 洋輔 ヤマザキ ヨウスケ ラチエンAC YOSUKE
8 藤野 岳春 フジノ タケハル ＧＯＲＩ
9 岩崎 太郎 イワサキ タロウ TARO
10 鴈原 淳子 ガンバラ ジュンコ JUNKO
11 田中 達也 タナカ タツヤ 田中競歩軍 Veeby
12 吉田 智哉 ヨシダ トモヤ TOMOYA
13 伝田 賢太 デンダ ケンタ Kenta
14 関 直人 セキ ナオト SEKI
15 菊地 雅矢 キクチ マサヤ KIKU
16 稲垣 督久 イナガキ トクヒサ TOKYO BAY RC Gakky
17 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト TORI
18 鈴木 宏之 スズキ ヒロユキ ＩＲＦ ＳＵＺＵＭＡＲＵ

19 北村 裕 キタムラ ユタカ 洋光台矯正歯科 NIMO
20 大滝 隆司 オオタキ リュウジ RJ
21 坪井 浩一 ツボイ コウイチ Glass
22 芹沢 元秀 セリザワ モトヒデ 8プロ Serizawa
23 佐藤 智明 サトウ トモアキ SATO
24 中田 康一 ナカダ コウイチ KOUICHI
25 堀内 純 ホリウチ ジュン HORIUCHI
26 風間 龍介 カザマ リユウスケ SUKE
27 石塚 貴則 イシヅカ ヨシノリ ISHIZUKA
28 千葉 晴太臣 チバ ハルオミ HARU
29 工藤 正貴 クドウ マサキ KUDO
30 島津 正孝 シマヅ マサタカ YUIMAO
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
① PM 澁谷宥介
② PM 明治学院大学
③ PM 明治学院大学
④ PM 明治学院大学
⑤ PM 明治学院大学



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 11:42

ペースメーカー:①先頭（30分30秒）、②31分40秒、③32分30秒、④33分20秒、⑤34分10秒、⑥35分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 川内 鮮輝 カワウチ ヨシキ Jaybird Jaybird
2 飯田 康平 イイダ コウヘイ 多摩川クラブ MESSHI
3 木村 元 キムラ モトキ 駒大AC MOTOKI
4 国友 祐磨 クニトモ ユウマ 東京陸協 KUNI
5 矢部 達也 ヤベ タツヤ fewbody yabebe
6 近藤 邦彦 コンドウ クニヒコ 横須賀市陸協 KONDO
7 牧野 巧 マキノ タクミ maki
8 須田 由太 スダ ユウタ 南蛮連合 YUTA
9 堀内 翔太 ホリウチ ショウタ ラウドランナーズ SHOHTA
10 眞柄 幸季 マガラ コウキ MAG
11 太田 智也 オオタ トモヤ OTA
12 村戸 雄輝 ムラト ユウキ ハートブレイク ユキ
13 西郷 孝一 サイゴウ タカヒト TAKA
14 中部 大也 ナカベ ヒロナリ しおかわ HIRO
15 後藤 憲仁 ゴトウ ノリヒト ザ・キジトラズ the kijitiras
16 吉田 尚平 ヨシダ ショウヘイ JINGER YOSSY
17 後藤 大樹 ゴトウ ダイキ GOTOU
18 麻田 悠馬 アサダ ユウマ INKYA
19 座間 保成 ザマ ヤスナリ ＪＲ東日本千葉 ZETT
20 井辻 祐太郎 イツジ ユウタロウ DREAMGRANTS YUTARO
21 櫻田 将 サクラダ マサル SAKURAMBO
22 増田 修平 マスダ シュウヘイ LOUDRUNNERS SYU
23 三原 祐大 ミハラ ユウタ MIHARA
24 本江 拓海 ホンゴウ タクミ Takumi
25 原 昇平 ハラ ショウヘイ SHOHEI
26 宮岡 淳 ミヤオカ ジュン Jun
27 真柄 碧 マカラ アオイ MAKA
28 水落 徳哲 ミズオチ ノリアキ ＦＲＣ MIZO
29 根子 琢行 ネコ タカユキ necocchi
30 須藤 剛 スドウ ツヨシ WindRun TSUYOSHI
31 福田 冴吹 フクダ イブキ 都紅葉川 Ibuki
32
33
34
35
36
37
38
39
40
① PM 辻川諒 PM 澁谷宥介
② PM 明治学院大学
③ PM 明治学院大学
④ PM 明治学院大学
⑤ PM 明治学院大学
⑥ PM 明治学院大学



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 12:22
1組目　※5歳以上
No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 HIMA
2 HALUTA
3 TeamMxK HINATA
4 KOU
5 SAKI
6 Kotoha
7
8
9

2組目　※2歳～4歳
No 氏　名 カナ 所　属
1 KEI
2 Chisato
3 TeamMxK HARUHI
4
5
6
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 12:32

ペースメーカー:①3分40秒、②3分50秒、③4分00秒、④4分10秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 山岡 篤志 ヤマオカ アツシ YAMA
2 山田 志乃 ヤマダ シノ Ｓ
3 山田 剛士 ヤマダ ツヨシ Ｐ
4 佐藤 善行 サトウ ヨシユキ ZEN
5 高橋 一郎 タカハシ イチロウ ICHIRO
6 入道 勇海 ニュウドウ イサミ NYUDO
7 高橋 美敬 タカハシ ヨシタカ Yoshitaka
8 浅上 琥太郎 アサガミ コタロウ 所沢走学校 KOTARO
9 石川 徹 イシカワ トオル 七味唐辛子 vacances
10 菅原 勝 スガハラ マサル SUGAHARA
11 黒沢 樹 クロサワ イツキ itsuki
12 山口 勝之 ヤマグチ カツユキ サンデーケイレンス YAMAGUCHI
13 川上 万留実 カワカミ マルミ 宇宙陸上部_チームメルキオール Mal
14 一志 浩平 イッシ コウヘイ ISSHI
15 山本 直也 ヤマモト ナオヤ ゼロベースRC ZEROBASE
16
17
18
19
20
21
22
① PM 井下裕貴
② PM 中野蒼塁
③ PM 福澤元己
④ PM 栗山一輝



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）
1000m　男女2組 スタート時刻 12:40

ペースメーカー:①3分10秒、②3分20秒、③3分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 埴原 正樹 ハイバラ マサキ 東京マスターズ HAIBARA
2 浅井 将尚 アサイ マサナオ MASANAO
3 河村 祐人 カワムラ ユウト KAWAMUUU
4 森 雅俊 モリ マサトシ M
5 束本 淳 ツカモト ジュン JUN
6 松岡 亮 マツオカ リョウ 城西AC Ryo
7 矢内 正和 ヤナイ マサカズ yanai
8 青柳 諒 アオヤギ リョウ AOYAGI
9 中塚 武史 ナカツカ タケシ 多摩川クラブ Takeshi
10 佐藤 貴康 サトウ タカヤス つぶらな瞳 YASUKO
11 原 大輔 ハラ ダイスケ ALE
12 浅上 龍太郎 アサガミ リュウタロウ 所沢走学校 RYUTARO
13 戸間 勇輝 トマ ユウキ YUUKI
14 関根 正之 セキネ マサユキ MASAYUKI
15 永田 信繫 ナガタ ノブシゲ NOBU
16 一志 雄大 イッシ ユウダイ Yudai
17
18
19
20
21
22
① PM 井下裕貴
② PM 栗山一輝
③ PM 瀬川莉玖



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）
1000m　男女3組 スタート時刻 12:48

ペースメーカー:①2分30秒、②2分40秒、③2分50秒、④3分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 楠本 修平 クスモト シュウヘイ 千葉陸協 KUSUMOTO
2 小原 太陽 コハラ タイヨウ 埼玉陸協 Sun
3 波多野 陽介 ハタノ ヨウスケ 中央大学 Hatano
4 荒幡 哲治 アラハタ テツハル TETSU
5 古木 洋輔 フルキ ヨウスケ Yosuke
6 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
7 眞柄 幸季 マガラ コウキ MAG
8 小宮山 昇吾 コミヤマ ショウゴ ニッポンランナーズ shogo
9 関山 健蔵 セキヤマ ケンゾウ SMARTS AC IMOZO
10 宮本 直樹 ミヤモト ナオキ ゼロベースランニング NAOKI
11 中山 空朗 ナカヤマ ソラ 小平高校 SoraNakayama

12 五畿田 道夫 ゴキタ ミチオ michio Gokita
13 保田 恭吾 ヤスダ キョウゴ 城西ac kyochan
14 藤平 真ノ介 トウヘイ シンノスケ GAZELLE manokai
15 西口 龍之介 ニシグチ リュウノスケ RYU
16 吉田 尚平 ヨシダ ショウヘイ ＪＩＮＧＥＲ YOSSY
17 小堤 寿昭 オツヅミ トシアキ 城西AC TOSHIAKI
18 石田 優太 イシダ ユウタ 川越市陸協 YUTA
19 半田 健二 ハンダ ケンジ GOTE
20 内藤 貴之 ナイトウ タカユキ アスレティクス陸上クラブ TAKA
21
22
① PM 福澤元己 PM 中野蒼塁
② PM 阿部飛雄馬
③ PM 井下裕貴
④ PM 瀬川莉玖



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 12:55

ペースメーカー:①10分00秒、②10分30秒、③11分00秒、④11分30秒、⑤12分00秒、⑥13分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 成塚 拓真 ナリヅカ タクマ T Narizuka
2 佐藤 希音 サトウ ケイン KEIN
3 加瀬 瞬史 カセ サトシ SATOSI KASE
4 高木 康平 タカギ コウヘイ KOUHEI TAKAGI

5 瀬間 竜太郎 セマ リュウタロウ Ryutaro.S
6 中嶋 仁志 ナカジマ ヒトシ チームMK NAKAJIMA
7 ⾧谷川 隆智 ハセガワ タカノリ HASEGAWA
8 石田 優太 イシダ ユウタ YUTA
9 三浦 明 ミウラ アキラ はしりざわモモカ Kouzu
10 渡 雅仁 ワタリ マサヒト WATARI
11 吉岡 伶 ヨシオカ レイ NUBS RAY
12 ⾧谷川 将輝 ハセガワ マサキ MASAKI
13 横山 貴昭 ヨコヤマ タカアキ YOKOYAMA
14 小嶋 優太 コジマ ユウタ Yuta
15 古山 陽介 フルヤマ ヨウスケ FURU
16 児玉 恵一 コダマ ケイイチ KODAMA
17 紺野 亘介 コンノ コウスケ POTI
18 足立 俊宏 アダチ トシヒロ 禿髪AC TOSHI
19 中嶋 拓哉 ナカシマ タクヤ JOHHOKU CABALLO NAKATAKU
20 瀬尾 裕明 セオ ヒロアキ SEO
21 Ashley Grantham Ashley Grantham Ashley Grantham Ashley G
22 竹内 愛 タケウチ アイ AI
23 魚尾 英生 ウオオ ヒデキ HIDE
24 岩橋 卓弥 イワハシ タクヤ 座間市 IWAHASHI
25 吉村 明 ヨシムラ アキラ Yos
26 仁部 均 ニベ ヒトシ 古賀マラソンクラブ nibekin
27 土橋 瑞季 ドバシ ミズキ MIZUKI
28 一言 庸夫 ヒトコト ツネオ ピソ緑が丘 HITOKOTO
29 新澤 英典 シンザワ ヒデノリ ウルプロ shinzawa
30 田頭 郁 タガシラ カオル KAORU
31 西澤 大生 ニシザワ ダイキ NISHIZAWA
32 太田 宏樹 オオタ ヒロキ H_Ota
33
① PM 栗山一輝
② PM 阿部飛雄馬
③ PM 瀬川莉玖
④ PM 井下裕貴
⑤ PM 福澤元己
⑥ PM 中野蒼塁



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 13:12

ペースメーカー:①8分40秒、②9分00秒、③9分15秒、④9分30秒、⑤9分45秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 小橋 新 コバシ アラタ ABCR-Lycaons KOBASHI
2 髙尾 啓太郎 タカオ ケイタロウ KEITARO TAKO

3 壬生倉 拓弥 ミブクラ タクミ MIBU
4 森 基哉 モリ モトヤ 東京工業大学大学 Molly
5 石川 徹 イシカワ トオル 七味唐辛子 vacances
6 世古口 優羽 セコグチ ユウハ seko
7 がんばれ ゆうすけ ガンバレ ユウスケ 吉本興業 YUSUKE
8 風戸 啓希 カザト ヒロキ TeamMxK HIROKI
9 浦霧 誠也 ウラギリ セイヤ URA
10 望月 佐夢 モチヅキ サム TK EUROS SAMU
11 鈴木 智喜 スズキ トモキ TOMOKI
12 瀬沼 一成 セヌマ カズナリ kazu
13 有賀 哉人 アルガ カナト ARUGA
14 原田 悠太 ハラダ ユウタ YOUTA HARADA

15 新村 隆幸 シンムラ タカユキ Shimmura
16 村川 雄一 ムラカワ ユウイチ 阿見AC u1
17 葛西 悦星 カサイ エッセイ tokyobayrc ESSEY
18 吉田 尚平 ヨシダ ショウヘイ ＪＩＮＧＥＲ YOSSY
19 戸間 勇輝 トマ ユウキ YUUKI
20 大西 峻二 オオニシ シュンジ 末脚ダイナマイト SHUNBOWWW

21 秋谷 吉彦 アキヤ ヨシヒコ yossy
22 河野 光一 コウノ コウイチ 甲府陸協 KOUICHI
23 佐藤 大斗 サトウ ヒロト GORIRA777
24 出口 陽也 デグチ アキヤ DEGUCHI
25 村上 歩 ムラカミ アユム くぜ ayumu
26 戸田 雅稀 トダ マサキ TODA
27
28
29
30
31
32
33
① PM 阿部飛雄馬
② PM 井下裕貴
③ PM 栗山一輝
④ PM 瀬川莉玖
⑤ PM 中野蒼塁



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 13:25

ペースメーカー:①20分00秒、②20分30秒、③21分00秒、④21分40秒、⑤22分20秒、⑥23分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 日置 信和 ヒオキ ノブカズ MAC HIOKI
2 島村 啓周 シマムラ ヒロチカ ＨＩＲＯ
3 松下 純也 マツシタ ジュンヤ 城西AC JUNYA
4 蛭田 優一 ヒルタ ユウイチ HIRU
5 高須 進一 タカス シンイチ 柏町団地 ts
6 原 邦彦 ハラ クニヒコ HARAKUNI
7 魚尾 英生 ウオオ ヒデキ HIDE
8 髙橋 欣也 タカハシ キンヤ Takahashi
9 本田 牧子 ホンダ マキコ まるお製作所RC Kuma
10 瀬谷 光洋 セヤ コウヨウ SEYA
11 久慈 直樹 クジ ナオキ 橋本走友会 NAO
12 徳田 和美 トクダ カズミ TOK
13 加賀 あさみ カガ アサミ ASAMI
14 山下 美智子 ヤマシタ ミチコ my
15 渡邊 浩太 ワタナベ コウタ KO
16 飯尾 健 イイオ ケン KEN
17 松浦 義人 マツウラ ヨシト Matt
18 松浦 義人 マツウラ ヨシト Yoshito
19 内村 和美 ウチムラ カズミ 多摩川クラブ kazumi
20 遠藤 雅広 エンドウ マサヒロ ENDO
21 高橋 敏雄 タカハシ トシオ ウルプロ TOSHI
22 田村 一也 タムラ カズヤ TARA-CHAN
23 石井 正樹 イシイ マサキ ishii
24 松本 美里 マツモト ミサト TeamMxK MISATO
25 下田 智大 シモダ トモヒロ TOMO
26 土屋 奈緒 ツチヤ ナオ TSUCHIYA
27 梅下 かおり ウメシタ カオリ KAORI
28 上岡 祐二 カミオカ ユウジ YUUJI
29 原山 聡子 ハラヤマ サトコ satoco
30 平山 貴史 ヒラヤマ タカシ TAKASHI
31 榎本 久子 エノモト ヒサコ hisa
32 松本 莉奈 マツモト リナ Lina
33 河村 優輝 カワムラ ユウキ YK
34 土居 龍弥 ドイ タツヤ TD
35 瀬戸 雅弘 セト マサヒロ SETO
36 小岩 美月 コイワ ミヅキ MIZUKI
37 平井 賢誠 ヒライ タダノブ tarunkovici
38
39
40
① PM 加藤拓海
② PM 井下裕貴
③ PM 瀬川莉玖
④ PM 秋葉直人
⑤ PM 福澤元己
⑥ PM 中野蒼塁



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 13:52
ペースメーカー:①18分10秒、②18分30秒、③18分55秒、④19分20秒、⑤19分40秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 岡崎 治郎 オカザキ ジロウ JIRO
2 清水 修 シミズ オサム OSAMU
3 堀内 武志 ホリウチ タケシ Takeshi
4 梶田 進一郎 カジタ シンイチロウ FJRC KAJI
5 丸尾 祐矢 マルオ ユウヤ YUYA
6 濱崎 由莉 ハマサキ ユリ GRlab関東 YURI
7 小田 恭輔 オダ キョウスケ KYOSUKE
8 遠藤 創 エンドウ ハジメ ENDO
9 岡本 太郎 オカモト タロウ TARO
10 吉村 健一郎 ヨシムラ ケンイチロウ KKKKK
11 足立 昌彌 アダチ マサヤ ADACHI
12 吉岡 誠一郎 ヨシオカ セイイチロウ ラフラフＲＣ YOSHIOKA
13 佐藤 賢一 サトウ ケンイチ SATOK
14 大槻 知史 オオツキ サトシ STS
15 橋本 誠紀 ハシモト マサノリ HASHI
16 浅利 知宏 アサリ トモヒロ wasao
17 藤咲 拓海 フジサク タクミ TAKUMI
18 佐藤 貴康 サトウ タカヤス つぶらな瞳 YASUKO
19 瀬尻 健太郎 セジリ ケンタロウ 三菱重工RC Kentaro
20 井上 宜久 イノウエ ノリヒサ TeamM×K NORI
21 阿部 章 アベ アキラ フリー Akira
22 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウ モンベル YUICHIRO
23 中光 和裕 ナカミツ カズヒロ KAZZ
24 青柳 健太郎 アオヤギ ケンタロウ チーム金港堂 AOKEN
25 先崎 祐也 マッサキ ユウヤ 瀬戸ブルー MASSAKI
26 本田 達也 ホンダ タツヤ HONDA
27 友重 剛 トモシゲ タケシ まるお製作所 Tomoshige
28 森田 哲 モリタ テツ 多摩川サブ３/ランボーズ MORI
29 矢内 正和 ヤナイ マサカズ yanai
30 山本 光亮 ヤマモト ミツアキ 酒ランズ MIttu
31 松崎 清吾 マツザキ セイゴ MATSUZAKI
32 今井 規雄 イマイ ノリオ Norio
33
34
35
36
37
38
39
40
① PM 甲斐大貴
② PM 加藤拓海
③ PM 白頭徹也
④ PM 福元翔輝
⑤ 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3組 スタート時刻 14:15

ペースメーカー:①17分00秒、②17分20秒、③17分40秒、④18分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 金野 秀平 コンノ シュウヘイ konno
2 竹村 渉 タケムラ ワタル WATARU
3 若林 祐太 ワカバヤシ ユウタ 山梨県立大学 WAKABAYASHI

4 櫻井 翔 サクライ ショウ sho
5 石澤 毅士 コクザワ ツヨシ KOKU
6 佐賀 国弘 サガ クニヒロ SAGA
7 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 KOJIMA
8 清水 慎一 シミズ シンイチ SHINICHI
9 永田 聖人 ナガタ マサト MASATO
10 原田 貴正 ハラダ タカマサ TAKAMASA
11 黒瀬 輝章 クロセ テルアキ KURO
12 田中 達也 タナカ タツヤ 田中競歩軍 Veeby
13 近藤 雄二 コンドウ ユウジ 読売新聞 YUJI
14 田島 将人 タジマ マサト 東京陸協 taji
15 高橋 篤史 タカハシ アツシ TAKAHASHI
16 早野 透 ハヤノ トオル TORU
17 大橋 雅志 オオハシ マサシ MASASHI
18 佐藤 大斗 サトウ ヒロト GORIRA777
19 早川 貴浩 ハヤカワ タカヒロ ランニングデポ TAKAHIRO
20 小林 真基 コバヤシ ナオキ KOBAYASHI
21 植田 晴真 ウエダ ハルマ 桐光学園中学校 HARUMA
22 真崎 貴弘 マサキ タカヒロ タカランYouTube タカラン
23 飯塚 湧也 イイヅカ ユウヤ YUYA
24 鈴木 崇 スズキ タカシ 小金井おじ練 SUZUKI
25 紺野 亘介 コンノ コウスケ POTI
26 菊池 雄太 キクチ ユウタ KIKU
27 喜多川 学 キタガワ マナブ JANNY
28 小西 隆弘 コニシ タカヒロ KONISHI
29 山口 幹哉 ヤマグチ ミキヤ MKY
30 小森 弘喜 コモリ ヒロキ 日高市役所 HIRO
31 籾山 勇次 モミヤマ ユウジ さいたま走友会 momiyama
32 森川 雅樹 モリカワ マサキ アリーディ ジャッカル
33 齋藤 凜之介 サイトウ リンノスケ ねこすけ
34 赤澤 省吾 アカザワ ショウゴ SHOGO
35 西澤 大生 ニシザワ ダイキ NISHIZAWA
36 伊藤 裕都 イトウ ヒロト H-ITO
37 中條 誉喬 チュウジョウ ヨシタカ サウルス横浜 Chuusan
38 棗 裕一 ナツメ ヒロカズ NATSU
39
40
① PM 甲斐大貴
② PM 白頭徹也
③ PM 福元翔輝
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4組 スタート時刻 14:36

ペースメーカー:①14分35秒、②15分00秒、③15分25秒、④15分50秒、⑤16分15秒、⑥16分40秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 星 喬暁 ホシ タカアキ 東京陸協 RHCP
2 菊池 康介 キクチ コウスケ 藤沢翔陵 Kikuchi
3 薮下 温司 ヤブシタ アツシ 東北大学 ATSUSHI
4 小橋 新 コバシ アラタ ABCR-Lycaons KOBASHI
5 金崎 舜 カネサキ シュン kane
6 片瀬 祐樹 カタセ ユウキ ＧＭＲＣ BOY
7 瀬川 京祐 セガワ ケイスケ KEISUKE
8 高橋 徹 タカハシ トオル T-TAKAHASHI

9 新山 優雅 ニイヤマ ユウマ YUMA
10 和泉 颯悟 イズミ ソウゴ SOGO
11 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ 濃厚とんこつ GBA
12 関 辰弥 セキ タツヤ 戸田市陸協 SEKITATSU
13 西尾 文吾 ニシオ ブンゴ BUNGO
14 品田 大輝 シナダ ダイキ SHINADA
15 沼田 旭陽 ヌマタ アサヒ ASAHI
16 西迫 翔太郎 ニシサコ ショウタロウ 神奈川県立山北高等学校 SHOTARO
17 坂東 裕一郎 バンドウ ユウイチロウ Bando
18 風戸 啓希 カザト ヒロキ TeamMxK HIROKI
19 柳沢 薫 ヤナギサワ カオル 東京陸協 Yanagi
20 小田 洵也 オダ ジュンヤ JUNYA
21 今野 豪 コンノ タケル KONTAKE
22 木住野 善男 キシノ ヨシオ KISSY
23 井出 和範 イデ カズノリ ハートビュー カズ君
24 林 正浩 ハヤシ マサヒロ サウルスジャパン MASAHIRO
25 湯川 達也 ユカワ タツヤ yukawa
26 水落 徳哲 ミズオチ ノリアキ ＦＲＣ MIZO
27 横澤 和哉 ヨコサワ カズヤ amino VITAL YOKOSAWA
28 濱崎 成平 ハマサキ ナルヘイ 朝霞市陸協 NARU
29 石橋 心 イシバシ シン shin
30 村上 歩 ムラカミ アユム くぜ ayumu
31 戸田 雅稀 トダ マサキ TODA
32 笠木 肇 カサギ ハジメ Hajime
33 奥津 大志 オクツ タイシ OKUTSU
34 高見 瑞樹 タカミ ミズキ 足柄妙義男塾 mizu
35
36
37
38
39
① PM 加藤拓海
② PM 白頭徹也
③ PM 阿部飛雄馬
④ PM 甲斐大貴
⑤ PM 福元翔輝
⑥ PM 栗山一輝


