
＜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

10000m 男女 1組 10:15 9:15 9:45 10:10 50名

10000m 男女 2組 11:00 9:45 10:30 10:55 39名

10000m 男女 3組 11:42 10:27 11:12 11:37 49名

10000m 男女 4組 12:23 11:08 11:53 12:18 49名

1000m 男女 1組 13:02 11:47 12:32 12:57 25名

1000m 男女 2組 13:10 11:55 12:40 13:05 25名

3000m 男女 1組 13:16 12:01 12:46 13:11 27名

3000m 男女 2組 13:32 12:17 13:02 13:27 33名

3000m 男女 3組 13:46 12:31 13:16 13:41 33名

5000m 男女 1組 14:00 12:45 13:30 13:55 47名

5000m 男女 2組 14:27 13:12 13:57 14:22 46名

5000m 男女 3組 14:51 13:36 14:21 14:46 49名

5000m 男女 4組 15:14 13:59 14:44 15:09 48名

5000m 男女 5組 15:36 14:21 15:06 15:31 48名

5000m 男女 6組 15:57 14:42 15:27 15:52 48名

5000m 男女 7組 16:18 15:03 15:48 16:13 48名

5000m 男女 8組 16:38 15:23 16:08 16:33 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。

・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）、安全ピン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。

・大会結果および個人の記録証は、感染症対策として紙での掲示・配布は行わず、

　当日中に下記の大会HPに掲載いたします。

　（ＵＲＬ） http://team-mk.net/mkdc/

種目

第40回 MxKディスタンストライアル

2021年2月23日（火・祝）10時15分～16時54分

代々木公園陸上競技場（織田フィールド）

9時15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）

10000m　男女1組 スタート時刻 10:15

ペースメーカー：①38分30秒、②39分00秒、③39分30秒、④40分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 浅井 将尚 アサイ マサナオ ASAI

2 若松 直人 ワカマツ ナオト WAKAMATSU

3 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ KISHIDA

4 鶴 一磨 ツル カズマ 多摩川サブ3 TSURU

5 藤原 篤史 フジワラ アツシ fuji

6 庄田 真人 ショウダ マサト Team M×K SHODA

7 島本 新 シマモト アラタ ARATA

8 林 智史 ハヤシ サトシ Satoshi

9 竹下 岳 タケシタ タカシ Takashi

10 安藤 地平 アンドウ チヘイ 目黒区 CHIHEI

11 佐々木 卓郎 ササキ タクロウ TAKURO

12 山部 英行 ヤマベ エイコウ M Mナイトラン EIKO

13 高橋 順一 タカハシ ジュンイチ ランニング・デポ JUN JUN

14 村松 健 ムラマツ ケン MATSUKEN

15 吉野 匠 ヨシノ タクミ 東京陸協 TAKUMI

16 井上 勝博 イノウエ マサヒロ Masahiro

17 井上 雄太 イノウエ ユウタ YUTA

18 杉浦 公一 スギウラ コウイチ sugi

19 野本 有紀子 ノモト ユキコ 駒沢公園ＪＣ ＹＵＫＩ

20 牧野 絵里子 マキノ エリコ ユメリク女学園 KACKY

21 春山 裕介 ハルヤマ ユウスケ HARU3

22 磯崎 蓮凌 イソザキ レンヤ SWAC横浜 Renya

23 竹内 崇馬 タケウチ ソウマ RUNNERS Souma

24 増山 和伸 マスヤマ カズノブ KAZUNOBU

25 谷口 智哉 タニグチ トシヤ TANIGUCHI

26 松本 真 マツモト マコト makoto

27 酒井 辰哉 サカイ タツヤ 荏田高ＯＢ TATSUYA

28 廣瀬 健太郎 ヒロセ ケンタロウ hiro Ken

29 小野寺 利絵 オノデラ リエ 南蛮連合 RIEDON

30 村上 貴博 ムラカミ タカヒロ TAKAHIRO

31 坂本 洋二 サカモト ヨウジ Sakamoto

32 藤沢 玲央 フジサワ レオ FUJI

33 井上 宜久 イノウエ ノリヒサ TeamM×K NORI

34 飯田 徹 イイダ トオル MIP TORU

35 松崎 清吾 マツザキ セイゴ MATSUZAKI

36 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ Miyoshi

37 井合 公義 イアイ キミヨシ kiai

38 大原 梓 オオハラ アズサ azoo

39 栗原 秀彰 クリバラ ヒデアキ KURI

40 西浜 悟史 ニシハマ サトシ NISHIHAMA

41 高須 進一 タカス シンイチ ts

42 北浜 秀則 キタハマ ヒデノリ HIDE

43 木山 宏 キヤマ ヒロシ KIYAMA

44 篠原 真由美 シノハラ マユミ YUMA

45 小笠原 信 オガサワラ マコト 小金井公園走友会 OGA

46 佐々木 喜一郎 ササキ キイチロウ kiichiro

47 細川 仁 ホソカワ ヒトシ 細川歯科医院 Jin Hosokawa

48 岩田 惠五 イワタ ケイゴ 逗子市陸協 IWATA

49 中山 隼 ナカヤマ ジユン Nakayama

50 梅田 卓資 ウメダ タクジ TEAM M×K TAKUJI

① PM 中山晃一

② PM 栗山一輝

③ PM 中根美七海

④ PM 宮田一馬



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：①37分00秒、②37分30秒、③38分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 蓮見 裕介 ハスミ ユウスケ YUSUKE

2 Nicholson George ニコルソン ジョージ Namban Rengo George

3 光野 正三 ミツノ ショウゾウ Mitsuike TRC Shozo

4 好士 理恵子 コウシ リエコ RIEKO

5 新井 健至 アライ ケンジ KENJI

6 加賀谷 輔 カガヤ タスク B-team TK

7 白井 正和 シライ マサカズ KAZ

8 白井 吾一 シライ ゴイチ GOICHI

9 宰務 正 サイム タダシ Saimu

10 関 修行 セキ ノブユキ 多摩サブ３会 SEKI

11 川島 淳 カワシマ アツシ 東京陸協 kawashiman

12 太田 聖 オオタ セイ SEI

13 北村 裕 キタムラ ユタカ 洋光台矯正歯科 nimo

14 正木 裕美 マサキ ヒロミ HIROMI

15 玉田 真之介 タマダ シンノスケ TAMA

16 前田 健輔 マエダ ケンスケ 平井ランニングクラブ M.K.H

17 大岡 稜 オオオカ リョウ RYO

18 石井 貴 イシイ タカシ TAKASHI

19 矢島 秀悟 ヤジマ ヒデノリ 埼玉陸協 YAJIMA

20 小林 智行 コバヤシ トモユキ KOBAYASHI

21 出口 靖規 デグチ ヤスノリ DEGUCHI

22 岩崎 太郎 イワサキ タロウ TARO

23 小泉 緑 コイズミ ミドリ Breakthrough Midori

24 柳澤 敬司 ヤナギサワ ケイジ TRACK TOKYO KEIJI

25 矢ケ部 章二 ヤカベ ショウジ Goup！ SHOJI

26 石渡 悟士 イシワタ サトシ 横浜市陸上競技協会 SATOSHI

27 宮本 類 ミヤモト ルイ RUI

28 森 政史 モリ マサフミ MORIZAP MORIZAP

29 福田 和史 フクダ カズシ KAZU

30 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 中家軍 NAKAYA

31 重松 健由 シゲマツ ケンユウ うたクラブ UTA

32 奥田 一之 オクダ カズユキ Kazu

33 横山 正尭 ヨコヤマ マサタカ TEAM MxK M.Yokoyama

34 天満 優一朗 テンマ ユウイチロウ TEMMA

35 岩切 信泰 イワキリ ノブヤス IWAKIRI

36 城田 泰久 シロタ ヤスヒサ 小金井おじ練 YASUHISA

37 寺尾 隆宏 テラオ タカヒロ rollingbase TERAO

38 森 勇次 モリ ユウジ MORI

39 長瀬 康一 ナガセ コウイチ 松戸２１ＲＣ NAGA

40

① PM 中山晃一

② PM 栗山一輝

③ PM 中根美七海



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：①34分30秒、②35分00秒、③35分50秒、④36分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 松藤 久 マツフジ ヒサシ 駒沢公園ジョギングクラブ HISASHI

2 川島 純平 カワシマ ジユンペイ JUMPEI

3 石川 雅浩 イシカワ マサヒロ ＩＳＨＩＫＡＷＡ

4 北崎 翔馬 キタザキ ショウマ SHOMA

5 前原 雅樹 マエハラ マサキ チーム前原 MAITY

6 川井 勉 カワイ ツトム Team M×K KAWAI

7 松崎 哲平 マツザキ テッペイ WisdomRC TEPPEI

8 今野 洋志 コンノ ヒロシ くまごろう HANAKO

9 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

10 松浦 寛輝 マツウラ ヒロキ MATSU

11 平原 淳 ヒラハラ ジュン JMA HIRAHARA

12 岸 哲也 キシ テツヤ 飯能ヤマノススメ連合 TETSUYA

13 浪川 智弘 ナミカワ トモヒロ 神奈川走ろう会 Namigahaku

14 田中 角治 タナカ カクハル ＫＡＫＵ

15 井上 靖数 イカミ ヤスカズ IKAMI

16 田中 達也 タナカ タツヤ 田中競歩軍 Say!!Yeah!!!

17 ＵＫ ＨＡＲＲＩＳＳＯＮ ウック ハリソン 南蛮連合 Harrisson

18 水越 元洋 ミズコシ モトヒロ Wisdom.RC GEN

19 水落 徳哲 ミズオチ ノリアキ ＦＲＣ NORI

20 伊與田 和希 イヨダ カズキ 立教AC Daapiyo

21 笠原 雅人 カサハラ マサト MASA

22 木川 大輔 キカワ ダイスケ DreamAC DICEK

23 本仁 善英 モトニ ヨシヒデ motoni

24 渡邉 友希紘 ワタナベ ユキヒロ WindRun YUKIHIRO

25 中野 裕介 ナカノ ユウスケ YUSUKE

26 菊地 雅矢 キクチ マサヤ KIKU

27 高橋 賢 タカハシ サトシ アトミクラブ TAKAHASHI

28 上野 力 ウエノ ツトム アトミクラブ RIKI

29 小野田 寛 オノダ ヒロシ ONODA

30 田畑 慎也 タバタ シンヤ えもと塾 SHIN

31 小幡 優 オバタ ユウ ゆー

32 西田 幸平 ニシダ コウヘイ 東京陸協 Nisshing

33 川西 宏幸 カワニシ ヒロユキ KAWANISHI

34 百瀬 優 モモセ マサル MOMO

35 杉本 孝公 スギモト タカマサ SUGIMOTO

36 戸村 健 トムラ ケン TOMURA

37 佐伯 智 サエキ サトシ SAEKI

38 徳山 孝太郎 トクヤマ コウタロウ TOKU

39 近内 京太 コンナイ キョウタ WindRun こん

40 嶋田 耕士 シマダ コウジ 現人レーシング KOJI

41 長屋 博之 ナガヤ ヒロユキ nagaya

42 野口 健史 ノグチ タケシ ポポロAC NOGUTAN

43 井上 洋市朗 イノウエ ヨウイチロウ YOICHIRO

44 松田 拓朗 マツダ タクロウ TAKURO

45 天貝 諭史 アマガイ サトシ TKランニングチーム SATOSHI

46 後藤 公秀 ゴトウ キミヒデ GOTO

47 安留 ゆかり ヤストメ ユカリ Be Be Be Be

48 高橋 寛行 タカハシ ヒロユキ TAKAHASHI

49 清水 慶一 シミズ ケイイチ KEI

50

① PM 荒幡寛人

② PM 森田雄貴

③ PM 千田悠人

④ PM 宮田一馬



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

10000m　男女4組 スタート時刻 12:23

ペースメーカー：①30分50秒、②31分30秒、③32分00秒、④32分30秒、⑤33分20秒、⑥34分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 加世田 雅之 カセダ マサユキ KASEDA

2 伊藤 翔流 イトウ カケル 日大生産工 KAKERU

3 玉澤 良太 タマザワ リョウタ PJS TAMA

4 渡辺 将悟 ワタナベ ショウゴ 東京陸協 SHOGO

5 藪田 峻也 ヤブタ タカヤ YABUTA

6 岩瀬 弘之 イワセ ヒロユキ HIROYUKI

7 葛窪 千晴 クズクボ チハル 小金井おじ練 KUZUKUBO

8 小林 優史 コバヤシ マサシ アシックスRC MASASHI

9 永見 聡一朗 ナガミ ソウイチロウ nagasou

10 近藤 邦彦 コンドウ クニヒコ 横須賀市陸協 KONDO

11 村田 英誠 ムラタ ヒデナリ HIDENARI

12 生井 将人 ナマイ マサト Windrun NAMAI

13 美濃田 拓紀 ミノダ ヒロキ 東京都庁 MINODA

14 中野 洸介 ナカノ コウスケ さいたま市陸上競技協会競技部 kou

15 宗石 和久 ムネイシ カズヒサ K.M

16 網谷 直紀 アミタニ ナオキ MORIZAP NAOKI

17 舩越 悠介 フナコシ ユウスケ 東京陸協 FUNAKOSHI

18 我妻 総 ワガツマ サトシ SATOSHI

19 中山 貴史 ナカヤマ タカシ 花巻AC NAKAYAMA

20 下村 和也 シモムラ カズヤ 市川MC SHIMOMU

21 麻田 悠馬 アサダ ユウマ 温室学院大学 TAKEKIYO

22 成田 圭佑 ナリタ ケイスケ KEISUKE

23 山本 泰裕 ヤマモト ヤスヒロ Yamamoto

24 須田 由太 スダ ユウタ 南蛮連合 YUTA

25 落合 健太 オチアイ タケヒロ 板橋区陸協 OCHIAI

26 大石 賢 オオイシ ケン 内田治療院陸上部 K.O

27 小西 宏侑 コニシ ヒロユキ Team MxK HIRO

28 高橋 勇気 タカハシ ユウキ 東京陸協 Yuki

29 吉田 尚平 ヨシダ ショウヘイ JINGER YOSSY

30 鷹觜 厚宜 タカノハシ アツキ AT

31 荒川 雅明 アラカワ マサアキ MASA

32 柳沢 薫 ヤナギサワ カオル 東京陸協 YANAGI

33 座間 保成 ザマ ヤスナリ ZETT

34 藤曲 夏樹 フジマガリ ナツキ 東京都庁 WATER

35 島津 正孝 シマヅ マサタカ SHIMAO

36 矢島 和樹 ヤジマ カズキ zucky

37 森 雅俊 モリ マサトシ MM

38 平井 慎吾 ヒライ シンゴ SHINGO

39 川口 大貴 カワグチ ダイキ JINGER KAWAGUCHI

40 中島 圭一 ナカシマ ケイイチ K

41 中村 達揮 ナカムラ タツキ TSY Tatsu

42 増田 修平 マスダ シュウヘイ SYU

43 田村 嘉浩 タムラ ヨシヒロ TAMURA

44 向井 陸 ムカイ リク RIKU

45 藤原 拓 フジワラ タク FUJIWARA

46 嶋崎 敬太 シマザキ ケイタ 東京陸協 KEITA

47 外山 高広 トヤマ タカヒロ 八王子富士森走友会 TOYAMAX

48 中川 慎太郎 ナカガワ シンタロウ 土浦陸協 SHINTARO

49 内山 有機 ウチヤマ ユウキ yuki uchiyama

50

① PM 黒田雄紀 コモディイイダ

② PM 岡本拓也

③ PM 土谷和貴

④ PM 荒幡寛人

⑤ PM 森田雄貴

⑥ PM 緑川優



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 13:02

ペースメーカー：①3分15秒、②3分30秒、③3分45秒、④4分00秒、⑤4分40秒、⑥5分50秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 梅田 快哉 ウメダ カイヤ KAIYA

2 加藤 健司 カトウ ケンジ なし GS

3 清水 修 シミズ オサム SHIMIZU

4 櫻井 芳夫 サクライ ヨシオ 富山県庁 SAKU

5 塚田 亮一 ツカダ リョウイチ RYO

6 山崎 直人 ヤマザキ ナオト ZAKI

7 友広 聡大 トモヒロ ソウタ Souta

8 北山 凌太朗 キタヤマ リョウタロウ 千住ジュニア RYO

9 野田 明宏 ﾉﾀﾞ ｱｷﾋﾛ SAI Orthopedic clinic ND

10 村上 貴博 ムラカミ タカヒロ TAKAHIRO

11 武田 太郎 タケダ タロウ TARO

12 小暮 慶翔 コグレ ケイショウ KEISHO

13 村上 愛 ムラカミ アイ 國學院大學陸上同好会 ai-chan

14 新地 我王 シンチ ガオウ Gaoh

15 山岡 篤志 ヤマオカ アツシ ATSUSHI

16 山口 俊幸 ヤマグチ トシユキ TOSHI

17 長沼 若奈 ナガヌマ ワカナ 千住ジュニア WAKANA

18 渡辺 陽万 ワタナベ ハルマ ＨＡＲＵＭＡ

19 橋本 龍 ハシモト リュウ RYU

20 森 楓 モリ カエデ KAEDE

21 森 胡桃 モリ クルミ KURUMI

22 瀧 玲香 タキ レイカ REIKA

23 池田 昌平 イケダ ショウヘイ SHO

24 才藤 歩夢 サイトウ アユム 株式会社マイナビ AYUMU

25 外山 想 トヤマ ソウ おもいやりのそう。 SOU

① PM 緑川優

② PM 久田淳司

③ PM 澁谷宥介

④ PM 岡本拓也

⑤ PM 土谷和貴

⑥ PM M高史



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 13:10

ペースメーカー：①2分30秒、②2分40秒、③2分50秒、④3分00秒、⑤3分10秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1

2 関山 健蔵 セキヤマ ケンゾウ SMARTS AC IMOZO

3 伊藤 健太 イトウ ケンタ KENTA

4 百瀬 弦 モモセ ゲン GEN

5 荒幡 哲治 アラハタ テツハル TETSU

6 北山 俊太朗 キタヤマ シュンタロウ 千住ジュニア SYUN

7 村川 雄一 ムラカワ ユウイチ U1

8 安部 嘉葵 アベ ヨシキ ABE

9 矢岸 啓悟 ﾔｷﾞｼ ｹｲｺﾞ SAI Orthopedic clinic YAGIi

10 小畑 光城 オバタ ミツシロ OBATA

11 東條 暖 トウジョウ ダン ゴーワイルド DAN

12 足立 俊宏 アダチ トシヒロ TOSHI

13 田中 達也 タナカ タツヤ 田中競歩軍 Say!!Yeah!!!

14 北川 拓也 キタガワ タクヤ T-98

15 大橋 宏之 オオハシ ヒロユキ しらこばと陸上クラブ RENTARO

16 林 彩斗 ハヤシ サイト saito

17 石澤 毅士 コクザワ ツヨシ KOKU

18 長塚 結南 ナガツカ ユイナ YUINA

19 長沼 晴奈 ナガヌマ ハルナ 千住ジュニア HARUNA 

20 杉山 龍太郎 スギヤマ リュウタロウ ryu

21 祭 友昭 ｻｲ ﾄﾓｱｷ SAI Orthopedic clinic SAI

22 荒井 遼太郎 ｱﾗｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ SAI Orthopedic clinic ARAI

23 齋藤 貴宏 サイトウ タカヒロ ニッポンランナーズ T

24 堀 貴博 ホリ タカヒロ 東京陸協 TAKAHIRO

25 伊藤 幸一 イトウ コウイチ 東京陸協 KOICHI

26 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 中家軍 NAKAYA

①

② PM 三津家貴也

③ PM 鬼頭壮平

④ PM 黒田雄紀 コモディイイダ

⑤ PM 澁谷宥介



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 13:16

ペースメーカー：①11分00秒、②11分30秒、③12分00秒、④13分00秒、⑤14分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 清水 修 シミズ オサム SHIMIZU

2 竹内 茂雄 タケウチ シゲオ TAKE

3 日置 信和 ヒオキ ノブカズ MAC HIOKI

4 青木 隆哉 アオキ リュウヤ Ryu-

5 神田 尚彦 カンダ タカヒコ とくになし KANKAN

6 横山 康治 ヨコヤマ コウジ BOZE

7 森 大輔 モリ ダイスケ MORISHI

8 荒井 寛太 アライ カンタ 横浜市陸協 ARAI

9 榎本 久子 エノモト ヒサコ SAKO

10 丹下 龍一 タンゲ リュウイチ TANGE

11 田中 陽久 タナカ アキヒサ TANAKA2

12 河野 純平 ｶﾜﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 島本プロジェクト JUNPEI

13 本田 牧子 ホンダ マキコ 関東ＲＣ MAKI

14 角田 祐基 カクダ ユウキ KAKU

15 村上 貴博 ムラカミ タカヒロ TAKAHIRO

16 市川 典子 イチカワ ノリコ NORIKO

17 上條 竜大 カミジョウ リュウタ RYUTA

18 安西 義則 アンザイ ヨシノリ anpu

19 住野 遼太郎 スミノ リョウタロウ なし SMIRNOFF

20 涌井 瑞保 ワクイ ミズホ フライデートラック わくい

21 坂元 千絵 サカモト チエ CHIE

22 土屋 奈緒 ツチヤ ナオ TSUCHIYA

23 山﨑 詩大 ヤマザキ ウタ 矢口ランニングクラブ UTA

24 木村 春翔 キムラ ハルト 矢口ランニングクラブ HARUTO

25 海山 喜之 ウミヤマ ヨシユキ team MxK UMIYAMA

26 黒部 健 クロベ ケン 横浜陸協 KEN

27 木下 裕介 キノシタ ユウスケ KINOSHITA

28

29

30

① PM 澁谷宥介

② PM 瀬川莉玖

③ PM 岡本拓也

④ PM 土谷和貴

⑤ PM M高史



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 13:32

ペースメーカー：①10分00秒、②10分15秒、③10分30秒、④10分45秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 下鶴 真吾 シモヅル シンゴ SHINGO

2 海老澤 武尊 エビサワ タケル EBISAWA

3 富弥 諄 トミヤ ジュン JUJU

4 谷本 憲太郎 タニモト ケンタロウ KEN

5 坂本 新吾 サカモト シンゴ ハッピーちぃちゃん Chii-Chan

6 吉成 篤 ヨシナリ アツシ 東京陸協 ＹＯＳＨＩＮＡＲＩ

7 遠藤 知佐 エンドウ チサ PTC CHISA

8 山田 浩輔 ヤマダ コウスケ YAMADA

9 柿沼 直樹 カキヌマ ナオキ KACKY

10 浦山 大智 ウラヤマ ダイチ DAICHI

11 佐藤 希音 サトウ ケイン KEIN

12 西川 晋作 ニシカワ シンサク IGNITE TOKYO SHINSAKU

13 市川 利樹 イチカワ リキ RIKI

14 田中 達也 タナカ タツヤ 田中競歩軍 Say!!Yeah!!!

15 鈴木 友也 スズキ トモヤ フジシロ TOM

16 森 拓郎 モリ タクロウ takuro

17 葛西 亮太 カサイ リョウタ 國學院大學陸上同好会 RYOTA

18 上田 龍之介 ウエダ リユウノスケ UEPOYO

19 坂本 翔 サカモト ショウ 鬼滅の翔 Shinobu-Chan

20 青柳 諒 アオヤギ リョウ AOYAGI

21 梶田 進一郎 カジタ シンイチロウ FJRC KAJI

22 西内 渓太 ニシウチ ケイタ N.K.

23 友広 勝哉 トモヒロ カツヤ TomoKatsu

24 永井 聡 ナガイ サトシ インサイト S_NAGAI

25 鈴木 駿輝 スズキ ハヤキ SUZUKI

26 屋宜 秀一 ヤギ シュウイチ SY

27 森谷 そら モリヤ ソラ SORA

28 木村 優基 キムラ ユウキ 矢口ランニングクラブ YUUKI

29 小清水 功 コシミズ イサオ Koshi

30 熊澤 拓哉 クマザワ タクヤ Koshi

31 杉山 雫 スギヤマ シズク shizuku 

32 齋藤 貴宏 サイトウ タカヒロ ニッポンランナーズ T

33 森安 利之 モリヤス トシユキ セカンドウィンドAC横浜 MORIYASU

① PM 澁谷宥介

② PM 三津家貴也

③ PM 鬼頭壮平

④ PM 石川聖也



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

3000m　男女3組 スタート時刻 13:46

ペースメーカー：①8分45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 髙橋 駿太 タカハシ シュンタ TAKASHUN

2 渡邉 慶大 ワタナベ ケイタ 横浜陸協 WATANABE

3 小檜山 利輝 コビヤマ リキ RSLAB RIKI

4 がんばれ ゆうすけ ガンバレ ユウスケ 吉本興業 YUSUKE

5 横内 悠 ヨコウチ ユウ 東京陸協 MOZU

6 伊澤 優人 イザワ マサト KGRC IZAWA

7 浦山 大智 ウラヤマ ダイチ DAICHI

8 小針 慶大 コバリ ケイダイ KEIDAI

9 菊池 吉紘 キクチ ヨシヒロ YOTTI

10 内藤 遊 ナイトウ ユウ 富士フイルム NAITO

11 渡邉 空斗 ワタナベ ソラト ソラト

12 福嶋 拓人 フクシマ タクト 綾瀬市陸上競技協会 TAKUTEY

13 浅川 恵司 アサカワ ケイジ Keiji

14 須藤 剛 スドウ ツヨシ WindRun TSUYOSHI

15 井上 裕介 イノウエ ユウスケ YUSUKE

16 齋藤 堪汰 ｻｲﾄｳ ｶﾝﾀ 島本プロジェクト KANTA

17 多賀 長門 ﾀｶﾞ ﾅｶﾞﾄ 島本プロジェクト NAGATO

18 渡辺 絢也 ワタナベ ジュンヤ 無所属 JUNYA

19 小林 博幸 コバヤシ ヒロユキ FridayTrackClub HIROYUKI

20 近藤 哲 コンドウ サトシ SATOSHI

21 今西 紗世 イマニシ サヨ SAYO

22 大石 祐希 オオイシ ユウキ yuuki

23 宮口 奨平 ミヤグチ ショウヘイ 東京陸連 MIYAGUCHI

24 五十嵐 一喜 イガラシ カズキ 秦野RC iga iga

25 小川 高弘 オガワ タカヒロ taka

26 金 素源 キム ソウォン 朝鮮大学 SOWON

27 佐藤 大宇 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｳ 島本プロジェクト DAIU

28 佐々木 大輔 ササキ ダイスケ ニッポンランナーズ DAISUKE

29 奥村 哲生 オクムラ テツオ TETSU

30 山川 真裕 ヤマカワ マヒロ 清瀬第三中学校 ＹＭ

31 下島 千明 シモジマ チアキ 陸上競技多摩川クラブ J.D.S.

32 勢力 誉久 セイリキ ヨシヒサ KSAC YOSHI

33 伊東 夕波 イトウ ユナ ＹＵＮＡ

① PM 澁谷宥介

② PM 瀬川莉玖

③ PM 石川聖也

④ PM 三津家貴也

⑤ PM 鬼頭壮平



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 14:00

ペースメーカー：①20分30秒、②21分00秒、③21分30秒、④22分00秒、⑤22分30秒、⑥23分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1

2 伊従 希世彦 イヨリ キヨヒコ KIYOHIKO

3 松本 健 マツモト タケシ MATSU23

4 正木 学 マサキ マナブ MASAKING

5 酒井 佑子 サカイ ユウコ YUKO

6 武田 浩実 タケダ ヒロミ HIRO

7 阿江 祥子 アエ サチコ えもと塾 Sachiko.A

8 高木 利枝 タカギ リエ RIE

9 SUGAHARA Masaru スガハラ マサル SUGAHARA

10 加々美 朗子 カガミ アキコ AKO

11 石川 涼子 イシカワ リヨウコ RYOKO

12 神原 百合 カンバラ ユリ 南蛮連合 YURI

13 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル Team RxL Yamazaki

14 半田 裕美 ハンダ ヒロミ HACHI

15 森川 尚彦 モリカワ マサヒコ masa

16 田中 久善 タナカ ヒサヨシ HISA

17 小川 晋史 オガワ シンジ S.OGAWA

18 加藤 健司 カトウ ケンジ なし GS

19 川本 雅夫 カワモト マサオ フラーレン masaosan

20 岩村 直美 イワムラ ナオミ NAOMIN

21 山内 かおり ヤマウチ カオリ YAMAUCHI

22 松本 美里 マツモト ミサト TeamMxK MISATO

23 細木 美智江 ホソキ ミチエ HOSOKI

24 兵頭 かおり ヒョウドウ カオリ KAORI

25 細谷 みゆき ホソヤ ミユキ 松戸21RC MIYUKI

26 石井 正樹 イシイ マサキ ishii

27 関 祐一 セキ ユウイチ yu

28 手塚 友喜 テヅカ ユキ RUN塾 YUKI

29 篠原 かおり シノハラ カオリ SOMPORC KAORI

30 塚田 由紀子 ツカダ ユキコ YUKIKO

31 新井 祐介 アライ ユウスケ tokotokojog Yuusuke

32 小林 徹 コバヤシ トオル TORU

33 新嶋 明 ニイジマ アキラ RSLAB AKIRA

34 佐藤 華奈子 サトウ カナコ KANAKO

35 佐藤 美保 サトウ ミホ MIHO

36 小又 和徳 オマタ カズノリ KAZU

37 森 幸 モリ サチ チーム前原 Sachi

38 ABE HIROKO アベ ヒロコ 三友システムアプレイザル ABE

39 沖本 茂 オキモト シゲル GMCC OKI

40 黄田 立文 コウダ リツブン ATAグータロ月島 RAYMOND

41 生松 ゆかり オイマツ ユカリ 南蛮連合 YUKARI

42 市来 小弓 イチキ サユミ sayumi

43 外尾 修子 ホカオ シュウコ 多摩川クラブ HOKAO

44 井上 桂基 イノウエ ケイキ グータロウ KEIKI

45 野田 明宏 ﾉﾀﾞ ｱｷﾋﾛ SAI Orthopedic clinic ND

46 井上 千春 イノウエ チハル CHIHARU

47 阿部 敏明 アベ トシアキ TOSHI

48 杉森 智 スギモリ サトシ TeamMxK SUGIMORI

① PM 塩谷信二

② PM 瀬川莉玖

③ PM 西山祐生 コモディイイダ

④ PM 久田淳司

⑤ PM 野田春香 コモディイイダ

⑥ 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 14:27

ペースメーカー：①19分30秒、②19分45秒、③20分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 小金丸 浩史 コガネマル ヒロシ GANE

2 安田 裕哉 ヤスダ ヒロヤ かもめ走遊会 YASBAY

3 石井 明夫 イシイ アキオ 樂走組 ISHII

4 宮本 明 ミヤモト アキラ RunWave AKIRA

5 森井 保次 モリイ ヤスツグ SWAC MORII

6 高野 修司 タカノ シュウジ SHUJI

7 半谷 謙寿 ハンガイ ケンジュ ハリアーズ HGR

8 近藤 万雅 コンドウ カズマサ kazu

9 井戸根 裕之 イドネ ヒロユキ HIRO

10 松井 丈 マツイ ジョウ JOE

11

12 広井 渡 ヒロイ ワタル wata

13 浅井 秀治 アサイ ヒデハル HIDE

14 金森 優一 カナモリ ユウイチ 南蛮連合 YUKOYUKO

15 平岡 謙亮 ヒラオカ ケンスケ KENSUKE

16 國廣 啓太 クニヒロ ケイタ KEITA

17 岡部 康矢 オカベ コウヤ KOYA

18 高瀬 裕 タカセ ヒロシ TAKASE

19 西 理広 ニシ ミチヒロ Triming NISHI

20 鈴木 武史 スズキ タケシ フイナム ランニング クラブ suzu

21 川島 広大 カワシマ コウタ らんはい CAHA

22 小堤 峻 オツヅミ シュン ビバランイントウキョー Shun.O

23 横川 美沙 ヨコカワ ミサ TeamM×K MISA

24 倉林 健太 クラバヤシ ケンタ Kenta

25 Hara Katsuhiko ハラ カツヒコ K.Hara

26 飯尾 健 イイオ ケン KEN

27 矢内 正和 ヤナイ マサカズ OVER-DO YANAI

28 早坂 孝治 ハヤサカ タカハル アトミ Hayasaka

29 田島 高志 タジマ タカシ TAJIMA

30 白壁 奏子 シラカベ カナコ KANA

31 上岡 海大 カミオカ カイト 八王子富士森走友会 Kamioka

32 椋林 裕太 ムクバヤシ ユウタ らんはい MUKU

33 行武 正二 ユクタケ ショウジ syoji

34 馬詰 義明 ウマヅメ ヨシアキ TeamMxK UMAZUME

35 関根 正之 セキネ マサユキ MASAYUKI

36 梅原 貴正 ウメハラ タカマサ UME

37 月井 隆行 ツキイ タカユキ グータロー月島 TAKAYUKI

38 塚田 亮一 ツカダ リョウイチ RYO

39 齋藤 隆義 サイトウ タカヨシ YRC TAKAYOSHI

40 小林 威司 コバヤシ タケシ BaSRC TAKESHI

41 村上 貴博 ムラカミ タカヒロ TAKAHIRO

42 渡辺 寿郎 ワタナベ トシロウ 多摩川サブスリーをめざす会 juro

43 清水 孝行 シミズ タカユキ 麦わらの一味 SHIMIZU

44 林 みづほ ハヤシ ミヅホ MIZUHO

45 西出 慎吾 ニシデ シンゴ Shingo

46 森安 航大 モリヤス コウタ セカンドウィンドAC横浜 KOUTA

47 庄司 雅博 ショウジ マサヒロ MASA

48

① PM 塩谷信二

② PM 久田淳司

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3組 スタート時刻 14:51

ペースメーカー：①18分30秒、②18分45秒、③19分00秒、④19分15秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 梅田 進也 ウメダ シンヤ SHINYA 

2 齋間 秀雄 サイマ ヒデオ 31M

3 宮本 直樹 ミヤモト ナオキ NAOKI

4 中島 立人 ナカジマ リツト Mラン RITSUTO

5 藤吉 亮輔 フジヨシ リョウスケ TOUKICHI

6 下津 公敬 シモツ ヒロタカ トップギア HIRO

7 アレン ポール アレン ポール Paul

8 白戸 太朗 シラト タロウ ATHLONIA Taro

9 三橋 正一 ミツハシ マサカズ JR東日本東京 MICHAN

10 阿久澤 隆 アクザワ タカシ ELDORESO AQ

11 小高 潤 オダカ ジュン TeamMxK JUN

12 石川 修一 イシカワ シュウイチ SHU

13 吉田 和彦 ヨシダ カズヒコ KAZU

14 保岡 昌彦 ヤスオカ マサヒコ yasuoka

15 鈴木 遼 スズキ リョウ RYO

16 進 麻美子 シン マミコ 11課 MAMI

17 祭 友昭 ｻｲ ﾄﾓｱｷ SAI Orthopedic clinic SAI

18 山口 幹哉 ヤマグチ ミキヤ MKY

19 薮下 顕史 ヤブシタ ケンジ YABU

20 染谷 詔和 ソメヤ アキカズ AKIKAZU

21 合田 なぎさ ゴウダ ナギサ TDMR nagisa

22 吉留 隆行 ヨシドメ タカユキ YOSHIDOME

23 村越 健司 ムラコシ ケンジ TopGear Kossy

24 桜井 健一郎 サクライ ケンイチロウ SAKURAI

25 佐久間 清孝 サクマ キヨタカ Sakuma

26 荒木 康太郎 アラキ コウタロウ ko-ta-ro-

27 内藤 兵磨 ナイトウ ヒヨウマ HYOMA

28 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウ モンベル ＹＵＩＣＨＩＲＯ

29 橋本 誠紀 ハシモト マサノリ HASHI

30 ワメーザ ユリア ワメーザ ユリア JULIA

31 山名 一彰 ヤマナ カズアキ Kazu

32 押川 耕一郎 オシカワ コウイチロウ KOICHIRO

33 櫻井 芳夫 サクライ ヨシオ 富山県庁 SAKU

34 片山 麻美 カタヤマ アサミ ASAMI

35 吉野 弘 ヨシノ ヒロシ 松戸市民ランナーズ hiro

36 武田 亮平 タケダ リョウヘイ TAKEDA

37 橘 彩 タチバナ アヤ 湘南美容 AYA

38 狩谷 茂一 カリヤ シゲカズ 酒RUN OSIGE

39 松崎 雅春 マツザキ マサハル MASA

40 今井 規雄 イマイ ノリオ NORIO

41 瀬尻 健太郎 セジリ ケンタロウ KENTARO

42 山崎 直人 ヤマザキ ナオト ZAKI

43 野中 慶昭 ノナカ ヨシテル NAKAYOSHI

44 杉山 健太 スギヤマ ケンタ SUGIYAMA

45 改発 次郎 カイホツ ジロウ JIRO

46 谷口 智哉 タニグチ トシヤ TANIGUCHI

47 山崎 絵里子 ヤマザキ エリコ ERIKO

48 杉山 ハリー スギヤマ ハリー NASTY HARRY

49 田口 明 タグチ アキラ チームR×L+ AKIRA

① PM 黒川遼

② PM 久田淳司

③ PM 西山祐生 コモディイイダ

④ PM 河合謙一



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 15:14

ペースメーカー：①17分50秒、②18分05秒、③18分20秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 前田 拓哉 マエダ タクヤ 東京ドMランナーズ mametaro

2 田口 祐治 タグチ ユウジ 三菱商事同好会 GUCCI

3 Johannesen Jay Johannesen Jay Namban Rengo Jay J

4 永井 宏明 ナガイ ヒロアキ HERO

5 島田 和幸 シマダ カズユキ ShimaKazu

6 黒田 なつみ クロダ ナツミ BeBe NATSUMI

7 打野 里奈 ウチノ リナ 東京陸協 UCHINO

8 寺尾 隆宏 テラオ タカヒロ rollingbase TERAO

9 大川 高輝 オオカワ コウキ 東京陸協 KOKI

10 藤井 圭介 フジイ ケイスケ T.T-AC KEISUKE

11 鶴原 聖也 ツルハラ マサヤ TSURUHARA

12 熊谷 卓哉 クマガイ タクヤ KUMAGAI

13 Langer Jakob ランガー ヤコブ Jakob

14 森田 周一 モリタ シユウイチ 小金井おじ練 MORITA

15 秋山 和彦 アキヤマ カズヒコ ＫＡＺＵ

16 山岡 正也 ヤマオカ マサヤ 小金井おじ練 MASAYA

17 幸本 裕司 コウモト ユウジ YK

18 松田 文貴 マツダ フミタカ ＴＴ.ＡC ＢＵＮ

19 櫻井 陸 サクライ リク RIKU

20 夏苅 竜平 ナツカリ リュウヘイ 株式会社レテ Ryuhei

21 広瀬 弘宣 ヒロセ ヒロノブ bebe hirose

22 石井 正吾 イシイ ショウゴ ISHII

23 友重 剛 トモシゲ タケシ Takeshi

24 北川 浩之 キタガワ ヒロユキ KITAGAWA

25 島田 裕二 シマダ ユウジ SHIMA

26 笹本 浩司 ササモト コウジ SASA

27 千葉 隆史 チバ タカシ CHIBA

28 井出 富雄 イデ トミオ IDE

29 大久保 由紀夫 オオクボ ユキオ YUKIO

30 林 俊宏 ハヤシ トシヒロ toshiii

31 梶田 進一郎 カジタ シンイチロウ FJRC KAJI

32 山崎 希 ヤマサキ アキラ YAMASAKI

33 Ieno Eiji Ieno Eiji Eijidu19

34 宅島 豊人 タクシマ トヨヒト 東京陸上競技協会 TOYO

35 大湯 忠彦 オオユ タダヒコ SEIBIYAMA YOU

36 Potiron Yoann ポチロン ヨアン BOKU

37 尾方 優作 オガタ ユウサク YUSAKU

38 中村 卓哉 ナカムラ タクヤ TAKUYA

39 タナカ マサカズ タナカ マサカズ masakazu

40 城田 泰久 シロタ ヤスヒサ 小金井おじ練 YASUHIUSA

41 松田 洋祐 マツダ ヨウスケ YOUSUKE

42 武田 哲治 タケダ テツジ TAROBE

43 井田 健一 イダ ケンイチ KENICHI

44 鷺森 愛子 サギモリ アイコ SAGI

45 山崎 絵里子 ヤマザキ エリコ ERIKO

46 木村 康之 キムラ ヤスユキ TeamMxK KIMURA

47 寺田 信哉 テラダ シンヤ TERADA

48 齋藤 絵美 サイトウ エミ EMI

① PM 長江隆行

② PM 黒川遼

③ PM 河合謙一



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 15:36

ペースメーカー：①17分00秒、②17分20秒、③17分40秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 宮村 和宏 ミヤムラ カズヒロ グー太朗月島 16 minutes

2 星宮 一木 ホシミヤ カズキ KAZUKI

3 成島 一輝 ナルシマ カズキ Naru

4 布施 温菜 フセ ハルナ HARUNA

5 片山 等 カタヤマ ヒトシ KH

6 木住野 善男 キシノ ヨシオ Kissy

7 渡辺 毅 ワタナベ タケシ ＲＵＮ塾 ＴＡＫＥ

8 北川 拓也 キタガワ タクヤ T-98

9 林 洋輔 ハヤシ ヨウスケ yosan

10 大森 教尋 オオモリ ノリヒロ ポポロAC OMORI

11 小出 剛史 コイデ タケシ Namban Rengo TAKESHI

12 黒瀬 輝章 クロセ テルアキ ＫＵＲＯ

13 安永 亮 ヤスナガ アキラ yas

14 Hegarty Mike Hegarty Mike Mike

15 横澤 和哉 ヨコサワ カズヤ amino VITAL YOKOSAWA

16 黒澤 遥介 クロサワ ヨウスケ Yohsuke

17 瀧澤 圭一郎 タキザワ ケイイチロウ TAKIO

18 橋本 隆正 ハシモト タカマサ つじかぜＡＣ Ryusei

19 小林 幸夫 コバヤシ ユキオ 多摩川サブスリー YUKIMARU

20 木内 武志 キウチ タケシ ニッポンランナーズ Kiucchi

21 山口 延広 ヤマグチ ノブヒロ 小金井おじ練 GUCCY

22 町田 達彦 マチダ タツヒコ すみだランRun倶楽部 Tatsu

23 内橋 憲章 ウチハシ ノリアキ N.Uchihashi

24 稲垣 督久 イナガキ トクヒサ Inagaki

25 静谷 智泰 シズヤ トモヤス SHIZUYA

26 小西 隆弘 コニシ タカヒロ サム陸 ＫＯＮＩ

27 寺西 利之 テラニシ トシユキ アミトラ Teva

28 志田 浩章 シダ ヒロアキ NAS HIRO

29 磯部 優介 イソベ ユウスケ Isobeeee

30 伊藤 健一 イトウ ケンイチ ITO

31 鶴田 佑助 ツルダ ユウスケ RSLAB TSURUDA

32 ヤジリ マサミ ヤジリ マサミ 矢尻商店 myajiri

33 池永 敦 イケナガ アツシ JBMA AGANEKI

34 岡田 琢磨 オカダ タクマ 小金井公園おじさん練習会 Takuma

35 星崎 隆 ホシザキ タカシ HOSHI

36 山本 祐輔 ヤマモト ユウスケ ＮＳＴ Yusuke

37 長井 建郎 ナガイ タツロウ 4NOA Tatsuro

38 片山 真人 カタヤマ マサト ピッツキューブRC KATAYAN

39 川口 大貴 カワグチ ダイキ JINGER KAWAGUCHI

40 吉田 尚平 ヨシダ ショウヘイ JINGER YOSSY

41 喜多村 渉 キタムラ ワタル WK

42 矢岸 啓悟 ﾔｷﾞｼ ｹｲｺﾞ SAI Orthopedic clinic YAGIi

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

44 和田 達也 ワダ タツヤ ＷＡＤＡ

45 田中 達也 タナカ タツヤ 田中競歩軍 Say!!Yeah!!!

46 中野 沙知 ナカノ サチ 青梅トレラン部 SACHI

47 真鍋 一郎 マナベ イチロウ ICHIRO

48 菅野 渉 カンノ ワタル Jクラブ WATARU

① PM 長江隆行

② PM 松村幸栄

③ PM 黒川遼



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 15:57

ペースメーカー：①16分20秒、②16分40秒、③17分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 野口 剛 ノグチ ゴウ GO

2 大村 展弘 オオムラ ノブヒロ OOMURA

3 伊藤 勇磨 イトウ ユウマ 酒RUN YUMA

4 石澤 卓也 イシザワ タクヤ まるえ A@MOTO

5 阿部 靖 アベ ヤスシ 東京陸協 ABE

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

7 小池 孝範 コイケ タカノリ 弁護士法人ＥＮＩＳＨＩ Ｋｏｉｋｅ

8 小松 雄大 コマツ ユウダイ KOMATSU

9 深澤 洋志 フカザワ ヒロシ FUKAZAWA

10 酒井 優一 サカイ ユウイチ YUICHI

11 福永 泰幸 フクナガ ヤスユキ 脳天逆立倶楽部 YASU

12 小田切 大城 オタギリ ダイキ おたすの足底筋膜炎日記 OTASUUUUUU

13 吉見 政悟 ヨシミ セイゴ えもと塾 SEIGO

14 中村 達揮 ナカムラ タツキ TSY Tatsu

15 糸井 巧 イトイ タクミ タクミ

16 滝沢 貢 タキザワ ミツグ さがみんＲＣ SAGAMIN

17 冨永 尚宏 トミナガ タカヒロ 小金井おじ練 Tominaga

18 浜田 尚輝 ハマダ ナオキ フイナムランニングクラブ HAMADA

19 長谷川 翔 ハセガワ ショウ hasesho

20 水落 徳哲 ミズオチ ノリアキ ＦＲＣ NORI

21 高橋 真悟 タカハシ シンゴ ガラタン ゴシンシン

22 桑野 博輔 クワノ ヒロスケ HIRO

23 関口 豊 セキグチ ユタカ グータロー YUTAKA

24 小川 祐一 オガワ ユウイチ 三浦郡陸協 YUICHI

25 石澤 毅士 コクザワ ツヨシ KOKU

26 中嶋 仁志 ナカジマ ヒトシ チームMK NAKAJIMA

27 坂詰 北斗 サカヅメ ホクト HOKUTO

28 北川 悟 キタガワ サトル SATORU

29 近江屋 拓 オオミヤ タク TAKU

30 平松 弘道 ヒラマツ コウドウ Transit KODO

31 池田 大助 イケダ ダイスケ IKEDA

32 藤井 将大 フジイ マサヒロ 津田に負けないぞ！！ TsudaNiMakenaizo!

33 津田 修也 ツダ シュウヤ IGNITE TOKYO shuya

34 永井 雅樹 ナガイ マサキ とっぷぎあ MASA

35 澤田 洋志 サワダ ヒロシ ＲＵＮＷＥＢ HIRO

36 稲崎 真吾 イナサキ シンゴ ＡＲＣ INA

37 今井 純一 イマイ ジュンイチ 文鳥区役所 IMAI

38 高野 直義 タカノ ナオヨシ 相模原市役所RC Nao

39 神林 知将 カンバヤシ トモノブ NOBU

40 田中 颯汰 タナカ ソウタ souta

41 田口 翔太 タグチ ショウタ 慶應志木同好会 SHOTA

42 田邊 峻佑 タナベ シュンスケ TANABE

43 橋本 健太郎 ハシモト ケンタロウ HASHIKEN

44 久保 光法 クボ ミツノリ KUBO

45 武田 健太 タケダ ケンタ take

46 赤澤 省吾 アカザワ ショウゴ SHOGO

47 山崎 洋輔 ヤマザキ ヨウスケ ラチエンAC YOSUKE

48 川西 淳司 カワニシ ジュンジ NIS

① PM 河野孝志

② PM 齋藤拓也

③ PM 小檜山利輝



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 16:18

ペースメーカー：①15分45秒、②16分00秒、③16分15秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 亀井 健太 カメイ ケンタ 厚木市役所 KENTA

2 野口 悠 ノグチ ユウ 相模原市役所RC yuu

3 井上 明弘 イノウエ アキヒロ 横須賀市陸協 AKIHIRO

4 吉田 匠吾 ヨシダ ショウゴ 東大和トラッククラブ SHOGO

5 竹中 陽平 タケナカ ヨウヘイ Yohei

6 中村 伸太朗 ナカムラ シンタロウ ぼんクラブ ＳＨＩＮ

7 安田 京介 ヤスダ キョウスケ YSD

8 小川 佳祐 オガワ ケイスケ OGAWA

9 大野 瑛 オオノ アキラ 東京陸協 AKIRA

10 瀧野 秀則 タキノ ミキヒロ DAC筑駒高 TAKINO

11 西郷 孝一 サイゴウ タカヒト TAKA

12 上田 星矢 ウエダ セイヤ 東京消防庁 Seiya

13 長尾 暁人 ナガオ アキト GAO

14 中水 佑 ナカミズ ユウ フジシロ YU

15 中里 和彦 ナカザト カズヒコ NAKAZATO

16 吉田 宜永 ヨシダ ノリナガ Yoshida

17 木村 彰吾 キムラ ショウゴ ちばりく RIN

18 栗原 篤人 クリハラ アツヒト TKランニング倶楽部 KURIBOY

19 平野 帆峻 ヒラノ ホダカ HIRANO

20 高野 勇登 タカノ ユウト YUTO

21 一楽 信尚 イチラク ノブヒサ アラスカAC NOBUHISA

22 萩原 久也 ハギワラ ヒサヤ Hisaya

23 奥山 茂博 オクヤマ シゲヒロ GAZELLE SHIGE

24 今野 豪 コンノ タケル KONTAKE

25 長副 紘樹 ナガソエ ヒロキ GRlab関東 Piroki

26 石川 直樹 イシカワ ナオキ 君津高校 NAOKI

27 石井 圭一 イシイ ケイイチ K-ichi

28 鈴木 政洋 スズキ マサヒロ MASAHIRO

29 安部 嘉葵 アベ ヨシキ ABE

30 斎藤 湧歩 サイトウ ユウホ ＷｉｎｄＲＵＮ HRN

31 松田 純平 マツダ ジュンペイ MATSUDA

32 上川 英一郎 カミカワ エイイチロウ E^^K

33 江頭 直人 エガシラ ナオト NAOTO

34 永井 義之 ナガイ ヨシユキ nagai

35 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ MASAHIRO

36 兼本 柊哉 カネモト シュウヤ 東京陸協 Shuuya

37 稲垣 陽平 イナガキ ヨウヘイ 美野里クラブ Ｙ.Ｉ

38 小石原 燃 コイシハラ モユル moyuru

39 森 孝博 モリ タカヒロ ＭＯＲＩ

40 古城戸 真之 フルキド マサユキ 鳩印G&T川崎 furukido

41 郡司 真彦 グンジ マサヒコ まなめると心咲めいの思いで走る会 MA-KUN

42 芹沢 元秀 セリザワ モトヒデ 小金井公園おじさん練習会 SERIZAWA

43 安室 政司 ヤスムロ マサシ MURO

44 射場本 綾 イバモト リョウ IBA

45 松村 幸栄 マツムラ ユキエ YUKIE

46 田島 颯 タジマ ハヤテ らんはい hayateee

47 小檜山 江未留 コビヤマ エミル どんど晴れ EMILE

48 吉本 優貴 ヨシモト ユウキ YUKI

① PM 新田良太郎

② PM 井下裕貴

③ PM 佐藤達也



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 16:38

ペースメーカー：①14分05秒、②14分35秒、③14分55秒、④15分15秒、⑤15分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 畔柳 隼弥 クロヤナギ シュンヤ ラフィネグループ SHUNYA

2 冨田 三貴 トミタ ミツタカ ラフィネグループ MITSUTAKA

3 横溝 匠 ヨコミゾ タクミ Takumi

4 JOHNSON JARED ジョンソン ジェレッド JARED

5 川内 鮮輝 カワウチ ヨシキ Jaybird Jaybird

6 大川 隼平 オオカワ シュンペイ ELDORESO CHUMPEI

7 瀬川 京祐 セガワ ケイスケ 横浜国立大学 KEISUKE

8 天海 創太 アマガイ ソウタ SOTA

9 安藤 貴信 アンドウ タカノブ TAKA

10 藤野 滉生 フジノ コウキ GAZELLE KOUKI

11 佐藤 真也 サトウ シンヤ SHINYA 

12 坂上 佳也 サカガミ ヨシヤ RFA Japan GAMI

13 横内 悠 ヨコウチ ユウ 東京陸協 MOZU

14 兒玉 雄介 コダマ ユウスケ KODAMA

15 枡川 健太郎 マスカワ ケンタロウ KENTARO

16 阿部 哲也 アベ テツヤ ABE

17 梅村 一輝 ウメムラ カズキ YNU KAZUKI

18 蒲生 晟也 ガモウ セイヤ SEIYA
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20 田邊 秀斗 タナベ シュウト 東京陸協 SHUTO

21 Wilberforce Gary ウィルバーフォース ガリ 南蛮連合 Gary

22 田畑 俊樹 タバタ トシキ 東京陸協 TBT

23 慶野 美典 ケイノ ミノリ KEINO

24 伊藤 眞紘 イトウ マヒロ ITO

25 有村 誠太朗 アリムラ セイタロウ seita

26 鶴見 健太 ツルミ ケンタ 横浜国立大学 KENTA

27 山口 純平 ヤマグチ ジュンペイ ELDORESO JP

28 鳥居 邦彦 トリイ クニヒコ MKP KUNIBO

29 江本 英卓 エモト スグル Emoto

30 飯田 勇希 イイダ ユウキ KP YUKI

31 尾崎 弘和 オサキ ヒロカズ Osaki

32 青井 夏雄 アオイ ナツオ AOI

33 菊地 優志 キクチ ユウジ HASIRUNOTSURAI

34 酒井 敦志 サカイ アツシ 狛江市陸協 sakai

35 鋤崎 隆也 スキザキ タカヤ さわかみホールディングス TAKAYA

36 孫田 礼人 マゴタ アヤト AYATO

37 大垣 秀介 オオガキ シュウスケ 東京陸協 OGAKI

38 菊地 恭太 キクチ キョウタ KYOTA

39 石口 大地 イシグチ ダイチ ISHIGUCHI

40 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ 濃厚とんこつ極 GYOBA

41 大和久 貴裕 オオワク タカヒロ JR東日本千葉 WAKU

42 小池 翔大 コイケ ショウタ 越谷栄進 shota

43 井下田 雄亮 イゲタ ユウスケ 館林クラブ Yusuke
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① PM 新田良太郎 PM 小檜山利輝

② PM 井下裕貴

③ PM 佐藤達也

④ PM 河野孝志

⑤ PM 齋藤拓也


