
＜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

5000m 男女 1組 10:30 9:15 10:00 10:25 44名

5000m 男女 2組 10:57 9:42 10:27 10:52 46名

5000m 男女 3組 11:20 10:05 10:50 11:15 47名

5000m 男女 4組 11:43 10:28 11:13 11:38 42名

3000m 男女 1組 12:05 10:50 11:35 12:00 32名

3000m 男女 2組 12:21 11:06 11:51 12:16 32名

3000m 男女 3組 12:35 11:20 12:05 12:30 31名

5000m 男女 5組 12:48 11:33 12:18 12:43 46名

5000m 男女 6組 13:10 11:55 12:40 13:05 47名

5000m 男女 7組 13:31 12:16 13:01 13:26 41名

1500m 男女 1組 13:52 12:37 13:22 13:47 18名

1500m 男女 2組 14:02 12:47 13:32 13:57 19名

1500m 男女 3組 14:10 12:55 13:40 14:05 22名

1500m 男女 4組 14:18 13:03 13:48 14:13 18名

1500m 男女 5組 14:25 13:10 13:55 14:20 19名

注意事項（抜粋）

・緊急事態宣言の延長も報道されており、会場や自治体の要請により中止や人数の縮小等、

　急な変更もあり得ます。またプログラムについても修正が考えられますので、開催5日前に

　掲載予定の最終版プログラムをはじめ、最新情報の確認をお願い致します。

・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。

・競技は本大会申し合せ事項により実施します。

・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。

＜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41回 MxKディスタンストライアル

2021年3月14日（日）10時30分～14時30分

世田谷陸上競技場（世田谷区立大蔵運動公園陸上競技場）

9時15分～競技開始30分前迄　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）

5000m　男女1組 スタート時刻 10:30

ペースメーカー：①19分45秒、②20分00秒、③20分30秒、④21分00秒、⑤21分30秒、⑥22分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ miyoshi

2 末井 孝則 マツイ タカノリ matsuri

3 蔵前 哲也 クラマエ テツヤ KURAMAE

4 広井 渡 ヒロイ ワタル wata

5 岡部 康矢 オカベ コウヤ KOYA

6 斎藤 安弘 サイトウ ヤスヒロ freedom freedom

7 伊藤 知行 イトウ トモユキ 六本木トライアスリートの会 Baron

8 津島 康人 ツシマ ヤスト YASU

9 清水 孝行 シミズ タカユキ 麦わらの一味 SHIMIZU

10 遠藤 武 エンドウ タケシ RUN WAVE ENDO

11 早坂 孝治 ハヤサカ タカハル アトミ HAYASAKA

12 飯尾 健 イイオ ケン KEN

13 角田 祐基 カクダ ユウキ KAKU

14 木山 宏 キヤマ ヒロシ KIYAMA

15 小暮 慎太郎 コグレ シンタロウ 多摩湖RC Kogure

16 川口 太希 カワグチ タイキ TAIKI

17 関根 正之 セキネ マサユキ MASAYUKI

18 小宮山 徹 コミヤマ トオル ニッポンランナーズ柏 komi

19 岡崎 園子 オカザキ ソノコ SONIA

20 伊従 希世彦 イヨリ キヨヒコ KIYOHIKO

21 杉森 智 スギモリ サトシ TeamMxK SUGIMORI

22 泉 貴之 イズミ タカユキ SNR TAKAYUKI

23 関 祐一 セキ ユウイチ yu

24 小竹 雄士 コタケ ユウシ U_C

25 小島 正彦 コジマ マサヒコ KOJIMA

26 平野 龍一 ヒラノ リョウイチ 六本木トライアスリートの会 RIO

27 中村 薫 ナカムラ カオル 六本木トライアスリートの会 Naka

28 田中 久善 タナカ ヒサヨシ teamM×K HISA

29 嶋田 利秋 シマダ トシアキ ランシェアーズ ＧＧＥ

30 渡辺 カズヒロ ワタナベ カズヒロ wata

31 石井 正樹 イシイ マサキ ishii

32 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル Team RxL Yamachan

33 新井 祐介 アライ ユウスケ Tokotokojog Yuusuke

34 稲垣 則子 イナガキ ノリコ Noriko

35 中島 美音 ナカジマ ミオ MIO

36 井野 浩彦 イノ ヒロヒコ InoHiro

37 内村 和美 ウチムラ カズミ 多摩川クラブ kazucchi

38 石田 雅彦 イシダ マサヒコ ISHIMON

39 石井 百合子 イシイ ユリコ なし sakura

40 阿邊 宏子 アベ ヒロコ 三友システムアプレイザル ABE

41 海山 喜之 ウミヤマ ヨシユキ teamMxK UMIYAMA

42 右田 敦之 ミギタ アツシ 右田病院駅伝部 Running Oyaji

43 浦野 健一 ウラノ ケンイチ URANO

44 樽川 智也 タルカワ トモヤ TOMOYA

- PM 黒川遼

- PM 中山晃一

- PM 塩谷信二

- PM 中根美七海

- PM 宮田一馬

- PM 小河弘樹



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 10:57

ペースメーカー：①19分00秒、②19分15秒、③19分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 篠田 隆之 シノダ タカユキ Tkun

2 荒井 寛太 アライ カンタ 横浜市陸協 ARAI

3 吉岡 誠一郎 ヨシオカ セイイチロウ ラフラフ  ＲＣ Yoshioka

4 吉留 隆行 ヨシドメ タカユキ YOSHIDOME

5 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウ モンベル ＹＵＩＣＨＩＲＯ

6 岩田 惠五 イワタ ケイゴ IWATA

7 羽鳥 光郎 ハトリ ミツロウ Mitsu

8 木下 裕介 キノシタ ユウスケ KINOSHITA

9 宮本 康二 ミヤモト コウジ Miya

10 重松 健由 シゲマツ ケンユウ うたクラブ UTA

11 春山 裕介 ハルヤマ ユウスケ はだし駅伝部 HADASHI

12 庄田 真人 ショウダ マサト SHODA

13 加藤 崇 カトウ タカシ TK

14 梅田 卓資 ウメダ タクジ TeamM×K TAKUJI

15 大久保 健 オオクボ ケン okenokeno

16 鈴木 剛 スズキ ツヨシ PON

17 谷口 智哉 タニグチ トシヤ TANIGUCHI

18 瀬尻 健太郎 セジリ ケンタロウ 三菱重工RC Kentaro

19 小川 倖大 オガワ コウダイ OGAWA

20 中野 昌則 ナカノ マサノリ 小金井走友会 NAKANO

21 大槻 知史 オオツキ サトシ Satoshi-O

22 櫻井 芳夫 サクライ ヨシオ 富山県庁 SAKU

23 稲垣 光剛 イナガキ ミツタカ INAGAKI

24 北浜 秀則 キタハマ ヒデノリ HIDE

25 蛭田 優一 ヒルタ ユウイチ HIRU

26 山口 幹哉 ヤマグチ ミキヤ MKY

27 野中 慶昭 ノナカ ヨシテル NAKAYOSHI

28 井合 公義 イアイ キミヨシ Kimi

29 橋本 誠紀 ハシモト マサノリ HASHI

30 鈴木 剛 スズキ タケシ T-SUZUKI

31 改発 次郎 カイホツ ジロウ JIRO

32 小山 俊大 コヤマ トシヒロ 転勤して早1年経ちました KOYAPPO

33 橋本 誠紀 ハシモト マサノリ HASHI

34 杉山 健太 スギヤマ ケンタ SUGIYAMA

35 檜垣 千尋 ヒガキ チヒロ RAC CHIEE

36 石井 明夫 イシイ アキオ ISHII

37 井上 宜久 イノウエ ノリヒサ TeamM×K NORI

38 西 理広 ニシ ミチヒロ 六本木トライアスリートの会 NISHI

39 小山 義英 コヤマ ヨシヒデ 六本木トライアスリートの会 Yossy

40 半谷 謙寿 ハンガイ ケンジュ ハリアーズ HGR

41 小金丸 浩史 コガネマル ヒロシ GANE

42 近藤 万雅 コンドウ カズマサ kazu

43 高柳 純一 タカヤナギ ジュンイチ ラプレム JUN

44 酒井 辰哉 サカイ タツヤ 荏田高OB TATSUYA

45

46 中野 駿 ナカノ タカシ TAKASHI

47 佐藤 邦彦 サトウ クニヒコ KUNIHIKO

- PM 黒川遼

- PM 中山晃一

- 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 11:20

ペースメーカー：①18分00秒、②18分20秒、③18分40秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 木内 武志 キウチ タケシ ニッポンランナーズ Kiucchi

2 内藤 裕久 ナイトウ ヒロヒサ 月島ランナーズ Hirohisa

3 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 中家軍 NAKAYA

4 城田 泰久 シロタ ヤスヒサ 小金井おじ練 yasuhisa

5 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ KISHIDA

6 矢島 秀悟 ヤジマ ヒデノリ 埼玉陸上競技協会 YAJIMA

7 武田 哲治 タケダ テツジ TAROBE

8 喜多川 学 キタガワ マナブ KITAGAWA

9 梶田 進一郎 カジタ シンイチロウ FJRC KAJI

10 吉田 直幸 ヨシダ ナオユキ NAO

11 宅島 豊人 タクシマ トヨヒト 東京陸上競技協会 TOYO

12 高嶺 直美 タカミネ ナオミ 東京ハイリッジレーシング NAOMI

13 古市 哲也 フルイチ テツヤ FURUICHI

14 近本 洋平 チカモト ヨウヘイ 横浜好走会 Yohei

15 天満 優一朗 テンマ ユウイチロウ TEMMA

16 早野 透 ハヤノ トオル TORU

17 TAKAMINE HIROKI タカミネ ヒロキ TOKYO Hi-RIDGE RACING KC

18 岩崎 太郎 イワサキ タロウ TARO

19 大場 達也 オオバ タツヤ TATSUYA

20 清水 修 シミズ オサム 松岡水産 SHIMIZU

21 山下 愼次 ヤマシタ シンジ 小金井おじ練 YAMASHIN

22 佐藤 智明 サトウ トモアキ SATO

23 Potiron Yoann Potiron Yoann Namban Rengo BOKU

24 佐藤 夏実 サトウ ナツミ Natsumi

25 飯田 健太郎 イイダ ケンタロウ K.I

26 前田 健輔 マエダ ケンスケ 平井ランニングクラブ Ｍ.Ｋ.Ｈ

27 宮原 春樹 ミヤハラ ハルキ えもと塾 MIYA

28 松谷 祐輔 マツタニ ユウスケ MATSUTANI

29 浅井 将尚 アサイ マサナオ ASAI

30 吉田 和彦 ヨシダ カズヒコ KAZUHIKO

31 NAKADA HAJIME ナカダ ハジメ 二子玉川走友会 HAJIME

32 田中 佑磨 タナカ ユウマ YT

33 石川 修一 イシカワ シュウイチ SHU

34 田中 佑磨 タナカ ユウマ yt

35 濱田 憲和 ハマダ ノリカズ NORIKAZU

36 小笠原 信 オガサワラ マコト OGA

37 中島 立人 ナカジマ リツト TDMR RITSUTO

38 鈴木 俊祐 スズキ シュンスケ SUZUKI

39 高嶋 大貴 タカシマ ダイキ 小金井公園走友会 DAIKI

40 白井 永一 シライ エイイチ 横須賀陸上競技会 smiley

41 御影 卓也 ミカゲ タクヤ tami

42 牧之瀬 修 マキノセ オサム osamu

43 染野 かずみ ソメノ カズミ KAZU

44 今村 之彦 イマムラ ユキヒコ yukihiko

45 天野 浩 アマノ ヒロシ Amano

46 荒木 康太郎 アラキ コウタロウ ハリアーズ KOTARO

47 名知 哲也 ナチ テツヤ TN

- PM 中根美七海

- PM 宮田一馬

- PM 小河弘樹



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 11:43

ペースメーカー：①17分20秒、②17分35秒、③17分50秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 島田 裕二 シマダ ユウジ SHIMA

2 久保 康生 クボ ヤスオ KUBO

3 片山 真人 カタヤマ マサト ピッツキューブRC KATAYAN

4 橋本 隆正 ハシモト タカマサ つじかぜＡＣ RYUSEI

5 岡田 琢磨 オカダ タクマ 小金井おじ練 TAKUMA

6 横澤 和哉 ヨコサワ カズヤ amino VITAL YOKOSAWA

7 山本 祐輔 ヤマモト ユウスケ ＮＳＴ Yusuke

8 北村 有 キタムラ ユウ Y

9 稲村 淳 イナムラ ジュン 青竹荘 JUNPE

10 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト TORI

11 宰務 正 サイム タダシ T. Saimu

12 寺西 利之 テラニシ トシユキ アミトラ Teva

13 森 勇次 モリ ユウジ MORI

14 近内 京太 コンナイ キョウタ WindRun KON

15 入江 卓也 イリエ タクヤ ランデザイン TAKUYA

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

17 木村 康之 キムラ ヤスユキ TeamMxK KIMURA

18 大塚 宗幸 オオツカ ムネユキ MUNEYUKI

19 島田 和幸 シマダ カズユキ ShimaKazu

20 星崎 隆 ホシザキ タカシ HOSHI

21 鈴木 翔太 スズキ ショウタ SHOTA

22 小野田 寛 オノダ ヒロシ ONODA

23 澤畠 朋美 サワハタ トモミ さわはた～ず TOMOMI

24 鈴木 正彦 スズキ マサヒコ TEAM M×K Masahiko

25 蓮見 裕介 ハスミ ユウスケ YUSUKE

26 北村 裕 キタムラ ユタカ nimo

27 川井 勉 カワイ ツトム TeamM×K Kawai

28 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

29 長瀬 康一 ナガセ コウイチ 松戸２１ＲＣ NAGA

30 櫻井 陸 サクライ リク RIKU

31 佐伯 智 サエキ サトシ SAEKI

32 Johannesen Jay Johannesen Jay Jay J

33 鈴木 幸雄 スズキ ユキオ YKO

34 寺尾 隆宏 テラオ タカヒロ rollingbase TERAO

35

36 出口 靖規 デグチ ヤスノリ DEGUCHI

37 樋口 雄大 ヒグチ ユウタ HIGUCHI

38 奥田 一平 オクダ イッペイ アトミクラブ okuda

39 町田 達彦 マチダ タツヒコ すみだランRun倶楽部 Tatsu

40

41

42 鶴原 聖也 ツルハラ マサヤ TSURUHARA

43 森田 周一 モリタ シユウイチ 小金井おじ練 MORITA

44 山岡 正也 ヤマオカ マサヤ 小金井おじ練 MASAYA

45 打野 里奈 ウチノ リナ RINA

46

47

- PM 黒川遼

- PM 中山晃一

- PM 小檜山利輝



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 12:05

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 青柳 諒 アオヤギ リョウ 東京陸協 AOYAGI

2 善見 聖子 ヨシミ セイコ YOSHIMI

3 磯崎 蓮凌 イソザキ レンヤ SWAC横浜 Renya

4 木下 翔 キノシタ ショウ RiSE KiNO

5 渡辺 駿太朗 ワタナベ シュンタロウ 西武学館 SHUN

6 小清水 功 コシミズ イサオ Koshi

7 熊澤 拓哉 クマザワ タクヤ KUMA

8 結城 ほのか ユウキ ホノカ HONOKA

9 伊久間 七海 イクマ ナナミ NANAMI

10 大木 崇嘉 オオキ タカヨシ Ｊクラブ TAKAYOSHI

11 日置 信和 ヒオキ ノブカズ MAC HIOKI

12 坂本 柚葉 サカモト ユズハ YZH

13 安西 義則 アンザイ ヨシノリ anpu

14 薄衣 良尚 ウスギヌ ヨシナオ Yoshinao

15 上條 竜大 カミジョウ リュウタ 國學院陸上同好会 RYUTA

16 新田 響 ﾆｯﾀ ﾋﾋﾞｷ 辻村クロカンチーム HIBIKI

17 青山 桃子 ｱｵﾔﾏ ﾓﾓｺ 辻村クロカンチーム MOMOKO

18 小出 千尋 コイデ チヒロ CHIHIRO

19 桜井 淳史 サクライ アツシ SRC SAKURAI

20 伊東 宏晃 イトウ ヒロアキ 酒ランズ HIRO

21 本田 牧子 ホンダ マキコ 関東ＲＣ KUMA

22 黒部 健 クロベ ケン 横浜陸協 KEN

23 新嶋 明 ニイジマ アキラ RSLAB AKIRA

24 平沢 優果 ヒラサワ ユカ ラフィネグループ YUKA

25 冨田 真生 トミタ マサオ 西武学館 ＴＯＭＩＴＡ

26 市川 博明 イチカワ ヒロアキ ＩＣＨＩＫＡＷＡ

27 勝呂 宏崇 カツロ ヒロタカ SRC KATURO

28 木内 武志 キウチ タケシ ニッポンランナーズ Kiucchi

29 岸 正明 キシ マサアキ Mac MASAAKI

30 木山 宏 キヤマ ヒロシ KIYAMA

31 松田 浩行 マツダ ヒロユキ HM

32 早坂 孝治 ハヤサカ タカハル アトミ HAYASAKA

- PM 新田良太郎

- PM 澁谷宥介

- PM 中根美七海

- PM 宮田一馬

- PM 小河弘樹



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 12:21

ペースメーカー：①9分30秒、②9分45秒、③10分00秒、④10分15秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 内田 知希 ウチダ トモキ 小田原NR TOMOKI

2 渥美 祐次郎 アツミ ユウジロウ 東大長距離9年 yujiro

3 薄衣 丞生 ウスギヌ ジョウ Joh 

4 澤畠 智樹 サワハタ トモキ さわはた～ず TOMOKI

5 石崎 智己 イシザキ トモキ リスタート ZAKI

6 宮口 奨平 ミヤグチ ショウヘイ 東京陸協 MIYAGUCHI

7 今井 修吾 イマイ シュウゴ 國學院陸上同好会 SHUGO

8 今川 優生 イマガワ ユウオ YUO

9 小野田 翔太 オノダ ショウタ Shonan Debu Running Club SHOTA

10 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

11 藤井 将大 フジイ マサヒロ 東大長距離9年 FUJII

12 工藤 大夢 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾑ 辻村クロカンチーム KUDO

13 座間 保成 ザマ ヤスナリ ＪＲ東日本千葉 ZETT

14 網谷 直紀 アミタニ ナオキ 東大長距離9年 AMITA

15 勝田 悠月 カツタ ユヅキ YUZUKI

16 中村 達揮 ナカムラ タツキ TSY Tatsu

17 加藤 圭 カトウ ケイ KEI

18 臼井 一弘 ウスイ カズヒロ Kazuhiro

19 田口 祐治 タグチ ユウジ MC陸上同好会 GUCCI

20 友重 剛 トモシゲ タケシ Takeshi

21 太田 聖 オオタ セイ SEI

22 静谷 智泰 シズヤ トモヤス S.T

23 石田 常竹 イシダ ツネタケ tsuna

24 上田 龍之介 ウエダ リユウノスケ UEPOYO

25 中島 圭一 ナカシマ ケイイチ K

26 柿沼 直樹 カキヌマ ナオキ 埼玉SHAC KACKY

27 黒澤 遥介 クロサワ ヨウスケ Yohsuke

28 佐藤 圭 サトウ ケイ 上州アスリートクラブ JOUSHUU

29 友広 勝哉 トモヒロ カツヤ TomoKatsu

30 奥村 哲生 オクムラ テツオ OKU

31 伊藤 健一 イトウ ケンイチ ITO KEN

32 大橋 真 オオハシ マコト MAKOTO

- PM 新田良太郎

- PM 澁谷宥介

- PM 小檜山利輝

- PM 緑川優



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 12:35

ペースメーカー：①8分30秒、②8分45秒、③9分00秒、④9分15秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 田中 大稀 タナカ ダイキ TANAKA

2 石川 聖也 イシカワ セイヤ SEIYA

3 古山 拓輝 ｺﾔﾏ ﾋﾛｷ 辻村クロカンチーム KOYAMA

4 平島 龍斗 ﾋﾗｼﾏ ﾘｭｳﾄ 辻村クロカンチーム HIRASHIMA

5 安藤 凛 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾝ 辻村クロカンチーム ANDO

6 木島 陸 ｷｼﾞﾏ ﾘｸ 辻村クロカンチーム KIJIMA

7 早川 晴仁 ﾊﾔｶﾜ ﾊﾙﾋﾄ 辻村クロカンチーム HAYAKAWA

8 熊井 志岳 ｸﾏｲ ｼﾀｶ 辻村クロカンチーム KUMAI

9 watanabe ケイタ ワタナベ ケイタ 横浜陸協 Watanabe K

10 髙橋 優人 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ 辻村クロカンチーム TAKAHASHI

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

12 小林 亨輔 コバヤシ コウスケ 関東サービス kosuke

13 村田 英誠 ムラタ ヒデナリ HIDENARI

14 福嶋 拓人 フクシマ タクト 綾瀬市陸上競技協会 TAKUTEY

15 斎藤 湧歩 サイトウ ユウホ ＷｉｎｄＲＵＮ HRN

16 近藤 哲 コンドウ サトシ TRACK TOKYO SATOSHI

17 浜崎 遥介 ハマサキ ヨウスケ 東京陸協 HAMASAKI

18 米原 大祐 ﾖﾈﾊﾗ  ﾀﾞｲｽｹ 辻村クロカンチーム YONEHARA

19 佐藤 壮 サトウ タケシ TKC

20 酒井 敦志 サカイ アツシ 狛江市陸協 ATSUSHI

21 大田黒 太郎 オオタグロ タロウ TARO

22 隅内 虎太郎 スミウチ コタロウ 法政大学高校 KOTARO

23 麻生 拓茉 アソウ タクマ ASO

24 町田 達輝 マチダ タツキ 明治大学体同連陸上競技部 Tatsuki

25 渡邉 裕之 ワタナベ ヒロユキ HIROYUKI

26 中山 勇人 ナカヤマ ハヤト HAYATO

27 鈴木 浩介 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 辻村クロカンチーム SUZUKI

28 竹之内 結人 ﾀｹﾉｳﾁ ﾕｳﾄ 辻村クロカンチーム TAKENOUTI

29 鳴澤 侑弥 ナルサワ ユウヤ NARUSAWA

30 田屋 智規 タヤ トモキ T.TAYA

31 小林 祐也 コバヤシ ユウヤ BAYASHI

- PM 新田良太郎

- PM 澁谷宥介

- PM 小檜山利輝

- 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5組 スタート時刻 12:48

ペースメーカー：①16分40秒、②16分55秒、③17分10秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 後藤 憲仁 ゴトウ ノリヒト ザ・キジトラズ The Kijitoras

2 野本 大貴 ノモト ダイキ 酒RUN KATSUO

3 住田 龍也 スミダ タツヤ RFA JAPAN sumitch

4 窪田 俊郎 クボタ トシロウ ピッツキューブ RC kubota

5 田中 颯汰 タナカ ソウタ 非リア同好会 SOUTA

6 中嶋 仁志 ナカジマ ヒトシ チームMK NAKAJIMA

7 渡邉 友希紘 ワタナベ ユキヒロ WindRun YUKIHIRO

8 宮本 健矢 ミヤモト ケンヤ PHY-

9 渡辺 淳二 ワタナベ ジュンジ NABE

10 小幡 優 オバタ ユウ YU

11 波多野 陽介 ハタノ ヨウスケ NR yousuke

12 前原 雅樹 マエハラ マサキ チーム前原 MAITY

13 石澤 毅士 コクザワ ツヨシ KOKU

14 茂木 智也 モテギ トモヤ Mote

15 金久保 慧 カナクボ サトシ 無所属新人 KUBO

16 高橋 純一 タカハシ ジュンイチ TAKAHASHI

17 杉本 孝公 スギモト タカマサ SUGIMOTO

18 下島 千明 シモジマ チアキ 陸上競技多摩川クラブ Spinny

19 今野 洋志 コンノ ヒロシ くまごろう Kumagoro

20 中山 良太 ナカヤマ リョウタ RuRuRu

21 後藤 公秀 ゴトウ キミヒデ GOTO

22 水野 倫太郎 ミズノ ミチタロウ MIZU

23 三牧 駿太 ミマキ シュンタ Mimaki

24 関谷 卓也 セキヤ タクヤ 東学大ARC Sekiya

25 平原 渉太 ヒラハラ ショウタ 平塚市役所 HIRAHARA

26 中丸 大樹 ナカマル ダイキ Daiki

27 三田 貴士 ミタ タカシ takashi mita

28 福田 勇希 フクダ ユウキ MAESTRO YUKI

29 佐久間 健太 サクマ ケンタ KENTA

30 川口 大貴 カワグチ ダイキ JINGER KAWAGUCHI

31 稲崎 真吾 イナサキ シンゴ INASAKI

32 町田 勢芽 マチダ セイガ Machida

33 岡崎 裕二郎 オカザキ ユウジロウ YU

34 斉藤 優大 サイトウ ユウダイ マルオ製作所 YARILA

35 小堀 光 コボリ ヒカリ さかづきbrewing KOBO

36 島崎 俊浩 シマザキ トシヒロ みのり整骨院 TOSHI

37 流 竜一 ナガレ リュウイチ RYUICHI

38 稲井 雄哉 イナイ ユウヤ 171

39 佐々木 啓至 ササキ ヒロシ ソンナバナナ hiro

40 水越 元洋 ミズコシ モトヒロ Wisdom.RC GEN

41 黒瀬 輝章 クロセ テルアキ ＫＵＲＯ

42 喜多村 渉 キタムラ ワタル WATARU

43 高橋 賢 タカハシ サトシ アトミクラブ TAKAHASHI

44

45 桑原 悟 クワバラ サトル kuwa

46 山崎 省吾 ヤマザキ ショウゴ 小川町陸上競技協会 Yamazaki

47 山口 延広 ヤマグチ ノブヒロ 小金井おじ練 GUCCY

- PM 井下裕貴

- PM 鎌田紘宜

- PM 緑川優



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 13:10

ペースメーカー：①15分50秒、②16分10秒、③16分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 馬場 裕斗 ババ ユウト JOKER

2 落合 健太 オチアイ タケヒロ OCHIAI

3 笠井 勇馬 カサイ ユウマ Kasai

4 中里 和彦 ナカザト カズヒコ NAKAZATO

5 吉田 秀諭 ヨシダ ヒデツグ TDMR YOSHIDA

6 吉田 宜永 ヨシダ ノリナガ 岩手陸協 Yoshida

7 我孫子 竜聖 アビコ リュウセイ abiko

8 野口 剛 ノグチ ゴウ TRYING GO

9 矢部 達也 ヤベ タツヤ fewbody toto

10 鈴木 政洋 スズキ マサヒロ MASA

11 大村 展弘 オオムラ ノブヒロ OOMURA

12 松田 純平 マツダ ジュンペイ MATSUDA

13 木村 創 キムラ ツクル 静岡陸連 KIMU

14 古城戸 真之 フルキド マサユキ 長谷川香料 furukido

15 森田 裕太郎 モリタ ユウタロウ MORITA

16 溝上 恭輔 ミゾカミ キョウスケ MK

17 寺澤 光介 テラサワ ヒカリスケ KOSUKE

18 風間 健範 カザマ タケノリ KAZAMA

19 牟田 幸正 ムタ ユキマサ yukimasa

20 渡部 剛 ワタナベ ツヨシ さいたま市陸協 TSUYO

21 酢谷 耕太 スダニ コウタ TEAM R×L+ SUDANI

22 永井 義之 ナガイ ヨシユキ 八王子富士森走友会 NAGAI

23 大石 賢 オオイシ ケン 内田治療院AC K.Oishi

24 酒井 春太 サカイ シュンタ 法政高校 Shunta

25 阿部 靖 アベ ヤスシ ABE

26 木幡 沢也 コハタ タクヤ Takuya

27 吉沢 剛司 ヨシザワ タケシ YOSHIZAWA

28 江頭 直人 エガシラ ナオト NAOTO

29 石澤 卓也 イシザワ タクヤ えもと塾 ISHIZAWA

30 吉見 政悟 ヨシミ セイゴ えもと塾 SEIGO

31 矢島 和樹 ヤジマ カズキ zucky

32 伊藤 勇磨 イトウ ユウマ 酒RUN YUMA

33 ＵＫ ＨＡＲＲＩＳＳＯＮ ユーケー ハリソン 南蛮連合 Oogway

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

35 大原 航 オオハラ ワタル O-HARA

36 中野 裕介 ナカノ ユウスケ YUSUKE

37 増田 修平 マスダ シュウヘイ 湘南ランタジスタ ＳＹＵ

38 河本 陸 カワモト リク Rick

39 酒井 優一 サカイ ユウイチ YUICHI

40 齋藤 誠一郎 サイトウ セイイチロウ 國學院大學陸上同好会 sei-chan

41 降矢 大地 フリヤ ダイチ daichi

42 向井 陸 ムカイ リク RIKU

43 小檜山 江未留 コビヤマ エミル どんど晴れ EMILE

44 大久保 伸一 オオクボ シンイチ Shin

45 吹切 洋平 フッキリ ヨウヘイ DeNAの外人いつ来るの？ STARLIN

46 鈴木 大智 スズキ ダイチ Daichi

47 山本 謙太郎 ヤマモト ケンタロウ ポポロAC YAMAKEN

- PM 梶原有高

- PM 鎌田紘宜

- PM 緑川優



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 13:31

ペースメーカー：①14分30秒、②15分00秒、③15分20秒、④15分40秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 山田 祐生 ヤマダ ユウキ まるお製作所 YUKI

2 古谷 純平 フルヤ ジュンペイ FURUYA

3

4 田代 旺生 タシロ ヒロキ 防衛医大 Tashiro

5 富張 裕紀 トミハリ ユウキ 矢口ランニングクラブ TOMIHARI

6 枡川 健太郎 マスカワ ケンタロウ KENTARO

7 藤原 拓 フジワラ タク FUJIWARA

8 内田 拓希 ウチダ ヒロキ 小田原NR SHIBA

9 田邊 秀斗 タナベ シュウト shuto

10 Wilberforce Gary ウィルバーフォース ガリ 南蛮連合 G-Force

11 蒲生 晟也 ガモウ セイヤ SEIYA

12 阿部 哲也 アベ テツヤ ABE

13 堀 貴博 ホリ タカヒロ 東京陸協 TAKAHIRO

14 JOHNSON JARED JOHNSON JARED JARED

15 鳥居 邦彦 トリイ クニヒコ Team-N KUNIBO

16 桑門 広 クワカド ヒロシ 世田谷区 Kuwakado

17 勝又 洋人 カツマタ ヒロト KATSUMATA

18 石上 真吾 イシガミ シンゴ 見次クラブ SHINGO

19 田中 健祐 タナカ ケンスケ KENSUKE

20 山口 拓海 ヤマグチ タクミ ぬまちゃんず TAKUMI

21 河野 陽一 コウノ ヨウイチ ＪＰ日本郵政グループ東京 YOICHI

22

23 浅海 健太 アサカイ ケンタ 下田緑眞会・サニーフィッシュ ASAKAI

24 熊谷 圭悟 クマガイ ケイゴ KEIGO

25 宮川 研悟 ミヤガワ ケンゴ KENGO

26 鋤崎 隆也 スキザキ タカヤ さわかみホールディングス TAKAYA

27 大垣 秀介 オオガキ シュウスケ 東京陸協 OGAKI

28 林 祐輝 ハヤシ ユウキ 川崎陸協 HAYASHI

29 舩越 悠介 フナコシ ユウスケ FUNAKOSHI

30 亀井 健太 カメイ ケンタ 厚木市役所 KENTA

31 岡北 慎司 オカキタ シンジ SHINJI

32 左近 実智隆 サコン ミチタカ michitaka

33 奥村 健広 オクムラ タツヒロ JR東日本千葉 tatsu

34

35 我妻 総 ワガツマ サトシ 鴨川走友会 SATOSHI

36 吉田 匠吾 ヨシダ ショウゴ 東大和トラッククラブ SHOGO

37 岡北 慎司 オカキタ シンジ OKAKITA

38 宗石 和久 ムネイシ カズヒサ K.M

39 上野 央輔 ウエノ オウスケ OSUKE

40 中川 慎太郎 ナカガワ シンタロウ 土浦陸協 SHINTARO

41 孫田 礼人 マゴタ アヤト AYATO

42 中野 洸介 ナカノ コウスケ さいたま市陸協 kou

43 中道 涼太 ナカミチ リョウタ RYOTA

44 小川 佳祐 オガワ ケイスケ OGAWA

45

- PM 梶原有高

- PM 井下裕貴

- PM 鎌田紘宜

- PM 齋藤拓也



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 13:52

ペースメーカー：①5分15秒、②5分30秒、③5分45秒、④6分00秒、⑤6分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 櫻井 芳夫 サクライ ヨシオ 富山県庁 SAKU

2 西内 渓太 ニシウチ ケイタ K.N.

3 田中 陽久 タナカ アキヒサ TANAKA2

4 河野 純平 ｶﾜﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 島本プロジェクト JUNPEI

5 柴田 遥華 シバタ ハルカ ＪＲ東日本千葉 HARUKA

6 松井 亜紀子 マツイ ルリコ るりこ

7 青山 桃子 ｱｵﾔﾏ ﾓﾓｺ 辻村クロカンチーム MOMOKO

8 新田 響 ﾆｯﾀ ﾋﾋﾞｷ 辻村クロカンチーム HIBIKI

9 友広 聡大 トモヒロ ソウタ Souta

10 國廣 啓太 クニヒロ ケイタ KEITA

11 藤井 悠果 フジイ ハルカ 矢口ランニングクラブ HARUKA

12 Ashley Grantham Ashley Grantham Ashley G

13 倉田 桃花 クラタ モモカ 矢口ランニングクラブ MOMOKA

14 山﨑 詩大 ヤマザキ ウタ 矢口ランニングクラブ UTA

15 西山 花音 ニシヤマ カノ 矢口ランニングクラブ KANO

16 髙野 大地 タカノ ダイチ 矢口ランニングクラブ DAICHI

17

18 小宮 新平 コミヤ シンペイ shinpei

19 梶野 良夫 カジノ ヨシオ 薬園台AC KAJINO

20

- PM 高橋風成

- PM 土谷和貴

- PM 河合謙一

- PM 須崎裕也

- PM 緑川優



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 14:02

ペースメーカー：①4分50秒、②4分55秒、③5分00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 SWAC HAIBARA

2 坂本 茉梨華 サカモト マリカ MRK

3 佐藤 愛果 サトウ アイカ AIKA

4 古市 哲也 フルイチ テツヤ FURUICHI

5 鈴木 光一 スズキ コウイチ 無限 slipper man

6 上岡 海大 カミオカ カイト 八王子富士森走友会 kaito

7 内山 祐二 ウチヤマ ユウジ UCHIYAMA

8 林 彩斗 ハヤシ サイト saito

9 増本 龍憲 マシモト タツノリ TATSU

10 木村 優基 キムラ ユウキ 矢口ランニングクラブ YUUKI

11 外間 結那 ソトマ ユイナ 矢口ランニングクラブ YUINA

12 中村 霞一 ナカムラ カイチ 矢口ランニングクラブ KAICHI

13 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 中家軍 NAKAYA

14 神田 尚彦 カンダ タカヒコ とくになし KANKAN

15 宮本 直樹 ミヤモト ナオキ NAOKI

16 谷口 智哉 タニグチ トシヤ TANIGUCHI

17 宮村 裕紀 ミヤムラ ユウキ PTC miyam

18 臼井 香乃 ウスイ カノ KANO

19 劒持 琉之 ｹﾝﾓﾁ ﾘﾉ 辻村クロカンチーム KENMOCHI

20

- PM 高橋風成

- PM 土谷和貴

- PM 河合謙一



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 14:10

ペースメーカー：①4分30秒、②4分35秒、③4分40秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 津田 修也 ツダ シュウヤ IGNITE TOKYO Shuya

2 小川 高弘 オガワ タカヒロ taka

3 田中 諒 タナカ リョウ TANA-RYO

4 渥美 祐次郎 アツミ ユウジロウ 東大長距離9年 yujiro

5 網谷 直紀 アミタニ ナオキ 東大長距離9年生 sumi

6 勝股 翼 カツマタ ツバサ KATSUMATA

7 政田 勇輝 マサダ ユウキ MASADA

8 福島 洋佑 フクシマ ヨウスケ 東大長距離9年 Fukushima

9 青柳 諒 アオヤギ リョウ 東京陸協 AOYAGI

10 玉田 健次 タマダ ケンジ TAMA

11 藤井 将大 フジイ マサヒロ 東大長距離9年 FUJII

12 藤平 真ノ介 トウヘイ シンノスケ gazelle manokai

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

14 原田 貴正 ハラダ タカマサ TAKAMASA

15 大川 高輝 オオカワ コウキ 東京陸協 KOKI

16 浅井 秀治 アサイ ヒデハル HIDE

17 中田 康一 ナカダ コウイチ KOUICHI

18 大崎 仁 オオサキ ヒトシ 滋賀陸協 OSAKI

19 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

20 木下 翔 キノシタ ショウ RiSE KiNO

21 葛西 亮太 カサイ リョウタ 國學院大学陸上同好会 HYONSU

22 東條 暖 トウジョウ ダン ゴーワイルド DAN

- PM 須崎裕也

- PM 高橋風成

- PM 河合謙一



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 14:18

ペースメーカー：①4分15秒、②4分20秒、③4分25秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 柏 玲有 カシワ レアル 東洋大学京北高校 REARU

2 大田黒 太郎 オオタグロ タロウ TARO

3 大場 悟史 オオバ サトシ 鹿骨中学校 MANATO

4 中野 洸介 ナカノ コウスケ さいたま市陸協 kou

5 猪俣 蓮太 イノマタ レンタ 無所属 RENTA

6 大高 達典 オオタカ タツノリ 能代山本陸協 OTAKA

7 関山 健蔵 セキヤマ ケンゾウ SMARTS AC IMOZO

8

9 鈴木 浩介 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 辻村クロカンチーム SUZUKI

10 工藤 大夢 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾑ 辻村クロカンチーム KUDO

11 米原 大祐 ﾖﾈﾊﾗ  ﾀﾞｲｽｹ 辻村クロカンチーム YONEHARA

12 竹之内 結人 ﾀｹﾉｳﾁ ﾕｳﾄ 辻村クロカンチーム TAKENOUTI

13

14 村上 智哉 ムラカミ トモヤ Tomoya

15 波田地 赳士 ハダチ タケシ 横浜リゾート&スポーツ専門学校 Takeshi

16 勢力 誉久 セイリキ ヨシヒサ KSAC YOSHI

17 小松 雄大 コマツ ユウダイ KOMATSU

18 齋藤 堪汰 ｻｲﾄｳ ｶﾝﾀ 島本プロジェクト KANTA

19 多賀 長門 ﾀｶﾞ ﾅｶﾞﾄ 島本プロジェクト NAGATO

20 佐藤 大宇 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｳ 島本プロジェクト DAIU

- PM 須崎裕也

- PM 土谷和貴

- PM 井下裕貴



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

1500m　男女5組 スタート時刻 14:25

ペースメーカー：①3分55秒、②4分00秒、③4分05秒、④4分10秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 松田 将大 マツダ マサヒロ MATSUDA

2 小川 真誉 オガワ マヨ 静岡大学 Mayo

3 澤畠 智樹 サワハタ トモキ さわはた～ず TOMOKI

4 髙橋 駿太 タカハシ シュンタ 國學院大學陸上同好会 SHUN

5 坂野 裕樹 バンノ ユウキ unchi Ｂ

6 小海 秀剛 コウミ ヒデタケ チームこんなご時世に練習かよ take

7 平島 龍斗 ﾋﾗｼﾏ ﾘｭｳﾄ 辻村クロカンチーム HIRASHIMA

8 安藤 凛 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾝ 辻村クロカンチーム ANDO

9 木島 陸 ｷｼﾞﾏ ﾘｸ 辻村クロカンチーム KIJIMA

10 横内 悠 ヨコウチ ユウ 東京陸協 MOZU

11 松ヶ野 毅 マツガノ タケル 川口市 TAKERU

12 高橋 健人 タカハシ ケント ゼロイチRC TAKAKEN

13 南雲 信之介 ナンクモ シンノスケ TTA shinnosuke

14 橋本 龍介 ハシモト リョウスケ ゼロイチRC RYO

15 古山 拓輝 ｺﾔﾏ ﾋﾛｷ 辻村クロカンチーム KOYAMA

16 早川 晴仁 ﾊﾔｶﾜ ﾊﾙﾋﾄ 辻村クロカンチーム HAYAKAWA

17 熊井 志岳 ｸﾏｲ ｼﾀｶ 辻村クロカンチーム KUMAI

18 髙橋 優人 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ 辻村クロカンチーム TAKAHASHI

19 坂井 徹成 サカイ テッセイ ARITAUNITED 3022

20

- PM 斉藤和輝

- PM 梶原有高

- PM 高橋風成

- PM 井下裕貴


