
＜日時＞ 2022年3月27日（日）12時50分～16時20分

＜会場＞ 世田谷区立大蔵運動公園陸上競技場（世田谷陸上競技場）

＜受付＞ 12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

100m ひよこ 1~2組 12:50 12:15 12:30 12:45 13名

1500m 男女 1組 13:02 12:15 12:42 12:57 25名

1500m 男女 2組 13:12 12:15 12:52 13:07 24名

1500m 男女 3組 13:21 12:15 13:01 13:16 21名

1500m 男女 4組 13:30 12:15 13:10 13:25 21名

1500m 男女 5組 13:38 12:23 13:18 13:33 22名

3000m 男女 1組 13:46 12:31 13:26 13:41 17名

3000m 男女 2組 14:03 12:48 13:43 13:58 27名

3000m 男女 3組 14:18 13:03 13:58 14:13 27名

5000m 男女 1組 14:31 13:16 14:11 14:26 40名

5000m 男女 2組 14:58 13:43 14:38 14:53 41名

5000m 男女 3組 15:22 14:07 15:02 15:17 40名

5000m 男女 4組 15:44 14:29 15:24 15:39 37名

5000m 男女 5組 16:05 14:50 15:45 16:00 29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。

・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。

・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＞

　競技結果はおよび各選手の記録証は競技終了後速やかに

　大会会場で掲載、および配布所にて配布予定です。

　後日、大会HPへも掲載いたします。

　（ＵＲＬ） http://team-mk.net/mkdc/

種目

第51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100m スタート時刻 12:50

1組目

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 Mio

2 Emiry

3 ISSEI

4 Sae

5 KEITA

6 AYAKA

7 MUTSUKI

8 Rinto

2組目

No 氏　名 カナ 所　属

1 いっと

2 TeamMxK HINATA

3 TeamMxK MAKOTO

4 YUI

5 TeamMxK HARUHI

6

7

8



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 13:02

ペースメーカー：①5分15秒、②5分30秒、③5分45秒、④6分00秒、⑤7分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 田村 友和 タムラ トモカズ 東京陸協 Tomokun

2 牛之濵 杏美 ウシノハマ アズミ KS AZU chan

3 浅井 秀治 アサイ ヒデハル HIDE

4 清野 敬 セイノ タカシ Seitaka

5 塩見 蘭 シオミ ラン KS RAN chan

6 山田 浩太郎 ヤマダ コウタロウ 昭和アスリートクラブ Ｋ

7 樽川 智也 タルカワ トモヤ TOMOYA

8 小野寺 琳々 オノデラ リリ KS RIRI chan

9 田中 佑磨 タナカ ユウマ YT

10 三嶋 啓朗 ミシマ ヒロアキ MISHIMA

11 新嶋 明 ニイジマ アキラ RSLAB AKIRA

12 長谷川 瑠海 ハセガワ ルカ KS RUKA chan

13 永山 彩未 ナガヤマ アヤミ KS AYA chan

14 末永 めぐみ スエナガ メグミ RunWaveRC dorameg

15 山岡 篤志 ヤマオカ アツシ YAMA

16 山田 志乃 ヤマダ シノ 昭和アスリートクラブ Ｓ

17 市川 圭一 イチカワ ケイイチ IS3ランクラブ BUDOU

18 森 日菜子 モリ ヒナコ KS HINA chan

19 山﨑 詩大 ヤマザキ ウタ 矢口ランニングクラブ UTA

20 上岡 祐二 カミオカ ユウジ YUUJI

21 池田 昌平 イケダ ショウヘイ sho

22 小野崎 択実 オノザキ タクミ T.O

23 落知 孝太 オチ コウタ KOTA

24 諏訪 有貴子 スワ ユキコ bin

25 櫻井 大路 サクライ ヒロミチ Sakurai

① PM 阿部飛雄馬

② PM 佐藤達也

③ PM 佐久間祥

④ PM 三津家貴也

⑤ PM 高橋風成



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 13:12

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 角田 萌奈 カクタ モナ KS MONA chan

2 小野田 寛 オノダ ヒロシ HIRO

3 平井 統貴 ヒライ モトキ HIRAI

4 島崎 俊浩 シマザキ トシヒロ みのり整骨院 TOSHI

5 白鳥 さゆり シラトリ サユリ Shiratori

6 清水 修 シミズ オサム 松岡水産 SHIMIZU

7 長束 翔生 ナガツカ ショウセイ SHOUSEI

8 山平 祐寿 ヤマヒラ マサトシ yamahira

9 上岡 基洋 ウエオカ モトヒロ 東京陸協 moto

10 小野 昭弘 オノ アキヒロ 神奈川マスターズ AKIHIRO

11 重松 健由 シゲマツ ケンユウ うたクラブ UTA

12 熊谷 翼 クマガイ ツバサ ばっさー

13 市川 雅晴 イチカワ マサハル Maccho

14 佐藤 史規 サトウ フミアキ TOKYOBAYRC FUMIAKI

15 新田 響 ニッタ ヒビキ 辻村クロカンクラブ HIBIKI

16 齊藤 美月 サイトウ ミヅキ 辻村クロカンクラブ MIZUKI

17 宮崎 真衣 ミヤザキ マイ KS MAI chan

18 横山 貴昭 ヨコヤマ タカアキ YOKOYAMA

19 木村 優基 キムラ ユウキ 矢口ランニングクラブ YUKI

20 佐藤 智明 サトウ トモアキ SATO

21 清水 徹 シミズ トオル SHIMIZU

22 佐藤 貴康 サトウ タカヤス TAKA

23 大井 淳平 オオイ ジュンペイ 南高OB兼天文研OB Jumpei

24 浅倉 和史 アサクラ カズフミ KAZUFUMI

25

① PM 阿部飛雄馬

② PM 佐藤達也

③ PM 佐久間祥



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 13:21

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 川井 勉 カワイ ツトム TeamM×K TK

2 田畑 慎也 タバタ シンヤ えもと塾 しんや

3 中川 詳太 ナカガワ ショウタ NAKA

4 下門 幹汰 シモジョウ カンタ くまごろう SHIMOJO

5 竹内 大輝 タケウチ ダイキ DAIKI

6 村上 裕輝 ムラカミ ユウキ murakami

7 中島 惇 ナカジマ アツシ NAKAJI

8 門倉 大也 カドクラ ヒロヤ KA

9 工藤 拳大 クドウ ケンタ セブンシーズアンドパートナーズ K

10 真野 裕也 マノ ユウヤ Y・M

11 上野 央輔 ウエノ オウスケ osuke

12 安達 功 アダチ イサオ ＴＥＡＭ Ｒ×Ｌ＋ ISAO

13 原田 貴正 ハラダ タカマサ TAKAMASA

14 高橋 駿太 タカハシ シュンタ 明中八王子 syunta

15 吉田 樹 ヨシダ イツキ itsuki

16 眞野 海里 マノ カイリ SMIS Titans Kairi

17 小林 大介 コバヤシ ダイスケ koba

18 三浦 明 ミウラ アキラ 支配人ランニング部 Toumato

19 増子 亘輝 マシコ コウキ Kouki

20 植村 雄一郎 ウエムラ ユウイチロウ POCHI

21 高橋 空也 タカハシ クウヤ TOKYO BAY ランニングクラブ KUUYA

22

23

24

25

① PM 三津家貴也

② PM 高橋風成

③ PM 風戸啓希



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 13:30

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 犬童 太一 イヌドウ タイチ タイチ

2 加藤 圭 カトウ ケイ 牽走者 KEI

3 笠井 勇馬 カサイ ユウマ Kasai

4 邊見 勇太 ヘンミ ユウタ RSLAB IIIF太郎

5 田邊 秀斗 タナベ シュウト 東京陸協 SHUTO

6 渡辺 涼太郎 ワタナベ リョウタロウ 辻村クロカンクラブ WATANABE

7 西郷 武史 サイゴウ タケシ 辻村クロカンクラブ SAIGO

8 村上 智哉 ムラカミ トモヤ MURAKAMI

9 石川 徹 イシカワ トオル buddies vacances

10 鈴木 智喜 スズキ トモキ 辻村クロカンクラブ SUZUKI

11 陶山 丈太朗 スヤマ ジョウタロウ 辻村クロカンクラブ SUAYAMA

12 馬場 航汰 ババ コウタ 辻村クロカンクラブ BABA

13 比嘉 龍太郎 ヒガ リュウタロウ 成城大学 ryu

14 根子 琢行 ネコ タカユキ Necocchi

15 刈谷 厚 カリヤ アツシ MERRY

16 小林 智哉 コバヤシ トモヤ 東京陸協 KOBAYASHI

17 坂本 力哉 サカモト リキヤ SAKAMOTO

18 清野 悠介 キヨノ ユウスケ 明大中野八王子 Yusuke

19 岡田 卓磨 オカダ タクマ takuma

20 伴 卓磨 バン タクマ チームケロ KERO

21 小坂 啓悟 コサカ ケイゴ Keigo

22

23

24

25

① PM 阿部飛雄馬

② PM 佐藤達也

③ PM 佐久間祥



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 13:38

ペースメーカー：①4分00秒、②4分05秒、③4分10秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 小川 真誉 オガワ マヨ MAYO

2 辻川 諒 ツジカワ リョウ TeamMxK RYO

3 木島 陸 キジマ リク 辻村クロカンクラブ KIJIMA

4 細川 奈於 ホソカワ ナオ 獨協医科大学 NAO

5 早川 晴仁 ハヤカワ ハルヒト 辻村クロカンクラブ HAYAKAWA

6 米原 大祐 ヨネハラ ダイスケ 辻村クロカンクラブ YONEHARA

7 熊井 志岳 クマイ シタカ 辻村クロカンクラブ KUMAI

8 田中 尚斗 タナカ ナオト 辻村クロカンクラブ TANAKA

9 杉原 走 スギハラ ラン 辻村クロカンクラブ SUGIHARA

10 藤原 大竜 フジワラ オウリ 辻村クロカンクラブ FUJIWARA

11 小檜山 利輝 コビヤマ リキ RSLAB kobii

12 古木 洋輔 フルキ ヨウスケ Yosuke

13 兼本 柊哉 カネモト シュウヤ 東京陸協 SHUUYA

14 山下 和真 ヤマシタ カズマ 神明水産 YAMASHI

15 武藤 有亮 ムトウ ユウスケ BACK MUTO

16 大田黒 太郎 オオタグロ タロウ TARO

17 伊藤 健成 イトウ ケンセイ 明治大学付属中野八王子高等学校 KENSEI

18 江原 由弘 エハラ ヨシヒロ MORE YOSHI

19 若林 千大 ワカバヤシ チヒロ 辻村クロカンクラブ WAKABAYASHI

20 船津 航世 フナツ コウセイ 辻村クロカンクラブ FUNATSU

21 石井 嵩翔 イシイ タカト 辻村クロカンクラブ ISHII

22 向後 功一朗 コウゴ コウイチロウ KK

23

24

25

① PM 風戸啓希

② PM 三津家貴也

③ PM 高橋風成



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 13:46

ペースメーカー：①10分30秒、②11分00秒、③11分30秒、④12分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 山本 健太郎 ヤマモト ケンタロウ KENTARO

2 黒田 真伍 クロダ シンゴ チームタスキ K

3 齊藤 美月 サイトウ ミヅキ 辻村クロカンクラブ MIZUKI

4 新田 響 ニッタ ヒビキ 辻村クロカンクラブ HIBIKI

5 池田 岳弘 イケダ タケヒロ TAKEHIRO

6 細田 由伸 ホソダ ヨシノブ NOBU

7 小俣 尚悟 オマタ ショウゴ sg

8 桑形 雅臣 クワガタ マサオミ Kuwa

9 榎本 久子 エノモト ヒサコ HISA

10 石井 俊太 イシイ シュンタ SHUN

11 関根 正之 セキネ マサユキ MASAYUKI

12 新嶋 明 ニイジマ アキラ RSLAB AKIRA

13 田中 明男 タナカ アキオ AKIO

14 吉村 明 ヨシムラ アキラ Yos

15 浜田 規啓 ハマダ ノリヒロ Hamada Selassie

16 柏原 翔一 カシワバラ ショウイチ Shoichi

17 増山 和伸 マスヤマ カズノブ たまくろ KAZUNOBU

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

① PM 井下裕貴

② PM 澁谷宥介

③ PM 阿部飛雄馬

④ PM 佐藤達也



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 14:03

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 ごとう のりひと ゴトウ ノリヒト ザ・キジトラズ the kijitoras

2 有山 将太郎 アリヤマ ショウタロウ 明大付属中野八王子高校 ARISAN

3 葛西 悦星 カサイ エッセイ tokyobayrc Essay

4 岡崎 裕二郎 オカザキ ユウジロウ YU

5 宮岡 淳 ミヤオカ ジュン JUN

6 石井 嵩翔 イシイ タカト 辻村クロカンクラブ ISHII

7 鈴木 智喜 スズキ トモキ 辻村クロカンクラブ SUZUKI

8 陶山 丈太朗 スヤマ ジョウタロウ 辻村クロカンクラブ SUAYAMA

9 馬場 航汰 ババ コウタ 辻村クロカンクラブ BABA

10 鳥越 健吾 トリゴエ ケンゴ KENGO

11 坂詰 北斗 サカヅメ ホクト HOKUTO

12 座間 保成 ザマ ヤスナリ ＪＲ東日本千葉 ZETT

13 内田 知希 ウチダ トモキ 小田原NR Tomoki

14 小川 高明 オガワ タカアキ OGAWA

15 太田 智也 オオタ トモヤ 東京陸協 OTA

16 佐藤 隼 サトウ ジュン 東京陸協 JUN

17 中谷 瑛祐 ナカタニ エイスケ 陳一派 CHIN

18 水落 徳哲 ミズオチ ノリアキ ＦＲＣ BIG-MIC

19 松浦 寛輝 マツウラ ヒロキ MATSU

20 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト TORI

21 中條 誉喬 チュウジョウ ヨシタカ アミノサウルス Chuusan

22 小清水 功 コシミズ イサオ KOSHI

23 戸来 達宏 トライ タツヒロ TRY

24 幸本 裕司 コウモト ユウジ 越谷ランナーズ YK

25 窪田 俊郎 クボタ トシロウ ピッツキューブ R C kubota

26 新井 健至 アライ ケンジ Kenji

27 水越 元洋 ミズコシ モトヒロ Wisdom.RC GEN

28

29

30

① PM 井下裕貴

② PM 澁谷宥介

③ PM 土谷和貴

④ PM 高橋風成



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 14:18

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 村上 歩 ムラカミ アユム 第28黒崎丸 kurosaki

2 木島 陸 キジマ リク 辻村クロカンクラブ KIJIMA

3 高野 千尋 タカノ チヒロ RFAjapan TAKANO

4 熊井 志岳 クマイ シタカ 辻村クロカンクラブ KUMAI

5 早川 晴仁 ハヤカワ ハルヒト 辻村クロカンクラブ HAYAKAWA

6 米原 大祐 ヨネハラ ダイスケ 辻村クロカンクラブ YONEHARA

7 田中 尚斗 タナカ ナオト 辻村クロカンクラブ TANAKA

8 杉原 走 スギハラ ラン 辻村クロカンクラブ SUGIHARA

9 小林 亨輔 コバヤシ コウスケ 湘南ランタジスタ kosuke

10 芝崎 亮平 シバサキ リョウヘイ 明治大学トライアスロン部 SHIBASAKI

11 大田黒 太郎 オオタグロ タロウ TARO

12 岡北 慎司 オカキタ シンジ SHINJI

13 若林 千大 ワカバヤシ チヒロ 辻村クロカンクラブ WAKABAYASHI

14 藤原 大竜 フジワラ オウリ 辻村クロカンクラブ FUJIWARA

15 西郷 武史 サイゴウ タケシ 辻村クロカンクラブ SAIGO

16 古和田 響 コワダ ヒビキ RSLAB RSLAB

17 船津 航世 フナツ コウセイ 辻村クロカンクラブ FUNATSU

18 渡辺 涼太郎 ワタナベ リョウタロウ 辻村クロカンクラブ WATANABE

19 片原 照 カタハラ ヒカル Team AgaiN Teru

20 壬生倉 拓弥 ミブクラ タクミ MIBUKURA

21 齋藤 俊平太 サイトウ シュンペイタ ぺーた

22 菊地 優志 キクチ ユウジ ラ！ KIKU

23 飯田 勇希 イイダ ユウキ yuki

24 永田 理貴 ナガタ リキ 佐々木AC Riki

25 河野 陽一 コウノ ヨウイチ JP日本郵政グループ東京 YOICHI

26 笠原 友生 カサハラ トモキ 埼玉陸協 Kasa

27 加藤 永遠 カトウ トワ Rslab KATO

28

29

30

① PM 風戸啓希 PM 三津家貴也

② PM 井下裕貴

③ PM 澁谷宥介

④ PM 土谷和貴



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 14:31

ペースメーカー：①19分30秒、②20分00秒、③20分30秒、④21分00秒、⑤21分30秒、⑥23分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 瀬尻 健太郎 セジリ ケンタロウ 三菱重工RC Kentaro

2 倉林 健太 クラバヤシ ケンタ Rslab kENTA

3 近藤 万雅 コンドウ カズマサ kondo

4 近藤 諒 コンドウ リョウ BMAC RYO

5 石井 明夫 イシイ アキオ ISHII

6 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウ モンベル YUICHIRO

7 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ KISHIDA

8 酒井 辰哉 サカイ タツヤ 荏田高ＯＢ TATSUYA

9 山崎 牧 ヤマザキ マキ ラチエンAC MAKI

10 山本 光亮 ヤマモト ミツアキ 酒ランズ MITTU

11 樽川 智也 タルカワ トモヤ TOMOYA

12 赤羽 悠 アカハネ ヒサシ Akahane

13 清野 敬 セイノ タカシ Seitaka

14 半谷 謙寿 ハンガイ ケンジュ ハリアーズ HGR

15 日置 信和 ヒオキ ノブカズ MAC HIOKI

16 小林 威司 コバヤシ タケシ BaSRC TAKESHI

17 細木 美智江 ホソキ ミチエ HOSOKI

18 馬詰 義明 ウマヅメ ヨシアキ TeamMxK UMAZUME

19 宮本 明 ミヤモト アキラ RunWave AKR

20 榊原 光樹 サカキハラ コウキ SAKAKIHARA

21 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル Team RxL Yamazaki

22 飯尾 健 イイオ ケン KEN

23 加納 三和 カノウ ミワ Wacchi

24 黒田 健介 クロダ ケンスケ KURODA

25 奥住 義治 オクズミ ヨシハル YOSHI

26 廣嶋 優子 ヒロシマ ユウコ YUUKO

27 小島 正彦 コジマ マサヒコ M.Kojima

28 出井 正隆 イデイ マサタカ moco

29 松本 健 マツモト タケシ MATSU23

30 市川 圭一 イチカワ ケイイチ IS3ランクラブ BUDOU

31 石井 正樹 イシイ マサキ ishii

32 猪狩 忠昭 イガリ タダアキ GARI

33 原山 聡子 ハラヤマ サトコ satoco

34 桑波田 温士 クワハタ アツシ atsumax

35 庄司 雅博 ショウジ マサヒロ MASA

36 諏訪 有貴子 スワ ユキコ bin

37 庄司 雅博 ショウジ マサヒロ MASA

38 上田 直人 ウエダ ナオト 南蛮連合 Nathan

39 櫻井 大路 サクライ ヒロミチ Sakurai

40 田口 祐治 タグチ ユウジ 田口家駅伝倶楽部 YUJI

41

42

43

44

45

① PM 井下裕貴

② PM 澁谷宥介

③ PM 土谷和貴

④ PM 中山晃一

⑤ PM 塩谷信二

⑥ PM 安留ゆかり



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 14:58

ペースメーカー：①17分40秒、②18分00秒、③18分20秒、④18分40秒、⑤19分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 光野 正三 ミツノ ショウゾウ ShooZoo

2 水越 元洋 ミズコシ モトヒロ Wisdom.RC GEN

3 鈴木 祐太 スズキ ユウタ yuta

4 下村 秋平 シモムラ シュウヘイ SHIMOMURA

5 加納 吾郎 カノウ ゴロウ Gorin

6 町田 勢芽 マチダ セイガ Machida

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

8 重松 健由 シゲマツ ケンユウ うたクラブ UTA

9 喜多川 学 キタガワ マナブ JANNY

10 江成 みなみ エナリ ミナミ FBインターナショナル MINAMI

11 松山 颯平 マツヤマ ソウヘイ eberesuto

12 名知 哲也 ナチ テツヤ NACHI

13 有村 智成 アリムラ トモナリ 夜明け前陸上部 アリ

14 米山 修平 ヨネヤマ シュウヘイ S.Yoneyama

15 森田 哲 モリタ テツ morimori

16 三原 祐大 ミハラ ユウタ Yuta Mihara

17 中村 卓哉 ナカムラ タクヤ チャレンジャーズ TAKUYA

18 梶田 進一郎 カジタ シンイチロウ FJRC KAJI

19 小高 潤 オダカ ジュン TeamMxK JO

20 本間 大王 ホンマ ヒロオ DAIOH

21 鎌形 真悟 カマガタ シンゴ SNG

22 児玉 恵一 コダマ ケイイチ 東京都庁 KODAMA

23 佐々木 卓郎 ササキ タクロウ TAKURO

24 高橋 順一 タカハシ ジュンイチ ランニング・デポ JUN JUN

25 田邊 亮子 タナベ リョウコ Ryoko

26 吉岡 誠一郎 ヨシオカ セイイチロウ ラフラフＲＣ YOSHIOKA

27 タカハシ リツシ タカハシ リツシ RT

28 加藤 倫亜 カトウ リンア ウィングＡＣ RIN

29 柳川 浩貴 ヤナギカワ ヒロタカ HIRO

30 吉田 和彦 ヨシダ カズヒコ KAZUHIKO

31 財津 史郎 ザイツ フミロウ ZARUSAN

32 保岡 昌彦 ヤスオカ マサヒコ yasuoka

33 篠崎 賢一 シノザキ ケンイチ Shino

34 佐藤 貴康 サトウ タカヤス TAKA

35 島田 裕二 シマダ ユウジ SHIMA

36 石田 賢 イシダ サトシ DreamAC SATOSHI

37 木村 正顯 キムラ マサアキ kimura

38 秋山 充二郎 アキヤマ ミツジロウ 江東区トライアスロン連合 AKIYAMA

39 浅倉 和史 アサクラ カズフミ たまくろ練 KAZUFUMI

40 アサリ トモヒロ アサリ トモヒロ ASA

41 梅田 進也 ウメダ シンヤ UMEDA

① PM 齋藤拓也

② PM 河野孝志

③ PM 中山晃一

④ PM 塩谷信二

⑤ PM 安留ゆかり



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 15:22

ペースメーカー：①17分00秒、②17分15秒、③17分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 海老澤 武尊 エビサワ タケル EBISAWA

2 山口 亮太郎 ヤマグチ リョウタロウ team-G RYOTARO

3 矢野間 悟 ヤノマ サトル 妙義男塾 Satorucci

4 宰務 正 サイム タダシ Saimu

5 木屋村 守 キヤムラ マモル 多摩川クラブ Kiyakiya

6 中丸 大樹 ナカマル ダイキ Daiki

7 村山 智彦 ムラヤマ トモヒコ TKS TOMO

8 山崎 剛士 ヤマザキ ツヨシ かながわクラブ yama

9 藤井 翔平 フジイ ショウヘイ SHOHEI

10 三上 拓也 ミカミ タクヤ スパルタンドリーマーズ TAKUYA

11 細田 由伸 ホソダ ヨシノブ NOBU

12 山崎 哲 ヤマザキ テツ RDC Tetsu

13 石田 常竹 イシダ ツネタケ tsune

14 藤上 翔 フジカミ ショウ 庄内RTE SHOW

15 今井 純一 イマイ ジュンイチ IMAI

16 遠藤 悠一 エンドウ ユウイチ ENDO

17 金野 秀平 コンノ シュウヘイ Konno

18 桑野 博輔 クワノ ヒロスケ HIRO

19 佐藤 健輔 サトウ ケンスケ 埼玉大井RC KENKEN

20 永井 雅樹 ナガイ マサキ MASA

21 菅野 渉 カンノ ワタル Jクラブ WATARU

22 星宮 一木 ホシミヤ カズキ KAZUKI

23 黒瀬 輝章 ｸﾛｾ ﾃﾙｱｷ KURO

24 安達 功 アダチ イサオ ＴＥＡＭ Ｒ×Ｌ＋ ISAO

25 磯部 優介 イソベ ユウスケ ISOBEeee

26 近本 洋平 チカモト ヨウヘイ 横浜好走会 Jinben

27 山崎 洋輔 ヤマザキ ヨウスケ ラチエンAC YOSUKE

28 マカリスター グラム マカリスター グラム 南蛮連合 Graham

29 高嶋 大貴 タカシマ ダイキ 小金井公園走友会 DAIKI

30 松田 純平 マツダ ジュンペイ DreamAC MATSUDA

31 木村 康之 キムラ ヤスユキ TeamMxK KIMURA

32 片山 真人 カタヤマ マサト KATAYAN

33 吉永 晴光 ヨシナガ ハルミツ HAREHARE

34 中野 喜文 ナカノ ヨシフミ ENNE Nakano

35 岩崎 太郎 イワサキ タロウ ポチトテップス SAKU

36 小長根 広貴 コナガネ ヒロキ HIROKI

37 加藤 永遠 カトウ トワ Rslab KATO

38 濱田 憲和 ハマダ ノリカズ NORI

39 篠田 忠孝 シノダ タダタカ TADA

40 高木 颯大 タカキ ソウダイ HAKOMANI

41

42

43

44

45

① PM 齋藤拓也

② PM 河野孝志

③ 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4組 スタート時刻 15:44

ペースメーカー：①16分15秒、②16分30秒、③16分45秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 原 慎弥 ハラ シンヤ SHINYA

2 杉本 孝公 スギモト タカマサ SUGIMOTO

3 妹尾 創太 セノオ ソウタ T・T-AC SOTA

4 安室 政司 ヤスムロ マサシ MURO

5 要 雄喜 カナメ ユウキ yuki

6 浜田 裕介 ハマダ ユウスケ HAMADA

7 辻田 洸希 ツジタ ヒロキ Hiroki

8 中堀 翼 ナカホリ ツバサ 中島走友会 TSUBASA

9 北原 知孝 キタハラ トモタカ ともたカーニバル！ TOMO

10 中山 貴史 ナカヤマ タカシ NAKAYAMA

11 矢島 翔平 ヤジマ ショウヘイ SHOHEI

12 田村 嘉浩 タムラ ヨシヒロ 東京陸協 TAMURA

13 衣笠 一喜 キヌガサ カズキ KINUGASA

14 古城戸 真之 フルキド マサユキ 鳩印G&T川崎 furukido

15 豊嶋 真生 トヨシマ マサキ TOYOSHIMA

16 高見 瑞樹 タカミ ミズキ 足柄男塾 mizu

17 森 雅俊 モリ マサトシ MM

18

19 小畑 光城 オバタ ミツシロ 沼津市駅伝チーム OBATA

20 木幡 沢也 コハタ タクヤ Takuya

21 山田 貴幸 ヤマダ タカユキ Taka

22 石澤 毅士 コクザワ ツヨシ KOKU

23 平井 慎吾 ヒライ シンゴ HIRAIKEN

24 島袋 雄一郎 シマタイ ユウイチロウ チーム墨田 YUICHIRO

25 前原 雅樹 マエハラ マサキ チーム前原 MAITY

26 小山 清和 コヤマ キヨカズ グッドパッチ kiyokazu

27 石川 直 イシカワ タダシ 神奈川M ISHIKAWA

28 高橋 海輝 タカハシ ミツキ Spartan Dreamers Mitsuki

29 磯口 貴史 イソグチ タカフミ ISOGUCHI

30 安田 隼 ヤスダ シュン YASU

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

32 中村 天之丞 ナカムラ テンノジョウ 横浜市陸協 NAKAMURA

33 高橋 俊幸 タカハシ トシユキ 真勇会 TOSHIYUKI

34 林 優太 ハヤシ ユウタ 成城大学 Y

35 高木 颯大 タカキ ソウダイ HAKOMANI

36 高畑 吉元 タカハタ ヨシモト TAKA

37 大築 隆之 オオツキ タカユキ ＳＷＡＣ/ＲＤＣ OHTSUKI

38 小野田 寛 オノダ ヒロシ HIRO

39

40

41

42

43

44

45

① PM 河野孝志

② PM 辻川諒

③ PM 竹澤想大



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 16:05

ペースメーカー：①14分50秒、②15分20秒、③15分40秒、④16分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 玉澤 良太 タマザワ リョウタ 千葉陸協 TAMA

2 富張 裕紀 トミハリ ユウキ 矢口ランニングクラブ TOMI

3 矢島 雄平 ヤジマ ユウヘイ サイラス練 YUHEI

4 川内 鮮輝 カワウチ ヨシキ Jaybird Jaybird

5 鬼木 悠貴 オニキ ユウキ YUKI

6 永見 聡一朗 ナガミ ソウイチロウ 東京陸協 nagasou

7 小檜山 江未留 コビヤマ エミル BNK23 EMIRATES

8 小林 優史 コバヤシ マサシ アシックスＲＣ MASASHI

9 加藤 達大 カトウ タツヒロ KATOCHOGE

10 網谷 直紀 アミタニ ナオキ 富山陸協 naoki

11 池田 力 イケダ リキ Rki

12 長束 優輝 ナガツカ ユウキ nagatsuka

13 松田 和磨 マツダ カズマ Kaz

14 斎藤 湧歩 サイトウ ユウホ WindRun HRN

15 風間 健範 カザマ タケノリ KAZAMA

16 薄衣 丞生 ウスギヌ ジョウ Joh

17 大垣 秀介 オオガキ シュウスケ 東京陸協 Ogaki

18 北崎 翔馬 キタザキ ショウマ SHOMA

19 宇佐美 森 ウサミ シン LOUD RUNNERS SHIN

20 田中 角治 タナカ カクハル えもと塾 kakuzi

21 大石 賢 オオイシ ケン 内田治療院陸上部 K.OISHI

22 千田 俊輔 センダ シュンスケ SEN

23 内藤 遊 ナイトウ ユウ NAITO

24 佐々木 信 ササキ マコト MAKOTO

25 徳原 健太郎 トクハラ ケンタロウ ソンナバナナ TOKU

26 新井 龍 アライ リョウ 岩原塾 RYO

27 福島 奈槻 フクシマ ナツキ エクセルAC Genchan

28 田口 翔太 タグチ ショウタ 田口家駅伝倶楽部 SHOTA

29 安部 嘉葵 アベ ヨシキ ABECHAN

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

① PM 古川大晃

② PM 辻川諒

③ PM 竹澤想大

④ PM 齋藤拓也


