
日時: 2023年3月30日（木）13時55分～16時30分
場所: 駒沢オリンピック公園陸上競技場

＜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

1500m 男子 1組 13:55 12:40 13:25 13:50 16名
1500m 男子 2組 14:04 12:49 13:34 13:59 18名
1500m 男子 3組 14:13 12:58 13:43 14:08 21名
1500m 男子 4組 14:22 13:07 13:52 14:17 19名
1500m 男子 5組 14:31 13:16 14:01 14:26 18名
1500m 男子 6組 14:40 13:25 14:10 14:35 17名
1500m 男子 7組 14:48 13:33 14:18 14:43 17名
3000m 男子 1組 14:56 13:41 14:26 14:51 21名
3000m 男子 2組 15:11 13:56 14:41 15:06 21名
5000m 男子 1組 15:25 14:10 14:55 15:20 29名
5000m 男子 2組 15:50 14:35 15:20 15:45 27名
5000m 男子 3組 16:15 15:00 15:45 16:10 27名

<注意事項（抜粋）>
・本大会は2022年度日本陸上競技連盟規則、および本大会申合せ事項により実施します。
・日本陸上競技連盟が発表した 「陸上競技活動再開のガイダンス策定のお知らせ」をもとに
 開催いたします。 https://www.jaaf.or.jp/news/article/13857/
・参加者（付き添い・観客を含む）は、上記ガイダンスに従い、大会１週間前からの体調を 
　チェックし、自己管理してください。（提出は不要です）
・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。
・シューズ規制により、厚さ25ｍｍ以下のシューズのみ使用可能です。
・当日エントリー（参加費3,000円、表の空白箇所のみ）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。
・競技運営の都合上、5000ｍでは3000ｍ迄に周回遅れとなった場合、以降も著しく
　遅れた場合には失格（DNF）とさせていただきます。
・ゼッケン（胸・背・腰）は受付時に配付します。腰ゼッケンはパンツの右横に着けます。
・安全ピンは参加者でお持ちください。（もしお忘れの場合は会場にて貸出可能です）
・招集は受付（レース30分前まで）とスタート地点（レース10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。
・計時は、電気計時となります。 ・競技中の事故や疾病に関しては、責任は負いかねます。
・記録証はWEBにて発行しますので、各自で印刷等ご対応願います。（有効性確認済）
＜競技結果＞
 レース結果は大会当日に会場に掲示するとともに、
 主催者ウェブサイトへ掲載いたします。
 （ＵＲＬ） http://team-mk.net/mkdc/

種目

第62回 MxKディスタンスチャレンジ（陸連公認大会）



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム
1500m　男子1組 スタート時刻 13:55

No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録
1 渡辺 毅 ワタナベ タケシ 秋川 東京都 着
2 篠塚 明裕 シノヅカ アキヒロ 東京陸協 東京都 着
3 上岡 基洋 ウエオカ モトヒロ TGT 東京都 着
4 新澤 英典 シンザワ ヒデノリ ウルプロ 東京都 着
5 清水 修 シミズ オサム ELDORESOラウドランナーズ 東京都 着
6 埴原 正樹 ハイバラ マサキ 東京マスターズ 東京都 着
7 中野 博之 ナカノ ヒロユキ ＩＲＦ 茨城県 着
8 浅井 将尚 アサイ マサナオ 東京陸協 東京都 着
9 倉下 直樹 クラシタ ナオキ 東京陸協 東京都 着
10 具島 峻 グシマ シュン 早稲田佐賀中学校 佐賀県 着
11 篠田 高志 シノダ タカシ 東京工業大学 神奈川県 着
12 瀬尻 健太郎 セジリ ケンタロウ 三菱重工RC ⾧崎県 着
13 河野 純平 カワノ ジュンペイ 島本プロジェクト 東京都 着
14 着
15 着
16 着
17 着
18 着

PM 19 中武 泰雅 ナカタケ タイガ MORE 神奈川県 着
PM 20 関原 稔記 セキハラ トシキ MORE 神奈川県 着
PM 21 福元 翔輝 フクモト ショウキ track tokyo 東京都 着

4'39"-5'00"

着順
PM ①4'40" ②4'50" ③5'00"



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム
1500m　男子2組 スタート時刻 14:04

No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録
1 永田 理貴 ナガタ リキ 京都陸協 京都府 着
2 宮崎 寛大 ミヤザキ ヒロト 町田堺中 東京都 着
3 磯崎 蓮凌 イソザキ レンヤ 新田中 神奈川県 着
4 熊谷 卓哉 クマガイ タクヤ 千葉陸協 千葉県 着
5 松沼 健真 マツヌマ ケンシン 加須市立加須平成中学校 埼玉県 着
6 山口 皓平 ヤマグチ コウヘイ 千葉大学大学院 新潟県 着
7 北 陽斗 キタ ハルト 創価大学陸上競技部 北海道 着
8 加藤 悠真 カトウ ユウマ 東京ベイRC 千葉県 着
9 竹内 克 タケウチ カツ 聖光学院中学校 神奈川県 着
10 竹花 廉太郎 タケハナ レンタロウ 町田堺中 東京都 着
11 羽岡 哲郎 ハオカ テツオ EmiRC 東京都 着
12 近江屋 拓 オオミヤ タク 東京陸協 東京都 着
13 内野 矢萩 ウチノ ヤハギ 葛飾総合高 東京都 着
14 土濃塚 渉 トノヅカ ワタル さいたま市陸協 埼玉県 着
15 川上 聖真 カワカミ セイマ 埼玉陸協 埼玉県 着
16 着
17 着

PM 18 加藤 拓海 カトウ タクミ RFAJAPAN 東京都 着
PM 19 井下 裕貴 イノシタ ユウキ 川越市陸協 埼玉県 着
PM 20 瀬川 莉玖 セガワ リク 東京大学 宮城県 着

4'18"-4'35"

着順
PM ①4'20" ②4'30" ③4'35"



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム
1500m　男子3組 スタート時刻 14:13

No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録
1 本江 拓海 ホンゴウ タクミ NINE TOCHIGI TC 栃木県 着
2 幅上 雄大 ハバウエ ユウダイ 東京陸協 東京都 着
3 坂内 亮輔 バンナイ リョウスケ 川崎市陸協 神奈川県 着
4 多賀 ⾧門 タガ ナガト 島本プロジェクト 東京都 着
5 佐藤 大宇 サトウ ダイウ 島本プロジェクト 東京都 着
6 齋藤 堪汰 サイトウ カンタ 島本プロジェクト 東京都 着
7 川西 優和 カワニシ ヒロカズ 東京陸協 東京都 着
8 根子 琢行 ネコ タカユキ 川崎市陸協 神奈川県 着
9 岡田 拓己 オカダ タクミ 東京陸協 東京都 着
10 糸井 巧 イトイ タクミ サウルスジャパン 東京都 着
11 下門 幹汰 シモジョウ カンタ 東京陸協 東京都 着
12 森田 拡希 モリタ ヒロキ 東京陸協 東京都 着
13 鳥越 健吾 トリゴエ ケンゴ 南蛮連合 東京都 着
14 西郷 孝一 サイゴウ タカヒト 矢巾町陸協 岩手県 着
15 今村 匠 イマムラ タクミ 明大同 神奈川県 着
16 永田 総太郎 ナガタ ソウタロウ 東京大学 東京都 着
17 内田 知希 ウチダ トモキ 小田原NR 神奈川県 着
18 横山 諒 ヨコヤマ リョウ 朝霞第一中学校 埼玉県 着

PM 19 中野 蒼塁 ナカノ アルム CARP STREAMARS 埼玉県 着
20 酒井 優一 サカイ ユウイチ さいたま市陸協 埼玉県 着

PM 21 福元 翔輝 フクモト ショウキ track tokyo 東京都 着

4'10"-4'15"

着順
PM ①4'10" ②4'15"



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム
1500m　男子4組 スタート時刻 14:22

※①②1000ｍ迄

No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録
1 清谷 公紀 セダニ コオキ 横浜市陸上競技協会 神奈川県 着
2 馬橋 陽太 ウマハシ ヨウタ 坂戸市陸協 埼玉県 着
3 齋藤 迅斗 サイトウ ハヤト 埼玉陸協 埼玉県 着
4 金丸 蒼 カネマル アオイ 慶應義塾大学三四会競走部 神奈川県 着
5 秋葉 直人 アキバ ナオト RFAJAPAN 東京都 着
6 風戸 啓希 カザト ヒロキ GRlab関東 東京都 着
7 江原 由弘 エハラ ヨシヒロ MORE 神奈川県 着
8 小池 優作 コイケ ユウサク 東京陸協 東京都 着
9 東條 暖 トウジョウ ダン 世田谷富士中 東京都 着
10 佐竹 樹 サタケ イツキ 福島陸協 福島県 着
11 上野 央輔 ウエノ オウスケ 武蔵大学 埼玉県 着
12 馬場 柚 ババ ユズル 春日部市立江戸川小中学校 埼玉県 着
13 菊池 吉紘 キクチ ヨシヒロ 中央学院大学AC 東京都 着
14 着
15 藤本 康生 フジモト コウセイ 太田スポーツ学校 群馬県 着
16 荒幡 哲治 アラハタ テツハル 東京陸協 東京都 着
17 小山 翔太郎 コヤマ ショウタロウ 中央市昭和町陸協 山梨県 着

PM 18 加藤 拓海 カトウ タクミ RFAJAPAN 東京都 着
PM 19 井下 裕貴 イノシタ ユウキ 川越市陸協 埼玉県 着
PM 20 瀬川 莉玖 セガワ リク 東京大学 宮城県 着

21 着
22 着

4'00"-4'09"
PM ①2'40" ②2'43" ③4'09"

着順



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム
1500m　男子5組 スタート時刻 14:31

1000m迄
No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録
1 山下 煕莉杏 ヤマシタ キリア 電気通信大学 三重県 着
2 本多 健亮 ホンダ ケンスケ 東京大学 東京都 着
3 越川 剛暉 コシカワ ゴウキ 東京大学 埼玉県 着
4 秋吉 拓真 アキヨシ タクマ 東京大学 兵庫県 着
5 栁沼 大輝 ヤギヌマ タイキ 東京大学 福島県 着
6 ⾧島 甲輝 ナガシマ コウキ JTF 東京都 着
7 ⾧谷部 巧人 ハセベ タクト 駿河台大学 埼玉県 着
8 古俣 光覇 コマタ ミツハル 獨協大学 千葉県 着
9 市川 和英 イチカワ カズヒデ 上田西高校 ⾧野県 着
10 中川 慎太郎 ナカガワ シンタロウ 土浦消防 茨城県 着
11 服部 功望 ハットリ イサミ ASAP 埼玉県 着
12 越野 レオ コシノ レオ 東京大学 東京都 着
13 岡本 拓也 オカモト タクヤ 東京陸協 東京都 着
14 五十嵐 一喜 イガラシ カズキ Next Generation 神奈川県 着
15 渡部 希 ワタナベ ノゾム 三ツ池ランニングクラブ 神奈川県 着
16 仙波 祐太 センバ ユウタ 東京工業大 茨城県 着
17 柴田 瀬允 シバタ セイン 東京工業大学 東京都 着
18 着
19 着

PM 20 関原 稔記 セキハラ トシキ MORE 神奈川県 着

3'54"-3'59"
PM ①2'36"

着順



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム
1500m　男子6組 スタート時刻 14:40

1000m迄
No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録
1 岩田 悠希 イワタ ユウキ ones 千葉県 着
2 森下 舜也 モリシタ シュンヤ 太田スポーツ学校 群馬県 着
3 木村 大地 キムラ ダイチ TEAMみちのく 宮城県 着
4 着
5 三浦 隆寛 ミウラ タカヒロ GRlab 大阪府 着
6 池浦 陽生 イケウラ ハルキ FREERUN 新潟県 着
7 奥成 碧 オクナリ アオイ MORE 神奈川県 着
8 佐久間 紀史 サクマ ノリフミ 山梨学院大学 神奈川県 着
9 久田 淳司 ヒサダ アツシ 東京大学 愛知県 着
10 丸山 翔太郎 マルヤマ ショウタロウ 東京大学 東京都 着
11 高橋 風成 タカハシ カザナリ 小川町陸上競技協会 埼玉県 着
12 中島 一翠 ナカジマ カズミ 関東学院大学 神奈川県 着
13 古川 啓太 フルカワ ケイタ 帝京大学 陸上競技部 新潟県 着
14 田口 雅也 タグチ マサヤ 上尾市陸協 埼玉県 着
15 石田 宇一 イシダ ウイチ 東京陸協 東京都 着
16 黒川 拓海 クロカワ タクミ 駿河台大学 愛知県 着
17 山口 真聖 ヤマグチ マナト 駿河台大学 福井県 着
18 着

PM 19 中武 泰雅 ナカタケ タイガ MORE 神奈川県 着
20 着

3'48"-3'51"
PM ①2'32"

着順



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム
1500m　男子7組 スタート時刻 14:48

1000m迄
No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録
1 小林 宏輔 コバヤシ コウスケ コモディイイダ 東京都 着
2 佐藤 慎巴 サトウ シンバ セキノ興産 新潟県 着
3 井内 優輔 イノウチ ユウスケ 筑波大学大学院 徳島県 着
4 石川 聖也 イシカワ セイヤ 川崎市陸協 神奈川県 着
5 楠本 修平 クスモト シュウヘイ 千葉陸上競技協会 千葉県 着
6 小渕 稜央 コブチ リョウ 岐阜大学 三重県 着
7 茂原 大悟 モハラ ダイゴ 群馬陸協 群馬県 着
8 佐藤 良祐 サトウ リョウスケ 関西学院大学 兵庫県 着
9 吉崎 舜 ヨシザキ シュン 関西学院大学 兵庫県 着
10 小川 栄人 オガワ エイト 関東学院大学 ⾧崎県 着
11 横田 佳介 ヨコタ ケイスケ コモディイイダ 東京都 着
12 青木 雄貴 アオキ ユウキ コモディイイダ 東京都 着
13 木田 貴大 キダ タカヒロ コモディイイダ 東京都 着
14 九嶋 大雅 クシマ タイガ コモディイイダ 東京都 着
15 竹岡 大 タケオカ ダイ 東京工業大学 千葉県 着
16 着
17 着
18 着

PM 19 中野 蒼塁 ナカノ アルム CARP STREAMARS 埼玉県 着
PM 20 服部 直 ハットリ スナオ MORE 神奈川県 着

3'40"-3'46"
PM ①2'28-29"

着順



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム
3000m　男子1組 スタート時刻 14:56

No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録
1 新村 隆幸 シンムラ タカユキ クラブR2 東京都 着
2 山本 謙太郎 ヤマモト ケンタロウ ポポロAC 東京都 着
3 内田 知希 ウチダ トモキ 小田原NR 神奈川県 着
4 植田 晴真 ウエダ ハルマ 桐光学園中学校 神奈川県 着
5 杉本 瑞樹 スギモト ミズキ 東京陸協 東京都 着
6 小池 孝範 コイケ タカノリ 立川市陸上競技協会 東京都 着
7 村川 雄一 ムラカワ ユウイチ 阿見アスリートクラブ 茨城県 着
8 鹿野内 駿 カノウチ シュン JOHHOKU CABALLO 東京都 着
9 石見 知也 イワミ トモヤ 聖光学院中学校 神奈川県 着
10 中條 誉喬 チュウジョウ ヨシタカ サウルスジャパン 神奈川県 着
11 小山 清和 コヤマ キヨカズ グッドパッチ 東京都 着
12 川井 勉 カワイ ツトム TeamM×K 東京都 着
13 大西 淳貴 オオニシ ジュンキ 埼玉陸協 埼玉県 着
14 内藤 和也 ナイトウ カズヤ 千葉陸協 千葉県 着
15 田中 翔 タナカ ショウ RUNWEB 千葉県 着
16 渡邉 聖 ワタナベ ショウゴ 伊東市民病院 東京都 着
17 着

PM 18 加藤 拓海 カトウ タクミ RFAJAPAN 東京都 着
PM 19 井下 裕貴 イノシタ ユウキ 川越市陸協 埼玉県 着
PM 20 瀬川 莉玖 セガワ リク 東京大学 宮城県 着
PM 21 福元 翔輝 フクモト ショウキ track tokyo 東京都 着

22 着
23 着
24 着
25 着
26 着
27 着
28 着
29 着

PM 30 ⾧江 隆行 ナガエ タカユキ SWAC 東京都 着

9'25"-10'59"

着順
PM ①9'30" ②9'45" ③10'00" ④10'30" ⑤11'00"



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム
3000m　男子2組 スタート時刻 15:11

No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録
1 海老沼 太志 エビヌマ タイシ MKPJT 栃木県 着
2 遠藤 旦 エンドウ ダン 東京陸協 東京都 着
3 中川 慎太郎 ナカガワ シンタロウ 土浦消防 茨城県 着
4 石井 琉聖 イシイ リュウセイ 明治大学同好会 神奈川県 着
5 大竹 将生 オオタケ マサキ 埼玉陸協 埼玉県 着
6 荒木 優誠 アラキ ユウセイ 東京陸協 東京都 着
7 中野 康太郎 ナカノ コウタロウ 学習院大学 神奈川県 着
8 袴田 翔 ハカマタ ショウ 内田治療院陸上部 東京都 着
9 藤田 陸志 フジタ アツシ 横浜市陸協 神奈川県 着
10 清谷 公紀 セダニ コオキ 横浜市陸上競技協会 神奈川県 着
11 外山 海翔 トヤマ カイト 横浜市立菅田中学校 神奈川県 着
12 松田 純平 マツダ ジュンペイ DreamAC 東京都 着
13 佐々木 大輔 ササキ ダイスケ 東京陸協 東京都 着
14 磯崎 蓮凌 イソザキ レンヤ 新田中 神奈川県 着
15 糸井 巧 イトイ タクミ サウルスジャパン 東京都 着
16 酒井 優一 サカイ ユウイチ さいたま市陸協 埼玉県 着
17 望月 光太 モチヅキ コウタ 川口鳩ヶ谷中 埼玉県 着
18 着
19 着
20 着
21 着
22 着
23 着
24 着
25 着
26 着

PM 27 桃澤 大祐 モモザワ ダイスケ サンベルクス 東京都 着
PM 28 森田 雄貴 モリタ ユウキ 東京大学大学院 岡山県 着
PM 29 畦地 貴斗 アゼチ タカト 青山学院大学 宮崎県 着
PM 30 古川 大晃 フルカワ ダイスケ 東京大学大学院 熊本県 着

8'25"-9'20"

着順
PM ①8'30" ②8'45" ③9'00" ④9'15"



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム
5000m　男子1組 スタート時刻 15:25

No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録
1 志村 絆蔵 シムラ ハンゾウ 聖光学院 神奈川県 着
2 羽岡 哲郎 ハオカ テツオ EmiRC 東京都 着
3 井辻 祐太郎 イツジ ユウタロウ 浦安市陸上競技協会 千葉県 着
4 山下 和真 ヤマシタ カズマ 高幡浅川RC 東京都 着
5 大宮 悠人 オオミヤ ユウト 川和高校 神奈川県 着
6 福嶋 拓人 フクシマ タクト Next Generation 神奈川県 着
7 藤森 真 フジモリ シン 旭市陸協 千葉県 着
8 花田 蒼太 ハナタ ソウタ 東京理科大学 秋田県 着
9 渡辺 毅 ワタナベ タケシ 秋川 東京都 着
10 澤田 洋志 サワダ ヒロシ ＲＵＮＷＥＢ 千葉県 着
11 前田 佑太 マエダ ユウタ 東京工業大学 兵庫県 着
12 鹿野内 駿 カノウチ シュン JOHHOKU CABALLO 東京都 着
13 竹村 渉 タケムラ ワタル 埼玉陸協 埼玉県 着
14 加藤 大輝 カトウ ダイキ 井草高校 東京都 着
15 千田 徹 センダ テツ 慶應義塾大学医学部三四会競走部 神奈川県 着
16 田島 将人 タジマ マサト 東京陸協 東京都 着
17 丸尾 祐矢 マルオ ユウヤ 東女体大AC 東京都 着
18 礒間 浩幸 イソマ ヒロユキ 八王子プロジェクト 東京都 着

PM 19 井下 裕貴 イノシタ ユウキ 川越市陸協 埼玉県 着
PM 20 瀬川 莉玖 セガワ リク 東京大学 宮城県 着

21 西郷 孝一 サイゴウ タカヒト 矢巾町陸協 岩手県 着
22 加藤 倫亜 カトウ リンア ウィングAC 東京都 着
23 安田 裕輔 ヤスダ ユウスケ 東京陸協 東京都 着
24 石渡 悟士 イシワタ サトシ 横浜市陸協 神奈川県 着
25 川島 淳 カワシマ アツシ 東京陸協 東京都 着
26 鳥居 恒太 トリイ コウタ 南蛮連合 東京都 着
27 島津 正孝 シマヅ マサタカ 東京陸協 東京都 着
28 着
29 着

PM 30 ⾧江 隆行 ナガエ タカユキ SWAC 東京都 着
31 着

PM 32 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 日税ビジネス 東京都 着
33 着
34 着
35 着

16'25"-18'00"

着順
PM ①16'30" ②17'00" ③17'30" ④18'00"



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム
5000m　男子2組 スタート時刻 15:50

No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録
1 二階堂 真大 ニカイドウ マサヒロ 千葉陸協 千葉県 着
2 村戸 雄輝 ムラト ユウキ ハートブレイク 神奈川県 着
3 小川 暖 オガワ ハル 東京大学 徳島県 着
4 木村 優斗 キムラ ユウト 川和高校 神奈川県 着
5 小澤 昂平 オザワ コウヘイ 東京都庁 東京都 着
6 佐藤 匠 サトウ タクミ 信州大学 ⾧野県 着
7 奥田 陽輝 オクダ ハルキ 川和高校 神奈川県 着
8 荒木 裕太郎 アラキ ユウタロウ モントブラン 千葉県 着
9 がんばれ ゆうすけ ガンバレ ユウスケ 吉本興業 栃木県 着
10 澁谷 舜 シブヤ シュン 東京大学 宮城県 着
11 鈴木 大輔 スズキ ダイスケ 日本製鉄君津 千葉県 着
12 小山 和人 コヤマ カズト 筑波大学陸上同好会 茨城県 着
13 押元 渉 オシモト ワタル 市原市陸協 千葉県 着
14 吉田 健吾 ヨシダ ケンゴ 栃木陸協 栃木県 着
15 久我 大介 クガ ダイスケ 千葉陸協 千葉県 着
16 着
17 西口 龍之介 ニシグチ リュウノスケ 慶應義塾大学医学部三四会 神奈川県 着
18 中村 達揮 ナカムラ タツキ グロマン関東 埼玉県 着
19 松田 和浩 マツダ カズヒロ ランニングデポ 神奈川県 着
20 中部 大也 ナカベ ヒロナリ 塩川病院 山梨県 着

PM 21 福元 翔輝 フクモト ショウキ track tokyo 東京都 着
22 大野 瑛 オオノ アキラ 東京陸協 東京都 着
23 下島 千明 シモジマ チアキ 陸上競技多摩川クラブ 東京都 着
24 高橋 空也 タカハシ クウヤ TOKYO BAY RC 千葉県 着
25 比嘉 鷹揚 ヒガ タカアキ 沖縄陸協 沖縄県 着
26 村田 英誠 ムラタ ヒデナリ 千葉マスターズ 千葉県 着
27 着

PM 28 森田 雄貴 モリタ ユウキ 東京大学大学院 岡山県 着
PM 29 畦地 貴斗 アゼチ タカト 青山学院大学 宮崎県 着

30 着
31 着
32 着
33 着
34 着
35 着

15'40"-16'20"

着順
PM ①15'40" ②16'00" ③16'20"



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム
5000m　男子3組 スタート時刻 16:15

※①②3000ｍ迄
No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録
1 奈良 大寿 ナラ ダイス 上智大学 東京都 着
2 戸田 雅稀 トダ マサキ SGホールディングス 京都府 着
3 杉本 将太 スギモト ショウタ コモディイイダ 東京都 着
4 春野 太星 ハルノ タイセイ 平成国際大学 東京都 着
5 中根 美七海 ナカネ ミナミ 東京大学 愛知県 着
6 下村 勇喜 シモムラ ユウキ 癒しの森AC ⾧野県 着
7 大谷 宗平 オオタニ シュウヘイ T-nex 岩手県 着
8 Gary Wilberforce ウィルバーフォース ガリ 南蛮連合 東京都 着
9 金 泳勲 キム ヨンフン 関東学院大学 ⾧崎県 着
10 奥成 碧 オクナリ アオイ MORE 神奈川県 着
11 笠井 大輝 カサイ タイキ 高崎経済大学 群馬県 着
12 薮下 温司 ヤブシタ アツシ 東北大学 兵庫県 着
13 出淵 文也 イズブチ フミヤ 高崎経済大学 広島県 着
14 村松 亜蘭 ムラマツ アラン 関東学院大学 静岡県 着
15 三田 耕輔 ミタ コウスケ 東京大学 東京都 着
16 藤田 アトム フジタ アトム 流経大 栃木県 着
17 栃木 祐輝 トチギ ユウキ NINE TOCHIGI TC 栃木県 着

PM 18 加藤 拓海 カトウ タクミ RFAJAPAN 東京都 着
19 高橋 拓未 タカハシ タクミ 東京大学 宮城県 着
20 岡田 昌平 オカダ ショウヘイ さいたま市陸協 埼玉県 着
21 苅谷 凌 カリヤ リョウ 坂戸市陸協 埼玉県 着
22 着
23 中野 洸介 ナカノ コウスケ さいたま市陸協 埼玉県 着
24 着
25 松本 翔 マツモト ショウ 日税ビジネス 東京都 着
26 石井 琉聖 イシイ リュウセイ 明治大学同好会 神奈川県 着

PM 27 桃澤 大祐 モモザワ ダイスケ サンベルクス 東京都 着
28 着
29 着

PM 30 古川 大晃 フルカワ ダイスケ 東京大学大学院 熊本県 着
31 着

PM 32 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 日税ビジネス 東京都 着
33 着
34 着
35 着

13'59"-15'30"
PM ①8'30" ②8'45" ③15'00" ④15'25"

着順


