
＜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

1500m 男女 1組 13:15 12:15 12:45 13:10 23名

1500m 男女 2組 13:25 12:15 12:55 13:20 24名

1500m 男女 3組 13:34 12:19 13:04 13:29 21名

1500m 男女 4組 13:43 12:28 13:13 13:38 19名

1500m 男女 5組 13:52 12:37 13:22 13:47 23名

3000m 男女 1組 14:00 12:45 13:30 13:55 32名

3000m 男女 2組 14:18 13:03 13:48 14:13 31名

3000m 男女 3組 14:32 13:17 14:02 14:27 30名

5000m 男女 1組 14:46 13:31 14:16 14:41 38名

5000m 男女 2組 15:14 13:59 14:44 15:09 37名

5000m 男女 3組 15:38 14:23 15:08 15:33 45名

5000m 男女 4組 16:00 14:45 15:30 15:55 39名

5000m 男女 5組 16:22 15:07 15:52 16:17 42名

5000m 男女 6組 16:44 15:29 16:14 16:39 43名

5000m 男女 7組 17:05 15:50 16:35 17:00 41名

5000m 男女 8組 17:25 16:10 16:55 17:20 45名

5000m 男女 9組 17:45 16:30 17:15 17:40 33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42回 MxKディスタンストライアル

2021年4月11日（日）13時15分～18時00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）

12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）

1500m　男女1組 スタート時刻 13:15

ペースメーカー：①5分10秒、②5分30秒、③5分50秒、④6分10秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 外間 結那 ソトマ ユイナ 矢口ランニングクラブ YUINA

2 新城 かおり シンジョウ カオリ なめしち KAORI

3 長沼 春菜 ナガヌマ ハルナ 千住ジュニア HARUNA

4 小川 倖大 オガワ コウダイ OGAWA

5 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ Miyoshi

6 谷口 智哉 タニグチ トシヤ TANIGUCHI

7 山崎 直人 ヤマザキ ナオト ZAKI

8 森安 航大 モリヤス コウタ セカンドウィンドAC横浜 KOUTA

9 松崎 公平 マツザキ コウヘイ 埼玉大井ＲＣ Kouhei

10 安西 義則 アンザイ ヨシノリ anpu

11 木山 宏 キヤマ ヒロシ KIYAMA

12 山﨑 詩大 ヤマザキ ウタ 矢口ランニングクラブ UTA

13 西山 花音 ニシヤマ カノ 矢口ランニングクラブ KANO

14 髙野 大地 タカノ ダイチ 矢口ランニングクラブ DAICHI

15 塚越 葵葉 ツカコシ アオバ 矢口ランニングクラブ AOBA

16 KIMIDUKA RYUSUKE キミヅカ リュウスケ RYUSUKE

17 山口 俊幸 ヤマグチ トシユキ TOSHI

18 山口 勝之 ヤマグチ カツユキ サンデーケイレンス Ｋ．ＹＡＭＡＧＵＣＨＩ

19 梶野 良夫 カジノ ヨシオ 薬園台AC KAJINO

20 KIMIDUKA MASAYUKI キミヅカ マサユキ YUUYA

21 石原 博之 イシハラ ヒロユキ HIRO

22 橋本 龍 ハシモト リュウ TeamMxK RYU

23 君塚 洋介 キミヅカ ヨウスケ 東京陸協 Y KIMIZUKA

24

- PM 秋葉直人

- PM 高橋風成

- PM 岡本拓也

- PM 荒幡寛人



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 13:25

ペースメーカー：①4分45秒、②4分50秒、③4分55秒、④5分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 森谷 そら モリヤ ソラ SORA

2 小野寺 温大 オノデラ ハルト TRACK東京 HARUTO.O

3 荻原 肇 オギハラ ハジメ OGI

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

5 上岡 海大 カミオカ カイト 八王子富士森走友会 Kaito

6 清水 修 シミズ オサム 松岡水産 SHIMIZU

7 村上 勇太 ムラカミ ユウタ よしざわ整形外科 Yuta

8 坂本 茉梨華 サカモト マリカ MRK

9 井上 洋市朗 イノウエ ヨウイチロウ 多摩川サブスリー YOICHIRO

10 内山 祐二 ウチヤマ ユウジ UCHIYAMA

11 宅野 晃裕 タクノ アキヒロ 國學院大學陸上同好会 Takuno

12 風見 悠斗 カザミ ユウト YUTO

13 鈴木 祐太 スズキ ユウタ yuta

14 杉野 秀昭 スギノ ヒデアキ The Space HIDE

15 木村 優基 キムラ ユウキ 矢口ランニングクラブ YUUKI

16 中村 霞一 ナカムラ カイチ 矢口ランニングクラブ KAICHI

17 小野 昭弘 オノ アキヒロ 青梅走友会 ono

18 笹本 浩司 ササモト コウジ SASA

19 中村 淳一 ナカムラ ジュンイチ junichi

20 西尾 幸弥 ニシオ ユキヤ NISHIO

21 勘舎 方敬 カンジャ マサヨシ Team M?K KANJA

22 安田 隼 ヤスダ シュン YASUDA

23 加納 隆明 カノウ タカアキ gana

24 内藤 兵磨 ナイトウ ヒヨウマ HYOMA

- PM 秋葉直人

- PM 高橋風成

- PM 岡本拓也

- PM 荒幡寛人



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 13:34

ペースメーカー：①4分25秒、②4分30秒、③4分35秒、④4分40秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 伴 卓磨 バン タクマ 森永乳業 KERO

2 櫻井 佑吏 サクライ ユウリ BAGU

3 小松 雄大 コマツ ユウダイ KOMATSU

4 波多野 陽介 ハタノ ヨウスケ NR yousuke

5 市川 利樹 イチカワ リキ RIKI

6 北川 悟 キタガワ サトル SATORU

7 菅原 梨矩 スガワラ リク 國學院大學陸上同好会 SUGAWARA

8 浅川 恵司 アサカワ ケイジ 國學院大学陸上同好会 keiji

9 小畑 光城 オバタ ミツシロ 無し OBATA

10 磯口 貴史 イソグチ タカフミ ISOGUCHI

11 瀬沼 一成 セヌマ カズナリ SENUMA

12 矢崎 将一 ヤザキ ショウイチ Shoichi Yazaki

13 三浦 和貴 ミウラ カズタカ 東京陸協 ＫＡＺＵ

14 奥野 新 オクノ アラタ 椚田AC RATA

15 東條 暖 トウジョウ ダン DAN

16 井辻 祐太郎 イツジ ユウタロウ DreamGrants Yutaro

17 近内 京太 コンナイ キョウタ WindRun Kon

18 浅井 秀治 アサイ ヒデハル HIDE

19 原田 貴正 ハラダ タカマサ TAKAMASA

20 KIMIDUKA SYUNSUKE キミヅカ シュンスケ 男衾中学校 SYUN

21 長田 寛史 オサダ ヒロフミ OSADA

22

23

24

- PM 秋葉直人

- PM 高橋風成

- PM 岡本拓也

- PM 荒幡寛人



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 13:43

ペースメーカー：①4分10秒、②4分15秒、③4分20秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 邊見 勇太 ヘンミ ユウタ RSLAB IZAM

2 吉岡 伶 ヨシオカ レイ RAY

3 林 祐輝 ハヤシ ユウキ 川崎陸協 HAYASHI

4 有賀 哉人 アルガ カナト なし ARUGA

5 木村 雄哉 キムラ ユウヤ パーソルサンクス株式会社 PERSOL

6 外山 高広 トヤマ タカヒロ 八王子富士森走友会 TOYAMAX

7 広井 海人 ヒロイ カイト 明治大学体同連陸上競技部 KUSOBAYASI

8 小坂 啓悟 コサカ ケイゴ KEIGO

9 中道 涼太 ナカミチ リョウタ RYOTA

10 長谷地 拓也 ナガヤチ タクヤ ヤチ@

11 林 洋輔 ハヤシ ヨウスケ yosan

12 笠原 友生 カサハラ トモキ 埼玉陸協 KASA

13 荒幡 哲治 アラハタ テツハル ベースボールアスリート TETSU

14 大高 達典 オオタカ タツノリ 能代山本陸協 OTAKA

15 佐藤 千彦 サトウ カズヒコ KAZUHIKO

16 佐藤 希音 サトウ ケイン KEIN

17 渡邉 裕之 ワタナベ ヒロユキ HIROYUKI

18 宮本 健矢 ミヤモト ケンヤ Miyamoto

19 山口 力也 ヤマグチ リキヤ 湘南ランズ RIKIYA

20

21

22

23

24

- PM 澁谷宥介

- PM 岡本拓也

- PM 荒幡寛人



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 13:52

ペースメーカー：①3分55秒、②4分00秒、③4分05秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 伊澤 優人 イザワ マサト 兼松（株） MASATO

2 朝倉 和眞 アサクラ カズマサ 宮城陸協 ASAKURA

3 木村 大地 キムラ ダイチ 宮城陸協 KIM

4 平野 慶介 ヒラノ ケイスケ ケイファラー keifarah

5 佐藤 晃章 サトウ テルアキ TERUAKI

6 鈴木 遊大 スズキ ユウダイ ADLER Yudai

7 柴田 幸樹 シバタ コウキ 田園クラブ shibatak

8 松ヶ野 毅 マツガノ タケル 川口市 MATSUGANO

9 斉藤 俊 サイトウ シュン ＮＴＴ東京 SHUN 

10 小林 和弥 コバヤシ カズヤ ＮＴＴ東京 KOBA

11 南雲 信之介 ナンクモ シンノスケ TeenTeenAgers shinnosuke

12 北島 昂平 キタジマ コウヘイ KJ

13 奥成 碧 オクナリ アオイ nari

14 政田 勇輝 マサダ ユウキ MASADA

15 米山 健太 ヨネヤマ ケンタ Yone

16 横内 悠 ヨコウチ ユウ 東京陸協 mozu

17 椎葉 ヨシヒト シイバ ヨシヒト 日野自動車 SHIIBA

18 幅上 雄大 ハバウエ ユウダイ 埼玉陸協 yoyogiman

19 筒井 恵也 ツツイ ケイヤ フクシムラン TSUTSUGO

20 緒方 甫哉 オガタ モトキ 東京陸協 MOTOKI

21 枡川 健太郎 マスカワ ケンタロウ KENTARO

22 大川 隼平 オオカワ シュンペイ ELDORESO RC chumpei

23 小山 大輝 コヤマ ダイキ チームこやだい KOYADAI

24

- PM 斉藤和輝 PM 岡本拓也

- PM 荒幡寛人 PM 秋葉直人

- 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 14:00

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 小清水 功 コシミズ イサオ KOSHI

2 今別府 彰太郎 イマベップ ショウタロウ 松戸２１ＲＣ ＳＨＯＴＡＲＯ

3 加治佐 純 カジサ ジュン jun

4 koyama kiyokazu コヤマ キヨカズ グッドパッチ Kiyokazu

5 村上 勇太 ムラカミ ユウタ よしざわ整形外科 Yuta

6 青柳 諒 アオヤギ リョウ AOYAGI

7 平田 優吾 ヒラタ ユウゴ 國學院陸上同好会 YUGO

8 齋藤 絵美 サイトウ エミ eMi

9 黒田 なつみ クロダ ナツミ GRlab関東 NATSUMI

10 坂出 竜弥 サカデ リュウヤ TeenTeenAgers SAKADE

11 勘舎 方敬 カンジャ マサヨシ Team M?K KANJA

12 善見 聖子 ヨシミ セイコ YOSHIMI

13 松田 浩行 マツダ ヒロユキ Hmmm

14 平原 渉太 ヒラハラ ショウタ HIRA

15 明田 圭一郎 アケタ ケイイチロウ akeCap

16 足立 俊宏 アダチ トシヒロ TOSHI

17 熊澤 拓哉 クマザワ タクヤ KUMA

18 松崎 雅春 マツザキ マサハル MASA

19 木下 裕介 キノシタ ユウスケ KINOSHITA

20 越智 克爾 オチ ヨシチカ OCHI

21 竹内 茂雄 タケウチ シゲオ TAKE

22 広井 渡 ヒロイ ワタル wata

23 Ashley Grantham Ashley Grantham Ashley G

24 本田 牧子 ホンダ マキコ 関東ＲＣ KUMA

25 辻 秀憲 ツジ ヒデノリ ニッポンランナーズ hitsug

26 伊従 希世彦 イヨリ キヨヒコ KIYOHIKO

27 光井 香奈見 ミツイ カナミ 9track KANAMI

28 加々美 朗子 カガミ アキコ RDC AKO

29 濱 摩里子 ハマ マリコ いけちゃん

30 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 中家軍 NAKAYA

31 石原 博之 イシハラ ヒロユキ HIRO

32 田中 佑磨 タナカ ユウマ YT

33

- PM 澁谷宥介

- PM 森田雄貴

- PM 土谷和貴

- PM 河合謙一

- PM 秋葉直人



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 14:18

ペースメーカー：①9分45秒、②10分00秒、③10分15秒、④10分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 座間 保成 ザマ ヤスナリ ＪＲ東日本千葉 ZETT

2 中嶋 仁志 ナカジマ ヒトシ チームMK HITOSHI

3 薄衣 丞生 ウスギヌ ジョウ Joh

4 窪田 俊郎 クボタ トシロウ ピッツキューブ R C kubota

5 川井 勉 カワイ ツトム TeamM×K kawai

6 川島 純平 カワシマ ジユンペイ JUMPEI

7 山田 悠翔 ヤマダ ユウト フラワーズ YUTO

8 福地 亮太 フクチ リョウタ fuku

9 荘野 幸太 ショウノ コウタ KOTA

10 かさい 亮太 カサイ リョウタ 國學院大學陸上同好会 HYONSU

11 高野 克己 タカノ カツキ katsuki

12 真柄 碧 マカラ アオイ AOI

13 関谷 卓也 セキヤ タクヤ 東学大ARC Sekiya

14 安藝 雄司 アキ ユウジ AKI

15 谷本 憲太郎 タニモト ケンタロウ KEN

16 山崎 洋輔 ヤマザキ ヨウスケ ラチエンAC YOSUKE

17 北川 悟 キタガワ サトル SATORU

18 中島 圭一 ナカシマ ケイイチ Ｋ

19 水越 元洋 ミズコシ モトヒロ Wisdom.RC GEN

20 佐藤 圭 サトウ ケイ 上州アスリートクラブ JOUSHUU

21 打野 里奈 ウチノ リナ UCHINO

22 瀧波 美緒 タキナミ ミオ MIO

23 佐々木 厚太 ササキ コウタ Cossack

24 樋口 雄大 ヒグチ ユウタ HIGUCHI

25 宮野 友里 ミヤノ ユリ GRlab関東 YURI

26 友広 勝哉 トモヒロ カツヤ TomoKatsu

27 高嶋 大貴 タカシマ ダイキ 小金井公園走友会 DAIKI

28 磯崎 蓮凌 イソザキ レンヤ SWAC横浜 Renya

29 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ KISHIDA

30 宮本 直樹 ミヤモト ナオキ NAOKI

31 岩元 章二 イワモト ショウジ NEC府中 GANTA

32

33

- PM 澁谷宥介

- PM 森田雄貴

- 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）

3000m　男女3組 スタート時刻 14:32

ペースメーカー：①8分30秒、②8分45秒、③9分00秒、④9分15秒、⑤9分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 木村 大地 キムラ ダイチ 宮城陸協 KIM

2 朝倉 和眞 アサクラ カズマサ 宮城陸協 ASAKURA

3 指宿 佑将 イブスキ ユウスケ 秦野市役所 HDN

4 平野 慶介 ヒラノ ケイスケ ケイファラー keifarah

5 清谷 公紀 セダニ コオキ 横浜市陸上競技協会 K.Sedani

6 勝又 洋人 カツマタ ヒロト HIROTO

7 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ 濃厚とんこつ極 GYOBA

8 宮田 一馬 ミヤタ カズマ 東京大学 KAZUMA

9 髙橋 駿太 タカハシ シュンタ SHUN

10 河野 陽一 コウノ ヨウイチ JP日本郵政グループ東京 YOICHI

11 平野 賢 ヒラノ ケン WindRun KEN

12 坂上 佳也 サカガミ ヨシヤ RFA YOSHI

13 井上 昂明 イノウエ コウメイ 中山到税理士事務所 KOMEI

14 亀井 健太 カメイ ケンタ 厚木市役所 KENTA

15 名取 恭平 ナトリ キョウヘイ natori

16 柳沢 薫 ヤナギサワ カオル 東京陸協 YANAGI

17 宮口 奨平 ミヤグチ ショウヘイ 東京陸協 MIYAGUCHI

18 村田 義広 ムラタ ヨシヒロ Murayoshi

19 上田 星矢 ウエダ セイヤ seiya

20 麻田 悠馬 アサダ ユウマ 武聖高速鉄道 HATARAKITAKUNAI

21 中道 涼太 ナカミチ リョウタ RYOTA

22 津田 修也 ツダ シュウヤ 藤井に負けないぞ！ FujiiNiMakenaizo??

23 藤井 将大 フジイ マサヒロ TeenTeenAgers TsudaNiMakenaizo

24 南雲 信之介 ナンクモ シンノスケ TeenTeenAgers shinnosuke

25 西川 晋作 ニシカワ シンサク 藤井に負けないぞ！ FujiiNiMakenaizo!!

26 石崎 智己 イシザキ トモキ リスタート ZAKI

27 矢部 達也 ヤベ タツヤ yabe

28 網谷 直紀 アミタニ ナオキ 藤井に負けないぞ！ fujimake

29 松村 幸栄 マツムラ ユキエ 埼玉陸協 YUKIE

30 小川 真誉 オガワ マヨ 東京陸協 Mayo

31

32

33

- PM 高橋風成 PM 岡本拓也

- PM 澁谷宥介

- PM 森田雄貴

- 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）

5000m　男女1組 スタート時刻 14:46

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 市川 博明 イチカワ ヒロアキ ICHIKAWA

2 山崎 牧 ヤマザキ マキ ラチエンAC MAKI

3 高木 利枝 タカギ リエ RIE

4 白鳥 明彦 シラトリ アキヒコ SWAN

5 大和田 健仁 オオワダ ケンジ ＴＲＣ OHWADA

6 黒部 健 クロベ ケン 横浜市陸協 KEN

7 杉森 智 スギモリ サトシ TeamMxK SUGIMORI

8 清水 孝行 シミズ タカユキ 麦わらの一味 SHIMIZU

9 小島 正彦 コジマ マサヒコ KOJIMA

10 石川 涼子 イシカワ リヨウコ RYOKO

11 菊地 裕太 キクチ ユウタ Yuta

12 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル Team RxL Yamazaki

13 稲田 高明 イナダ タカアキ 若葉台地区体育振興会 TAKAAKI

14 白壁 奏子 シラカベ カナコ KANA

15 細谷 みゆき ホソヤ ミユキ 松戸21RC MIYUKI

16 伊藤 知行 イトウ トモユキ Baron

17 大島 聡 オオシマ サトシ 頂プロジェクト OSHIMA

18 近藤 紫乃 コンドウ シノ 頂プロジェクト SHINO

19 石井 正樹 イシイ マサキ ishii

20 田中 久善 タナカ ヒサヨシ Team M×K HISA

21 篠原 かおり シノハラ カオリ KAORI

22 辻 昭弘 ツジ アキヒロ AKI

23 右田 敦之 ミギタ アツシ 右田病院駅伝部 RUNNING OYAJI

24 塚田 由紀子 ツカダ ユキコ 南蛮連合 YUKIKO

25 阿邊 宏子 アベ ヒロコ 三友システムアプレイザル ABE

26 田中 まり子 タナカ マリコ 頂プロジェクト MARIKO

27 三舩 絵菜 ミフネ エナ ENA

28 江藤 智幸 エトウ チユキ PAMOJA CHIYU

29 黒田 健介 クロダ ケンスケ KURODA

30 新保 仁郎 シンボ ニロウ 頂プロジェクト NIRO

31 山名 弘子 ヤマナ ヒロコ 頂プロジェクト HIROKO

32 宮城 寛也 ミヤギ ヒロヤ 二子玉川走友会 MIYAGI

33 櫻井 大路 サクライ ヒロミチ Sakurai

34 横瀬 公一 ヨコセ コウイチ rdc tokyo YSE

35 関根 正之 セキネ マサユキ MASAYUKI

36 井上 千春 イノウエ チハル CHIHARU

37 松本 美里 マツモト ミサト TeamMxK MISATO

38 外尾 修子 ホカオ シュウコ 多摩川クラブ HOKAO

39

40

- PM 長江隆行

- PM 中山晃一

- PM 塩谷信二

- PM 森田雄貴

- 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）

5000m　男女2組 スタート時刻 15:14

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 平岡 謙亮 ヒラオカ ケンスケ KEN

2 井上 宜久 イノウエ ノリヒサ TeamM×K NORI

3 半谷 謙寿 ハンガイ ケンジュ ハリアーズ HGR

4 石井 明夫 イシイ アキオ ISHII

5

6 近藤 万雅 コンドウ カズマサ kondo

7 相馬 謙吾 ソウマ ケンゴ SOUMA

8 登坂 孝範 トサカ タカノリ 多摩湖RC トサカ

9 小野寺 利絵 オノデラ リエ 南蛮連合 RIE

10 藤沢 玲央 フジサワ レオ FUJI

11 熊木 敏 クマキ サトシ 熊木　敏 KING

12 伊東 宏晃 イトウ ヒロアキ 酒ランズ HIRO

13 早川 和孝 ハヤカワ カズタカ KAZU

14 樽川 智也 タルカワ トモヤ TOMOYA

15 小金丸 浩史 コガネマル ヒロシ GANE_MARU

16 馬詰 義明 ウマヅメ ヨシアキ TeamMxK UMAZUME

17 横川 美沙 ヨコカワ ミサ TeamMxK MISA

18 篠原 真由美 シノハラ マユミ YUMA

19

20 高野 聡之 タカノ トシユキ 富士吉田 TAKANO

21 田島 高志 タジマ タカシ TAJIMA

22 山田 高広 ヤマダ タカヒロ YAMATAKA

23 中島 勅人 ナカジマ ノリト 茨城陸協 NORI

24 早坂 孝治 ハヤサカ タカハル アトミクラブ HAYASAKA

25 木山 宏 キヤマ ヒロシ KIYAMA

26 小暮 慎太郎 コグレ シンタロウ Kogure

27 倉林 健太 クラバヤシ ケンタ KENTA

28 原田 芳一 ハラダ ヨシカズ 雨漏り110 Harada

29 杉山 健太 スギヤマ ケンタ SUGIYAMA

30 林 みづほ ハヤシ ミヅホ MIZUHO

31 塚田 亮一 ツカダ リョウイチ RYO

32 柳 祐介 ヤナギ ユウスケ Yusuke

33 元見 彰秀 モトミ アキヒデ なし MOTOMIN

34 橋本 伸一郎 ハシモト シンイチロウ 頂プロジェクト HASHIMOTO

35 五十嵐 崇 イガラシ タカシ 頂プロジェクト IGARASHI

36 西河 輝 ニシカワ アキラ NISHIKAWA

37 高野 聡之 タカノ トシユキ 富士吉田陸協 TAKANO

38 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 中家軍 NAKAYA

39 谷口 智哉 タニグチ トシヤ TANIGUCHI

40

41

42

43

44

45

- PM 長江隆行

- 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 15:38

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 斎間 秀雄 サイマ ヒデオ RDC 31M

2 鈴木 俊祐 スズキ シュンスケ SHUN

3 石川 修一 イシカワ シュウイチ SHU

4 指山 浩志 サシヤマ ヒロシ SASHIYAMA

5 勘舎 方敬 カンジャ マサヨシ Team MxK KANJA

6 遠藤 庄吾 エンドウ ショウゴ Shogo

7 狩谷 茂一 カリヤ シゲカズ 酒RUN OSIGE

8 廣瀬 健太郎 廣瀬 健太郎 Hiro Ken

9 鈴木 剛 スズキ ツヨシ PON

10 阿久澤 隆 アクザワ タカシ ELDORESO AQ

11 酒井 辰哉 サカイ タツヤ 荏田高OB TATSUYA

12 吉野 弘 ヨシノ ヒロシ 松戸市民ランナーズ hiro

13 染谷 詔和 ソメヤ アキカズ AKIKAZU

14 小宮山 孝明 コミヤマ タカアキ KOMI

15 藤田 知広 フジタ トモヒロ かなへい TOMO

16 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウ モンベル ＹＵＩＣＨＩＲＯ

17 安田 裕輔 ヤスダ ユウスケ Ts YUH

18 荒井 寛太 アライ カンタ 横浜市陸協 ARAI

19 吉留 隆行 ヨシドメ タカユキ YOSHIDOME

20 木村 正顯 キムラ マサアキ masaaki

21 小野 千愛 オノ チエ CHIE

22 中野 駿 ナカノ タカシ TAKASHI

23 重松 健由 シゲマツ ケンユウ うたクラブ UTA

24 今井 海 イマイ ヒロシ H.I

25 大槻 知史 オオツキ サトシ Satoshi_O

26 北浜 秀則 キタハマ ヒデノリ HIDE

27 橘 彩 タチバナ アヤ ユメリク女学園 AYA

28 澤田 悠 サワダ ユウ おろち Sawady

29 長谷 紘明 ハセ ヒロアキ おろち hh

30 細田 義之 ホソダ ヨシユキ nana

31 岩田 惠五 イワタ ケイゴ IWATA

32 佐久間 清孝 サクマ キヨタカ sakuma

33 山崎 直人 ヤマザキ ナオト ZAKI

34 今井 規雄 イマイ ノリオ NORIO

35 下津 公敬 シモツ ヒロタカ トップギア HIRO

36 伊藤 一規 イトウ カズキ ITOUZ

37 神田 尚彦 カンダ タカヒコ KANKAN

38 井合 公義 イアイ キミヨシ Kimi

39 改発 次郎 カイホツ ジロウ JIRO

40 名知 哲也 ナチ テツヤ TN

41 野中 慶昭 ノナカ ヨシテル NY

42 岡本 真幸 オカモト マサキ ヘルシーランクラブ MASAKI

43 梅田 卓資 ウメダ タクジ TeamM×K Takuji

44 稲垣 光剛 イナガキ ミツタカ なし INAGAKI

45 鈴木 遼 スズキ リョウ RYO

- PM 黒川遼

- PM 安藤貴信

- PM 緑川優

- PM 長江隆行



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 16:00

ペースメーカー：①18分00秒、②18分15秒、③18分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1

2 石井 正吾 イシイ ショウゴ ISHII

3 岩崎 太郎 イワサキ タロウ 無所属友の会 sakusaku

4

5 広瀬 弘宣 ヒロセ ヒロノブ hirose

6 前田 健輔 マエダ ケンスケ 平井ランニングクラブ M.K.H

7 石田 賢 イシダ サトシ DreamAC ISHIDA

8 笹本 浩司 ササモト コウジ SASA

9 小松 満男 コマツ ミツオ 川崎市陸協 KOMATSU

10 富岡 聡文 トミオカ サトフミ Tommy

11 奥田 一平 オクダ イッペイ アトミクラブ okuda

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

13 矢島 秀悟 ヤジマ ヒデノリ 埼玉陸上競技協会 YAJIMA

14 宅島 豊人 タクシマ トヨヒト 東京陸協 TOYO

15 小西 隆弘 コニシ タカヒロ サム陸 Koni

16 平松 正也 ヒラマツ マサヤ Masa

17 山部 英行 ヤマベ エイコウ EY

18 村上 勇太 ムラカミ ユウタ よしざわ整形外科 Yuta

19 皆川 麻美 ミナカワ アサミ 東京陸連 Acha

20 山田 貴之 ヤマダ タカユキ 多摩川クラブ TAKA

21 濱崎 由莉 ハマサキ ユリ GRlab関東 YURI

22 近藤 瞳 コンドウ ヒトミ エポーリュRC HITOMI

23 箱田 秀治 ハコダ ヒデハル 頂プロジェクト HAKODA

24 小柳 浩二 コヤナギ コウジ 三菱重工ＲＣ ＮＡＧＩ

25 大塚 稔 オオツカ ミノル OTSUKA

26 Ieno Eiji イエノ エイジ Eijidu19

27 佐藤 智明 サトウ トモアキ SATO

28 三橋 正一 ミツハシ マサカズ JR東日本東京 MICHAN

29 Potiron Yoann ポチロン ヨアン NAMBAN　RENGO BOKU

30 粕川 洋司 カスカワ ヨウジ 多摩川クラブ YOJI

31 Chanron Vincent シャンロン ヴィンセント Namban Rengo Vincent

32 岡本 直樹 オカモト ナオキ NAOKI

33 林 俊宏 ハヤシ トシヒロ TOSHI

34 深澤 健一 フカサワ ケンイチ おろち KEN

35 中島 立人 ナカジマ リツト TDMR RITSUTO

36 城田 泰久 シロタ ヤスヒサ 小金井おじ練 SHIROTA

37

38 吉田 裕二 ヨシダ ユウジ yuzi

39 保岡 昌彦 ヤスオカ マサヒコ yasuoka

40

41 小高 潤 オダカ ジュン TeamMxK JUN

42 隅田 和寛 スミダ カズヒロ Sumida

43 山本 慎一郎 ヤマモト シンイチロウ 調布市陸協 Yamashin

44

45

- PM 黒川遼

- PM 安藤貴信

- PM 緑川優



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 16:22

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 宰務 正 サイム タダシ Saimu

2 西崎 昌宏 ニシザキ マサヒロ 小金井おじ練 NISSHY

3 熊谷 卓哉 クマガイ タクヤ KOIKE SPORTS RUNNING PROJECT KUMAGAI

4 橋本 隆正 ハシモト タカマサ つじかぜＡＣ Ryusei

5 神長 忠信 カミナガ タダノブ NOBU

6 稲垣 督久 イナガキ トクヒサ TOKYO BAY RC Tokuhisa

7 戸村 健 トムラ ケン TOMURA

8 太田 聖 オオタ セイ SEI

9 高橋 航平 タカハシ コウヘイ KOHEI

10 田口 祐治 タグチ ユウジ 三菱商事陸上同好会 GUCCI

11 片山 真人 カタヤマ マサト ピッツキュ?ブRC KATAYAN

12 奈良 仁克 ナラ マサヨシ AYATO 8 jinkatsu

13 磯部 優介 イソベ ユウスケ ISOBEeee

14 木村 康之 キムラ ヤスユキ TeamMxK KIMURA

15 上田 龍之介 ウエダ リユウノスケ UEPOYO

16 池永 敦 イケナガ アツシ JBMA AGANEKI

17 高木 重人 タカギ シゲト GRA TKG

18 鳥越 健吾 トリゴエ ケンゴ 南蛮連合 KENGO

19 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト tori

20 片岡 昭 カタオカ アキラ AKIRA

21 上野 剛嗣 ウエノ タケシ takeshi

22 佐伯 智 サエキ サトシ SAEKI

23 森 勇次 モリ ユウジ MORI

24 小野田 寛 オノダ ヒロシ ONODA

25 白井 正和 シライ マサカズ 無所属 KAZ

26 小畑 光城 オバタ ミツシロ 三菱自動車岡崎 OBATA

27 松田 文貴 マツダ フミタカ ＴＴ.ＡC BＵＮ

28 好士 理恵子 コウシ リエコ えもと塾 Rieko

29 佐賀 国弘 サガ クニヒロ 橋本走友会 SAGA

30 田中 礼美 タナカ ヨシミ YOSHIMI

31 村山 智彦 ムラヤマ トモヒコ MURAPPPPP！！

32 玉田 真之介 タマダ シンノスケ TAMA

33 松井 諒史 マツイ リョウジ たろー

34 大川 高輝 オオカワ コウキ 東京陸協 KOKI

35 吉田 迅文 ヨシダ トシフミ TOSHI

36 Matthew Granger マシュー グレンジャー 南蛮連合 Matt

37 入江 卓也 イリエ タクヤ ランデザイン Takuya

38 井上 洋市朗 イノウエ ヨウイチロウ 多摩川サブスリー YOICHIRO

39 風見 節子 カザミ セツコ えもと塾 hachimo

40 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

41 島田 裕二 シマダ ユウジ SHIMA

42 西村 沙織里 ニシムラ サオリ ハノハノ陸上部 ＳＡＯＲＩ

43

44

45

- PM 黒川遼

- PM 安藤貴信

- 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 16:44

ペースメーカー：①16分50秒、②17分10秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 黒澤 遥介 クロサワ ヨウスケ Yohsuke

2 桑野 博輔 クワノ ヒロスケ Breakthrough HIRO

3 三牧 駿太 ミマキ シュンタ 湘南ランタジスタ Mimaki

4 高見 瑞樹 タカミ ミズキ 足柄男塾 MIZU

5 冨永 尚宏 トミナガ タカヒロ 小金井おじ練 TOMINAGA

6 井上 慎一郎 イノウエ シンイチロウ SHIN

7 島崎 昌敏 シマザキ マサトシ 島.RC千歳 Masatoshi Shimazaki

8 田中 颯汰 タナカ ソウタ 非リア同好会 SOUTA

9 川井 勉 カワイ ツトム TeamM×K kawai

10 中山 良太 ナカヤマ リョウタ RURURU

11 菊地 雅矢 キクチ マサヤ チーム変態さだやん KIKU

12 小久保 翼 コクボ ツバサ KOKUBOY

13 乗松 祐里 ノリマツ ユリ MMナイトラン NORIMATSU

14 坂口 裕紀 サカグチ ヒロキ ハノハノ HIROKI

15 山口 亮太郎 ヤマグチ リョウタロウ RYOTARO

16 渡辺 伸吾 ワタナベ シンゴ SHIN

17 平松 弘道 ヒラマツ コウドウ SUNNY FISH KODO

18 安藝 雄司 アキ ユウジ AKI

19 伊藤 健一 イトウ ケンイチ ITOSI

20 木田 史彦 キダ フミヒコ Greenman UC

21 井上 靖数 イカミ ヤスカズ Ｔ・ＴーＡＣ IKAMI

22 坂本 唯真 サカモト ユイマ YUI

23 林 正浩 ハヤシ マサヒロ MASA

24 斉藤 斉 サイトウ ヒトシ 酒RUN RUNBO

25 田中 紀行 タナカ ノリユキ Nori

26 吉田 尚平 ヨシダ ショウヘイ JINGER YOSSY

27 浦野 優太郎 ウラノ ユウタロウ URN

28 Obser Emmanuel オプセール エマニュエル 南蛮連合 MANU

29 佐藤 魁 サトウ カイ 東京大学 KAI

30 渡辺 毅 ワタナベ タケシ ラン塾 ＴＡＫＥ

31 石田 常竹 イシダ ツネタケ tsuna

32 瀧澤 圭一郎 タキザワ ケイイチロウ TAKIO

33 遠藤 悠一 エンドウ ユウイチ endo

34 喜多村 ワタル キタムラ ワタル wataru

35 黒瀬 輝章 クロセ テルアキ KURO

36 島崎 俊浩 シマザキ トシヒロ みのり整骨院 TOSHI

37 今野 洋志 コンノ ヒロシ くまごろう Kumataro

38 近内 京太 コンナイ キョウタ WindRun Kon

39 田邊 峻佑 タナベ シュンスケ TANABE

40 荻原 慶也 オギハラ ケイヤ Ｋ

41 前原 雅樹 マエハラ マサキ チーム前原 MAITY

42 橋本 健太郎 ハシモト ケンタロウ TeamMxK HASHIKEN

43 酒井 優一 サカイ ユウイチ YUICHI

44

45

- PM 河野孝志

- 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7組 スタート時刻 17:05

ペースメーカー：①16分20秒、②16分40秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 ＵＫ ＨＡＲＲＩＳＳＯＮ ユーケー ハリソン Harri

2 木幡 沢也 コハタ タクヤ TAKUYA

3 江頭 直人 エガシラ ナオト NAOTO

4 水落 徳哲 ミズオチ ノリアキ ＦＲＣ NORI

5 吉澤 剛司 ヨシザワ タケシ YOSHIZAWA

6 渡部 剛 ワタナベ ツヨシ さいたま市陸協 TSUYO

7 篠原 宗徳 シノハラ ムネノリ SHINOHARA

8 中川 恵太 ナカガワ ケイタ KEITA

9 野村 高弘 ノムラ タカヒロ 尼崎NR TAKAHIRO

10 English Phil イングリッシュ フィル 南蛮連合 英語ルフィ

11 馬場 裕斗 ババ ユウト Joker

12 久保田 祥伍 クボタ ショウゴ 東大SUBMINE KUBOSHO

13 杉本 孝公 スギモト タカマサ SUGIMOTO

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

15 小池 孝範 コイケ タカノリ 弁護士法人ＥＮＩＳＨＩ KOIKE

16 浅井 創太 アサイ ソウタ 陸上競技多摩川クラブ SOTA

17 マカリスター グラム マカリスター グラム 南蛮連合 Graham

18 岩田 貴一 イワタ キイチ 川崎市陸協 kiichi

19 渡邉 将太 ワタナベ ショウタ kamilys

20 鈴木 洋平 スズキ ヨウヘイ ランボーイズランガールズ YOHEI

21 星 秀明 ホシ ヒデアキ Team TRION HIDE

22 住田 龍也 スミダ タツヤ RFＡ　JAPAN sumitch

23 福留 寛之 フクドメ トモユキ 椚田北RC TOMOYUKI

24 斉藤 優大 サイトウ ユウダイ yu-dai

25 島津 正孝 シマヅ マサタカ SHIMAO

26 高橋 純一 タカハシ ジュンイチ TAKAHASHI

27 野本 大貴 ノモト ダイキ 酒RUN KATSUO

28 勝股 翼 カツマタ ツバサ TSUBASA

29 毎田 篤彦 マイダ アツヒコ atsuzo

30 西村 尚 ニシムラ ショウ 東京大学 SHO

31 長谷川 翔 ハセガワ ショウ HASESHO

32 小室 淳史 コムロ アツシ KOM

33 櫻田 将 サクラダ マサル MAJ

34 佐野 繁 サノ シゲル SANO

35 武富 康平 タケドミ コウヘイ ブリヂストン KOHEI

36 星 大樹 ホシ ダイキ HOSHI

37 中野 裕介 ナカノ ユウスケ YUSUKE

38 坂詰 北斗 サカヅメ ホクト HOKUTO

39 鳥居 恒太 トリイ コウタ 南蛮連合 KOTA

40 井上 裕介 イノウエ ユウスケ YUSUKE

41 赤澤 省吾 アカザワ ショウゴ IGARI RUNNING TEAM SAIMON

42

43

44

45

- PM 井下裕貴

- PM 門出康孝



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 17:25

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 岡北 慎司 オカキタ シンジ SHINJI

2 落合 健太 オチアイ タケヒロ 板橋区陸協 OCHIAI

3 中里 和彦 ナカザト カズヒコ NAKAZATO

4 浜崎 遥介 ハマサキ ヨウスケ Hamasaki

5 小川 佳祐 オガワ ケイスケ OGAWA

6 中山 貴史 ナカヤマ タカシ 花巻AC NAKAYAMA

7 井上 崇 イノウエ タカシ INOUE

8 長野 和生 ナガノ カズキ aminosaurus Kazuki.N

9 栗原 篤人 クリハラ アツヒト TKランニング倶楽部 KURIBOY

10 吉田 宜永 ヨシダ ノリナガ 岩手陸協 NORI

11 千田 聖太郎 センダ セイタロウ seitaro

12 野口 剛 ノグチ ゴウ TRYING GO

13 萩原 久也 ハギワラ ヒサヤ Hisaya

14 長尾 暁人 ナガオ アキト GAO

15 一楽 信尚 イチラク ノブヒサ アラスカAC NOBUHISA

16 松井 啓 マツイ ケイ matsui

17 大村 展弘 オオムラ ノブヒロ OOMURA

18 大野 瑛 オオノ アキラ 代官山綜合法律事務所 AKIRA

19 新田 魁洲 ニッタ カイシュウ NITTA

20 山中 孝一郎 ヤマナカ コウイチロウ kocchilov

21 山田 貴幸 ヤマダ タカユキ 湘南ランタジスタ Taka

22 渡辺 絢也 ワタナベ ジュンヤ ありません JUNYA

23 千田 俊輔 センダ シュンスケ 走快鍼灸治療院 SEN

24 岡崎 裕二郎 オカザキ ユウジロウ YU

25 早川 元 ハヤカワ ゲン 湘南ランタジスタ GEN

26 枝吉 太郎 エダヨシ タロウ 東京ドMランナーズ run_tarooo

27 祢津 慎也 ネツ シンヤ SHINYA

28 後沢 大成 ゴザワ タイセエ 頂プロジェクト GOZAWA

29 髙橋 駿太 タカハシ シュンタ SHUN

30 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ MASAHIRO

31 大久保 伸一 オオクボ シンイチ Shin

32 風間 健範 カザマ タケノリ KAZAMA

33 射場本 綾 イバモト リョウ IBA

34 森 雅俊 モリ マサトシ 多摩川クラブ MM

35 小檜山 江未留 コビヤマ エミル ちりとてちん EMIRATES

36 安室 政司 ヤスムロ マサシ MURO

37 大石 賢 オオイシ ケン 内田治療院陸上部 OISHI

38 瀧野 幹拡 タキノ ミキヒロ DAC筑駒高 TAKINO

39 阿部 靖 アベ ヤスシ ABE

40 有田 健介 アリタ ケンスケ ARIKEN

41 古賀 稔基 コガ トシキ KOGA

42 北崎 翔馬 キタザキ ショウマ SHOMA

43 鳥居 邦彦 トリイ クニヒコ なごみ堂整骨院 Trippin

44 吉永 隼人 ヨシナガ ハヤト HAYATO

45 村戸 雄輝 ムラト ユウキ ハートブレイク YUKI

- PM 齋藤拓也

- PM 鎌田紘宜

- PM 河野孝志



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

5000m　男女9組 スタート時刻 17:45

ペースメーカー：①14分35秒、②14分55秒、③15分15秒、④15分30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 大川 隼平 オオカワ シュンペイ ELDORESO CHUMPEI

3 佐藤 晃章 サトウ テルアキ TERUAKI

4 樽木 将吾 タルキ ショウゴ 小田原市役所 TARU

5 谷 星輝 タニ ホシキ 最悪の世代 HOSHIKI

6 鈴木 修平 スズキ シュウヘイ 最悪の世代 SHUHEI

7 市田 拓海 イチダ タクミ 最悪の世代 TAKUMI

8 町澤 大雅 マチザワ タイガ 最悪の世代 TAIGA

9 山口 純平 ヤマグチ ジュンペジュンペイ ELDORESO JP

10 富張 裕紀 トミハリ ユウキ 矢口ランニングクラブ TOMIHARI

11 濱崎 成平 ハマサキ ナルヘイ 埼玉陸協 Naru

12 山岸 穂高 ヤマギシ ホタカ 東日本電信電話 HOTAKA

13 平塚 潤 ヒラツカ ジュン TEAM  R×L JUN

14 大和久 貴裕 オオワク タカヒロ JR東日本千葉 WAKU

15 岩崎 翔 イワサキ ショウ 通りすがりの旅人 おとりーぬ

16 武藤 有亮 ムトウ ユウスケ 山梨陸協 MUTO

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

18 阿部 哲也 アベ テツヤ ABE

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

20 蒲生 晟也 ガモウ セイヤ 千葉陸協 SEIYA

21 菊地 悠人 キクチ ユウト 東京陸協 TAN-SOCK

22 前川 元気 マエカワ ゲンキ GENKI

23 田中 健祐 タナカ ケンスケ KENSUKE

24 菅 慎治 カン シンジ 川口市陸協 KAN

25 飯田 康平 イイダ コウヘイ IIDA

26 松本 翔 マツモト ショウ TeamMxK TeamMxK

27 嶋崎 功一 シマザキ コウイチ KOICHI

28 緑川 優 ミドリカワ ユウ TeamMxK TeamMxK

29 飯田 勇希 イイダ ユウキ KP YUKI

30 鋤崎 隆也 スキザキ タカヤ さわかみホールディングス Takaya

31 原 昇平 ハラ ショウヘイ SHOHEI

32 深堀 直樹 フカホリ ナオキ Nao

33 深堀 貴寛 フカホリ タカヒロ TAKAPPYY

34

35

36

37

38

39

40

- PM 井下裕貴

- PM 門出康孝

- PM 河野孝志

- PM 鎌田紘宜


