
＜日時＞ 2022年4月17日（日）13時00分～15時50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組 13:00 12:15 12:40 12:55 10名

1500m 男女 1組 13:08 12:15 12:48 13:03 18名

1500m 男女 2組 13:18 12:15 12:58 13:13 14名

1500m 男女 3組 13:27 12:15 13:07 13:22 17名

1500m 男女 4組 13:36 12:21 13:16 13:31 15名

3000m 男女 1組 13:45 12:30 13:25 13:40 24名

3000m 男女 2組 14:03 12:48 13:43 13:58 26名

5000m 男女 1組 14:18 13:03 13:58 14:13 39名

5000m 男女 2組 14:45 13:30 14:25 14:40 43名

5000m 男女 3組 15:10 13:55 14:50 15:05 36名

5000m 男女 4組 15:32 14:17 15:12 15:27 36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＞

　各選手の記録証は競技終了後速やかに配布予定です。

　競技結果は追って大会HPへ掲載いたします。

　（ＵＲＬ） http://team-mk.net/mkdc/

種目

第52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 13:00

1組目

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 AOI

2 Rinto

3 M.K.H

4 HONOKA

5 ARATA

6 KARIN

7 MOCHICO

8 YUMA

9 IROHA

10 HARUHI



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 13:08

ペースメーカー：①5分20秒、②5分30秒、③5分45秒、④6分00秒、⑤6分15秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 田中 佑磨 タナカ ユウマ YT

2 諏訪 有貴子 スワ ユキコ bin

3 木村 優基 キムラ ユウキ 矢口ランニングクラブ YUKI

4 一志 浩平 イッシ コウヘイ ISSHI

5 一志 雄大 イッシ ユウダイ YUDAI

6 渡村 恵子 トムラ ケイコ TOM

7 鈴木 翔真 スズキ　 ショウマ syouma

8 山﨑 詩大 ヤマザキ ウタ 矢口ランニングクラブ UTA

9 足立 涼美 アダチ スズミ SUZUMI

10 小野寺 このみ オノデラ コノミ Konomi

11 安西 義則 アンザイ ヨシノリ オーバーエイジランナー anpu

12 森本 哲朗 モリモト テツロウ MORIMOTO

13 土屋 奈緒 ツチヤ ナオ NAO

14 小林 威司 コバヤシ タケシ BaSRC TAKESHI

15 前田 健輔 マエダ ケンスケ 平井ランニングクラブ M.K.H

16 本田 牧子 ホンダ マキコ kuma

17 小永井 大介 コナガイ ダイスケ Moco

18 佐藤 和成 サトウ カズナリ KAZUNARI

19

20

① PM 三津家貴也

② PM 高橋風成

③ PM 佐久間祥

④ PM 井下裕貴

⑤ PM 阿部飛雄馬



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 13:18

ペースメーカー：①4分50秒、②5分00秒、③5分10秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 森 拓郎 モリ タクロウ takuro

2 片桐 暁文 カタギリ アキフミ Katagiri

3 島崎 俊浩 シマザキ トシヒロ みのり整骨院 TOSHI

4 小野 昭弘 オノ アキヒロ 神奈川マスターズ AKIHIRO

5 梅田 快哉 ウメダ カイヤ BEAT AC KAIYA

6 清水 徹 シミズ トオル SHIMIZU

7 山本 健太郎 ヤマモト ケンタロウ KENTARO

8 山田 泰三 ヤマダ タイゾウ 青梅陸協 TAIZO

9 市川 雅晴 イチカワ マサハル Maccho

10 梅田 天太 ウメダ テンタ TENTA

11 瀬間 竜太郎 セマ リュウタロウ Ryutaro.S

12 佐藤 輝明 サトウ テルアキ TERU

13 佐藤 理子 サトウ リコ RIKO

14 新城 かおり シンジョウ カオリ DreamAC Raiden

15

16

17

18

19

20

① PM 三津家貴也

② PM 高橋風成

③ PM 阿部飛雄馬



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 13:27

ペースメーカー：①4分20秒、②4分30秒、③4分40秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 岡田 卓磨 オカダ タクマ takuma

2 伴 卓磨 バン タクマ チームケロ KERO

3 小畑 光城 オバタ ミツシロ mmc岡崎TT OBATA

4 瀬沼 一成 セヌマ カズナリ kazu

5 本長谷 好富 モトハセ ヨシトミ 東京陸協 YOSHI

6 小岩井 龍河 コイワイ リョウガ 中山中学校 KOIWAI

7 奥寺 俊介 オクデラ シュンスケ Shunsuke

8 横尾 篤 ヨコオ アツシ ATSUSHI

9 内藤 研太郎 ナイトウ ケンタロウ naiken

10 葛西 亮太 カサイ リョウタ 國學院大學陸上競技同好会 HYONSU

11 浅川 恵司 アサカワ ケイジ 國學院大学陸上同好会 keiji

12 川井 勉 カワイ ツトム TeamM×K TK

13 窪田 俊郎 クボタ トシロウ ピッツキューブRC KUBOTA

14 河野 光一 コウノ コウイチ 甲府陸協 KOUICHI

15 熊谷 翼 クマガイ ツバサ ばっさー

16 松下 孝洋 マツシタ タカヒロ TAKAHIRO

17 佐藤 健輔 サトウ ケンスケ KENKEN

18

19

20

① PM 阿部飛雄馬

② PM 佐久間祥

③ 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4組 スタート時刻 13:36

ペースメーカー：①4分05秒、②4分10秒、③4分15秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 辻川 諒 ツジカワ リョウ TeamMxK RYO

2 田邊 秀斗 タナベ シュウト 東京陸協 shuto

3 石渕 弘記 イシブチ ヒロキ 平成国際大学 HIROKI

4 山下 和真 ヤマシタ カズマ 神明水産 YAMASHI

5 蒲生 晟也 ガモウ セイヤ seiya

6 向井 孝明 ムカイ タカアキ モンテローザ MUKAI

7 田端 悠 タバタ ユウ 拓大一高 TABATA YU

8 古木 洋輔 フルキ ヨウスケ Yosuke

9 石井 琉聖 イシイ リュウセイ REO

10 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 裸足のけんてぃー

11 中谷 龍之介 ナカタニ リュウノスケ NR

12 広井 海人 ヒロイ カイト 明大同 hirokai

13 坂内 亮輔 バンナイ リョウスケ BAN

14 荒幡 哲治 アラハタ テツハル TETSU

15 笠原 友生 カサハラ トモキ Kasa

16

17

18

19

20

① PM 三津家貴也

② PM 高橋風成

③ PM 井下裕貴



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 13:45

ペースメーカー：①10分00秒、②10分15秒、③10分30秒、④11分00秒、⑤11分30秒、⑥12分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 雨宮 氷奈 アメミヤ ヒナ 東京メトロ女子駅伝部 HINA

2 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト Tori

3 幸本 裕司 コウモト ユウジ 越谷ランナーズ YK

4 田中 颯汰 タナカ ソウタ 非リア同好会 souta

5 磯口 貴史 イソグチ タカフミ ISOGUCHI

6 半田 健二 ハンダ ケンジ GOTE

7 小林 香菜 コバヤシ カナ Kana

8 安田 隼 ヤスダ シュン SHUN

9 菅原 伸明 スガワラ ノブアキ SUGAWARA

10 小林 荘一郎 コバヤシ ソウイチロウ 小金井おじさん練習会 SOU

11 竹田 健太郎 タケダ ケンタロウ chikuden

12 宮井 絢士朗 ミヤイ ケンシロウ EESFGYM

13 小俣 尚悟 オマタ ショウゴ sg

14 西村 隆 ニシムラ リュウ RUNWEB RYU

15 酒井 辰哉 サカイ タツヤ 江田高ＯＢ TATSUYA

16 福田 和史 フクダ カズシ KAZU

17 金山 拓郎 カナヤマ タクロウ くまクラブ TAKURO

18 辻 秀憲 ツジ ヒデノリ ニッポンランナーズ Hitsug

19 小林 威司 コバヤシ タケシ BaSRC TAKESHI

20 道口 愛 ミチグチ アイ ＭＩＣＨＩ

21 樽川 智也 タルカワ トモヤ TOMOYA

22 植村 育子 ウエムラ イクコ IKUKO

23 高嶋 大貴 タカシマ ダイキ DAIKI

24 打越 瑞重 ウチコシ ミヅエ MIZUE

25

26

27

28

29

30

① PM 阿部飛雄馬

② PM 井下裕貴

③ PM 佐久間祥

④ PM 高橋風成

⑤ PM 三津家貴也

⑥ PM 塩谷信二



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：①8分40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 小橋 新 コバシ アラタ 久慈市陸協 ARATA

2 村上 歩 ムラカミ アユム 湘南ランズ Rans

3 岡北 慎司 オカキタ シンジ SHINJI

4 片山 優史 カタヤマ ユウシ 環七レーシング YUSHI

5 石井 琉聖 イシイ リュウセイ REO

6 齋藤 俊平太 サイトウ シュンペイタ ぺーた

7 坂東 裕一郎 バンドウ ユウイチロウ Bando

8 遠山 翔太 トオヤマ シヨウタ syouta

9 青山 大志 アオヤマ タイシ 青山治療院 TAISHI

10 山本 謙太郎 ヤマモト ケンタロウ yamaken

11 岡崎 裕二郎 オカザキ ユウジロウ YU

12 葛西 悦星 カサイ エッセイ tokyobayrc Essay

13 花原 隆介 ハナハラ リュウスケ Hanahara

14 岡野 大樹 オカノ ダイキ OKANO

15 村上 智哉 ムラカミ トモヤ MURAKAMI

16 高木 颯大 タカキ ソウダイ 頑張ろう人生 HAKOMANI

17 小川 高明 オガワ タカアキ OGAWA

18 原田 貴正 ハラダ タカマサ TAKAMASA

19 真柄 碧 マカラ アオイ AOI

20 川島 純平 カワシマ ジユンペイ JUMPEI

21 新開 嶺 シンカイ レイ GRowingMAN関東 REI

22 川井 勉 カワイ ツトム TeamM×K TK

23 加藤 達大 カトウ タツヒロ KATOCHOGE

24 大駒 宗帥喜 オオコマ カズキ Ookoma

25 村田 義広 ムラタ ヨシヒロ murayoshi

26 酒井 優一 サカイ ユウイチ YUICHI

27

28

29

30

① PM 井下裕貴

② PM 阿部飛雄馬

③ PM 高橋風成

④ PM 三津家貴也

⑤ PM 佐久間祥



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 14:18

ペースメーカー：①19分00秒、②19分30秒、③20分00秒、④21分00秒、⑤22分00秒、⑥23分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 倉下 直樹 クラシタ ナオキ KURASHITA

2 西島 百香 ニシジマ モモカ GRlab関東 momoka

3 菊池 雄太 キクチ ユウタ KIKU

4 早川 忠孝 ハヤカワ タダタカ さいたま市陸協 Chu

5 武田 亮平 タケダ リョウヘイ まるお製作所RC 埼玉支部 TAKEDA

6 橋本 洸和 ハシモト ヒロカズ HASHI

7 安藤 太郎 アンドウ タロウ Taro

8 福田 和史 フクダ カズシ KAZU

9 大槻 知史 オオツキ サトシ S＆O

10 木村 光宏 キムラ ミツヒロ 越谷ランナーズ KIM

11 菅沼 広之 スガヌマ ヒロユキ 横浜市陸上競技協会 HIRO

12 大久保 勇紀 オオクボ ユウキ OY

13 小田 和奏 オダ カズソウ Kazu

14 本田 牧子 ホンダ マキコ kuma

15 野村 佳彦 ノムラ ヨシヒコ NOMURA

16 諏訪 有貴子 スワ ユキコ bin

17 石井 俊太 イシイ シュンタ SHUN

18 榊原 光樹 サカキハラ コウキ SAKAKIHARA

19 松本 健 マ ツモトタケシ松本健 たま走哉

20 右田 敦之 ミギタ アツシ 右田病院駅伝部 A.Migita

21 清水 孝行 シミズ タカユキ SHIMIZU

22 末永 めぐみ スエナガ メグミ Run Wave dora

23 石元 理恵子 イシモト リエコ ISHIMOTO

24 長谷川 新 ハセガワ シン HASEPYON

25 村上 敏雄 ムラカミ トシオ TOSHI

26 吉村 真友子 ヨシムラ マユコ MAYUKO

27 米山 直子 ヨネヤマ ナオコ NAO

28 宮川 あかり ミヤカワ アカリ AKARI

29 森本 哲朗 モリモト テツロウ MORIMOTO

30 今井 香子 イマイ キョウコ キョウチン

31 疋田 るり香 ヒキタ ルリカ hikiru

32 飼田 俊之 カイダ トシユキ TOSHI

33 原田 菜穂 ハラダ ナオ NAO

34 石川 彩香 イシカワ アヤカ YOOKO

35 岸本 幸大 キシモト コウダイ koudai

36 保岡 昌彦 ヤスオカ マサヒコ yasuoka

37 加藤 寛 カトウ ヒロシ Hiro Kato

38 中野 拓 ナカノ タク taku

39 上原 陽明 ウエハラ ヨシアキ YOSHIAKI

40

① PM 竹澤想大

② PM 鎌田紘宜

③ PM 土谷和貴

④ PM 須崎裕也

⑤ PM 河合謙一

⑥ 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2組 スタート時刻 14:45

ペースメーカー：①17分30秒、②17分50秒、③18分10秒、④18分30秒、⑤18分50秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 小泉 勇人 コイズミ ハヤト KOITF

2 木村 康之 キムラ ヤスユキ KIMURA

3 百瀬 大輝 モモセ マサキ SCR MASAKI

4 井上 将 イノウエ タスク メガロス tasukuman

5 大場 達也 オオバ タツヤ Tatsuya

6 山口 祐樹 ヤマグチ ユウキ YUKI

7 伊藤 一規 イトウ カズキ TDMR KAZUKI

8 小川 哲生 オガワ テツオ 芝高校 OGAWA

9 都丸 和宣 トマル カズノリ TOMARU

10 鈴木 祐太 スズキ ユウタ yuta

11 片山 真人 カタヤマ マサト KATAYAN

12 山岡 正也 ヤマオカ マサヤ 小金井おじ練 MASAYA

13 俵屋 義雄 タワラヤ ヨシオ YOSHIO

14 平松 正也 ヒラマツ マサヤ M.H

15 山口 幹哉 ヤマグチ ミキヤ MKY

16 百瀬 翔真 モモセ ショウマ SCR SHOMA

17 片桐 暁文 カタギリ アキフミ Katagiri

18 花田 康 ハナダ ヤスシ Hanada

19 児玉 恵一 コダマ ケイイチ 東京都庁 KODAMA

20 岩本 拓郎 イワモト タクロウ TAKURO

21 若林 祐太 ワカバヤシ ユウタ 山梨県立大学 HR361

22 高橋 勇輝 タカハシ ユウキ takapun

23 長谷川 裕 ハセガワ ユタカ NOBITA

24 松田 好弘 マツダ ヨシヒロ 蒼穹クラブ MATSUDA

25 川野部 和良 カワノベ カズヨシ KAZU

26 三原 祐大 ミハラ ユウタ Yuta Mihara

27 幸本 裕司 コウモト ユウジ 越谷ランナーズ YK

28 鶴田 智久 ツルタ トモヒサ TeamMxK TOMOHISA

29 梶田 進一郎 カジタ シンイチロウ FJRC KAJI

30 名知 哲也 ナチ テツヤ NACHI

31 鈴木 将夫 スズキ マサオ M

32 大江 俊博 オオエ トシヒロ nico

33 廣瀬 健太郎 ヒロセ ケンタロウ HIRO Ken

34 石崎 正規 イシザキ マサノリ ISHIZAKI

35 佐藤 智明 サトウ トモアキ SATO

36 関 侑華 セキ ユウカ YUKA

37 梅田 進也 ウメダ シンヤ UMEDA

38 菊地 雅矢 キクチ マサヤ KIKU

39 菅原 伸明 スガワラ ノブアキ SUGAWARA

40 小柳 正平 コヤナギ ショウヘイ Ricciardo

41 石田 友樹 イシダ トモキ TOMOKI

42 水越 友洋 ミズコシ トモヒロ TOMO

43 牧島 健次 マキシマ ケンジ MAKISHIMA

44

45

① PM 鎌田紘宜

② PM 齋藤拓也

③ PM 土谷和貴

④ PM 須崎裕也

⑤ 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3組 スタート時刻 15:10

ペースメーカー：①16分30秒、②16分45秒、③17分00秒、④17分15秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 木幡 沢也 コハタ タクヤ TAKUYA

2 杉本 孝公 スギモト タカマサ SUGIMOTO

3 坂詰 北斗 サカヅメ ホクト HOKUTO

4 藤田 啓史 フジタ ケイシ 青竹荘 KC

5 辻田 洸希 ツジタ ヒロキ Hiroki

6 石川 直 イシカワ タダシ 神奈川M ISHIKAWA

7 渡辺 絢也 ワタナベ ジュンヤ KGK JUNYA

8 大岡 稜 オオオカ リョウ RYO

9 森田 裕太郎 モリタ ユウタロウ Morita

10 村上 愛華 ムラカミ アイカ 東京メトロ女子駅伝部 AIKA

11 須藤 花菜 ストウ ハナ 東京メトロ女子駅伝部 HANA

12 宰務 正 サイム タダシ Saimu

13 高橋 航平 タカハシ コウヘイ KOHEI

14 岸本 新菜 キシモト ニイナ 稲毛インター NIINA

15 今井 純一 イマイ ジュンイチ IMAI

16 小畑 光城 オバタ ミツシロ トヨタ自動車東日本 OBATA

17 柘植 聡人 ツゲ サトシ チームＴ TSUGE

18 井上 靖数 イカミ ヤスカズ Ｔ・ＴーＡＣ IKAMI

19 中野 聡 ナカノ サトシ 神奈川サウルスジャパン NAKANO

20 木屋村 守 キヤムラ マモル 多摩川クラブ Kiyakiya

21 杉山 巧 スギヤマ サトシ SATOSHI

22 小長根 広貴 コナガネ ヒロキ HIROKI

23 江口 竣 エグチ シュン SHUN

24 小野田 寛 オノダ ヒロシ HIRO

25 喜多村 渉 キタムラ ワタル WATARU

26 鈴木 真実 スズキ マミ 東京メトロ女子駅伝部 MAMI

27 樋口 穂南 ヒグチ ホナミ 東京メトロ女子駅伝部 HONAMI

28 Hegarty Mike Hegarty Mike 南蛮連合 Mike

29 酒井 拓磨 サカイ タクマ み～たんず takkun

30 本長谷 好富 モトハセ ヨシトミ 東京陸協 YOSHI

31 黒瀬 輝章 クロセ　 テルアキ KURO

32 金子 奏一朗 カネコ ソウイチロウ KANEKO

33 井辻 祐太郎 イツジ ユウタロウ dreamgrants ゆーたろー

34 加藤 達大 カトウ タツヒロ KATOCHOGE

35 井上 真弥 イノウエ マサヤ masa

36 富岡 聡文 トミオカ サトフミ Tommy

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



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 15:32

ペースメーカー：①15分00秒、②15分20秒、③15分40秒、④16分00秒、⑤16分15秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 富張 裕紀 トミハリ ユウキ 矢口ランニングクラブ TOMI

2 榊原 利基 サカキバラ トシキ TOSHIKI

3 田代 照 タシロ テル TERU

4 増田 雄樹 マスダ ユウキ Masuda

5 行本 尚史 ユキモト ヒサシ YUKIMOTO

6 多田 健太郎 タダ ケンタロウ TDK

7 小檜山 江未留 コビヤマ エミル BNK23 EMIRATES

8 田中 健祐 タナカ ケンスケ TDMR KENSUKE

9 桑門 広 クワカド ヒロシ 世田谷区 KUWA

10 大澤 隼人 オオサワ ハヤト 秦野RC HAYATO

11 山崎 瑞希 ヤマザキ ミズキ 秦野RC Yamazaki

12 井下田 雄亮 イゲタ ユウスケ 館林クラブ Yusuke

13 小林 祐也 コバヤシ ユウヤ SUNNY FISH コバ

14 足立 良太 アダチ リヨウタ RYOTA

15 梅田 祐輝 ウメダ ユウキ TOKYO Hi-RIDGE RACING UME

16 風間 健範 カザマ タケノリ KAZAMA

17 根本 夏生 ネモト ナツオ Natsuo

18 難波 海 ナンバ カイ KAI

19 中川 恵太 ナカガワ ケイタ KEITA

20 蒲生 晟也 ガモウ セイヤ seiya

21 桑原 大樹 クワハラ ダイキ daikikuwa

22 中里 和彦 ナカザト カズヒコ NAKAZATO

23 山崎 孝寛 ヤマザキ タカヒロ 秦野RC Yamazaki

24 衣笠 一喜 キヌガサ カズキ KINUGASA

25 西郷 孝一 サイゴウ タカヒト TAKA

26 鳥越 健吾 トリゴエ ケンゴ KENGO

27 小石原 燃 コイシハラ モユル moyuru

28 松崎 哲平 マツザキ テッペイ 三鷹市陸上競技協会 TEPPEI

29 嶋岡 雄大 シマオカ ユウタ SHIMA

30 大村 展弘 オオムラ ノブヒロ OOMURA

31 高橋 勇気 タカハシ ユウキ 東京陸協 Yuki

32 金丸 蒼 カネマル アオイ AOI

33 千田 徹 センダ テツ SENDA

34 射場本 綾 イバモト リョウ Ryo

35 薄衣 丞生 ウスギヌ ジョウ Joh

36 北崎 翔馬 キタザキ ショウマ SHOMA

37

38

39

40

① PM 古川大晃

② PM 辻川諒

③ PM 竹澤想大

④ PM 鎌田紘宜

⑤ PM 齋藤拓也


