
＜日時＞ 2022年5月5日（木・祝）10時00分～14時00分

＜会場＞ 代々木公園陸上競技場（織田フィールド）

＜受付＞ 9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 10:00 9:15 9:40 9:55 12名

5000m 男女 1組 10:15 9:15 9:55 10:10 43名

5000m 男女 2組 10:42 9:27 10:22 10:37 45名

5000m 男女 3組 11:06 9:51 10:46 11:01 38名

5000m 男女 4組 11:30 10:15 11:10 11:25 44名

5000m 男女 5組 11:53 10:38 11:33 11:48 45名

1500m 男女 1組 12:15 11:00 11:55 12:10 23名

1500m 男女 2組 12:25 11:10 12:05 12:20 22名

1500m 男女 3組 12:34 11:19 12:14 12:29 24名

1500m 男女 4組 12:43 11:28 12:23 12:38 19名

3000m 男女 1組 12:52 11:37 12:32 12:47 26名

3000m 男女 2組 13:10 11:55 12:50 13:05 30名

3000m 男女 3組 13:25 12:10 13:05 13:20 23名

5000m 男女 6組 13:40 12:25 13:20 13:35 34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53回 MxKディスタンストライアル
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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 10:00

1組目

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 YUKA

2 kana-kana

3 itto

4 TeamMxK HINATA

5 TeamMxK MAKOTO

6 AINA

7

8

2組目

No 氏　名 カナ 所　属

1 TeamMxK HARUHI

2 SOUMA

3 Haru

4 ひよこクラブ RAN

5 アシックス ENA

6 MAO

7

8



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 10:15

ペースメーカー：①20分00秒、②20分30秒、③21分00秒、④21分30秒、⑤22分00秒、⑥22分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 本田 牧子 ホンダ マキコ kuma

2 勝沼 実 カツヌマ ミノル KATSUNUMA

3 赤羽 悠 アカハネ ヒサシ Akahane

4 小林 威司 コバヤシ タケシ BaSRC TAKESHI

5 浦野 健一 ウラノ ケンイチ urano

6 笠原 進 カサハラ ススム JIGEN

7 飯田 佳子 イイダ ケイコ Kei

8 大島 有弘 オオシマ ユウコウ yuukou

9 石井 俊太 イシイ シュンタ SHUN

10 今泉 愛子 イマイズミ アイコ 茨城ランニングファクトリー AIKO

11 齋藤 美穂 サイトウ ミホ アシックス MIHO

12 柴田 遥華 シバタ ハルカ ＪＲ東日本千葉 HARUKA

13 桑波田 温士 クワハタ アツシ 東京陸上競技協会 アツラン

14 諏訪 有貴子 スワ ユキコ bin

15 國島 秀二 クニシマ シュウジ ハリアーズ kuni

16 田村 一也 タムラ カズヤ tara-chan

17 清野 敬 セイノ タカシ TEAM RxL+ SEITAKA

18 小島 正彦 コジマ マサヒコ M.Kojima

19 阿江 祥子 アエ サチコ Sachiko.A

20 野口 健史 ノグチ タケシ ポポロAC NOGUTAN

21 安井 覚弘 ヤスイ カクヒロ 江東区陸協 KAKUHIRO

22 早坂 孝治 ハヤサカ タカハル hayasaka

23 石川 和佳 イシカワ カズヨシ Goemon

24 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル Team RxL Yamazaki

25 白壁 奏子 シラカベ カナコ KANA

26 石川 和佳 イシカワ カズヨシ 大江戸飛脚会 GoEMon

27 天野 功一 アマノ コウイチ AMA

28 松本 健 マツモト タケシ MATSU231

29 軸丸 真二 ジクマル シンジ JIKU

30 石井 正樹 イシイ マサキ ishii

31 高橋 尚之 タカハシ ナオユキ nao

32 細谷 みゆき ホソヤ ミユキ 松戸21RC MIYUKI

33 小原 知毅 オハラ トモキ OHARA

34 今井 香子 イマイ キョウコ キョウチン

35 海老原 幸司 エビハラ コウジ 松戸21RC EBI

36 吉村 明 ヨシムラ アキラ YOS

37 岡本 ゆい オカモト ユイ YUI

38 平沼 繁行 ヒラヌマ シゲユキ SHIGE

39 清水 孝行 シミズ タカユキ OJIRUN

40 竹谷 一貴 タケタニ カズタカ 岩原塾 KAZU

41 徳田 和美 トクダ カズミ TOK

42 山内 かおり ヤマウチ カオリ Yamauchi

43 岩永 浩二 イワナガ コウジ K.I

44

45

① PM 河合謙一

② PM 須崎裕也

③ PM 中山晃一

④ PM 佐久間祥

⑤ PM 安留ゆかり

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 10:42

ペースメーカー：①19分00秒、②19分15秒、③19分30秒、④19分45秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 大原 梓 オオハラ アズサ TOPVALU

2 吉岡 誠一郎 ヨシオカ セイイチロウ ラフラフＲＣ Yoshioka

3 倉下 直樹 クラシタ ナオキ KURASHITA

4 佐藤 朋哉 サトウ トモヤ SATO

5 高橋 順一 タカハシ ジュンイチ ランニング・デポ JUN JUN

6 酒井 辰哉 サカイ タツヤ 荏田高ＯＢ TATSUYA

7 吉留 隆行 ヨシドメ タカユキ YSDM

8 保岡 昌彦 ヤスオカ マサヒコ yasuoka

9 早川 忠孝 ハヤカワ タダタカ さいたま市陸協 Chu

10 白井 正輝 シライ マサキ MS

11 小田 信一 オダ シンイチ ODA

12 古谷 章 フルヤ アキラ AKIRA

13 吉村 健一郎 ヨシムラ ケンイチロウ KKKKK

14 松尾 紀能 マツオ ノリヨシ NORIYOSHI

15 三枝 雄一郎 サエグサ ユウイチロウ ポップラインRC SAEGUSA

16 青海 理人 アオウミ マサト MASATO

17 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ KISHIDA

18 加藤 崇 カトウ タカシ T.KATO

19 伊藤 公哲 イトウ タカアキ Team M×K ITO

20 福田 和史 フクダ カズシ KAZU

21 田頭 郁 タガシラ カオル KAORU

22 瀬尻 健太郎 セジリ ケンタロウ 三菱重工RC Kentaro

23 井上 宜久 イノウエ ノリヒサ TeamM×K NORI

24 木村 哲 キムラ サトシ Tetsu

25 浦 もみじ ウラ モミジ むぎちゃん応援隊 MOMIJI

26 大槻 知史 オオツキ サトシ STS

27 伊達 慎一郎 ダテ シンイチロウ date

28 石井 明夫 イシイ アキオ ISHII

29 蛭田 優一 ヒルタ ユウイチ HIRU

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

31 松岡 真生 マツオカ マサキ MASAKI

32 吉田 和彦 ヨシダ カズヒコ KAZUHIKO

33 熊澤 大輝 クマザワ ダイキ DAIKI

34 横川 美沙 ヨコカワ ミサ TeamM×K MISA

35 近藤 万雅 コンドウ カズマサ kondo

36 鈴木 剛 スズキ タケシ T-Suzuki

37 今井 規雄 イマイ ノリオ NORIO

38 八文字 健 ハチモンジ ケン hachi

39 辻村 清志 ツジムラ セイジ ｈｄｓ SEI

40 蓑島 隆伸 ミノシマ タカノブ みの

41 梅田 卓資 ウメダ タクジ TAKUJI

42 尾藤 秀明 オトウ ヒデアキ 尾藤塾 oto

43 井合 公義 イアイ キミヨシ kimi

44 鈴木 一也 スズキ カズヤ suzu1 

45 山際 将典 ヤマギワ マサノリ MASA

① PM 中山晃一

② PM 佐久間祥

③ PM 安留ゆかり

④ 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 11:06

ペースメーカー：①18分15秒、②18分30秒、③18分45秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 川西 宏幸 カワニシ ヒロユキ T.Tアスリート Kawanishi

2 名知 哲也 ナチ テツヤ NACHI

3 布施 望 フセ ノゾム FUSE

4 尾方 優作 オガタ ユウサク YUSAKU

5 林 智史 ハヤシ サトシ Pfizer Satoshi

6 石井 佑典 イシイ ユウスケ ハリアーズ YUSUKE

7 小高 潤 オダカ ジュン TeamMxK JO

8 廣瀬 健太郎 ヒロセ ケンタロウ HIROKEN

9 正木 裕美 マサキ ヒロミ Hiromi

10 齋間 秀雄 サイマ ヒデオ RDC 31M

11 清水 修 シミズ オサム 松岡水産 SHIMIZU

12 遠藤 創 エンドウ ハジメ ENDO

13 山田 俊介 ヤマダ シュンスケ SHUN

14 村松 健 ムラマツ ケン MATSUKEN

15 田邊 亮子 タナべ リョウコ Ryoko

16 今別府 彰太郎 イマベップ ショウタロウ 松戸２１ＲＣ SHOTARO

17 永田 聖人 ナガタ マサト Masato Nagata

18 瀬間 竜太郎 セマ リュウタロウ Ryutarou.S

19 土井 伸一 ドイ シンイチ Shinichi

20 鈴木 将夫 スズキ マサオ M

21 棚田 徹 タナダ トオル ADR torun

22 三上 英一 ミカミ エイイチ ＥＭ

23 山内 優 ヤマウチ スグル GURU

24 萩野谷 賢太 ハギノヤ ケンタ HAGI

25 飯田 栄治 イイダ エイジ WindRun EIJI

26 佐藤 智明 サトウ トモアキ SATO

27 鴨志田 文彦 カモシダ フミヒコ 無所属 kamoshida

28 渕脇 勝志 フチワキ カツシ FUCHIWAKI

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

30 竹山 颯人 タケヤマ ハヤト TＨ

31 鷺森 愛子 サギモリ アイコ sagi

32 西澤 知典 ニシザワ トモノリ TOMONORI

33 籾山 勇次 モミヤマ ユウジ さいたま走友会 MOMIYAMA

34 西上 昌樹 ニシガミ マサキ サウルスジャパン GAMI

35 小柳 祐介 オヤナギ ユウスケ 虹ヶ咲学園 NAGIYUKKE

36 傍島 稔也 ソバジマ トシヤ TOSHIYA

37 河田 寛人 カワダ ヒロト アトミクラブ KAWADA

38 坪井 浩一 ツボイ コウイチ K.TSUBOI

39

40

41

42

43

44

45

① PM 河合謙一

② PM 須崎裕也

③ 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4組 スタート時刻 11:30

ペースメーカー：①17分15秒、②17分30秒、③17分45秒、④18分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 稲崎 真吾 イナサキ シンゴ INASAKI

2 片山 真人 カタヤマ マサト KATAYAN

3 黒瀬 輝章 クロセ　 テルアキ KURO

4 加茂 道敬 カモ ミチタカ KAMO

5 近藤 瞳 コンドウ ヒトミ HITOMI

6 大場 達也 オオバ タツヤ Tatsuya

7 高野 英二 タカノ エイジ サウルスジャパン TAKAEI

8 近本 洋平 チカモト ヨウヘイ 横浜好走会 Jinben

9 芳澤 卓矢 ヨシザワ タクヤ YOSHI

10 北村 裕 キタムラ ユタカ 洋光台矯正 ＮＩＭＯ

11 桂川 直也 カツラガワ ナオヤ Ka_Na

12 菅原 伸明 スガワラ ノブアキ SUGAWARA

13 鈴木 光太郎 スズキ コウタロウ サウルスJAPAN KOTARO

14 早野 透 ハヤノ トオル TORU

15 武部 健一 タケベ ケンイチ kenichi

16 小松 洋 コマツ ヒロシ mymay

17 奥田 一之 オクダ カズユキ サウルスジャパン kazu

18 木村 康之 キムラ ヤスユキ TeamMxK KIMURA

19 佐々木 雅典 ササキ マサノリ masa

20 森崎 竜二 モリサキ リュウジ MORI

21 新村 隆幸 シンムラ タカユキ Shimmura

22 佐々木 俊治 ササキ シュンジ SHUNJI

23 島田 裕二 シマダ ユウジ SHIMA

24 鈴木 祐太 スズキ ユウタ yuta

25 加藤 倫亜 カトウ リンア ウィングＡＣ Ｋ・Ｒ

26 八巻 太郎 ヤマキ タロウ TARO

27 田口 英明 タグチ ヒデアキ HIDE

28 松崎 雅春 マツザキ マサハル MASA

29 木内 武志 キウチ タケシ ニッポンランナーズ kiucchi

30 喜多川 学 キタガワ マナブ JANNY

31 安藤 地平 アンドウ チヘイ 目黒区 CHIHEI ANDO

32 笹本 浩司 ササモト コウジ SASA

33 鶴 一磨 ツル カズマ 多摩川サブ3 TSURU

34 重松 健由 シゲマツ ケンユウ うたクラブ UTA

35 小松 靖史 コマツ ヤスシ KOMATSU

36 宮本 直樹 ミヤモト ナオキ ゼロベースランニング NAOKI

37 藤上 翔 フジカミ ショウ 庄内RTE SHOW

38 ABSOUS Olivier ABSOUS Olivier Olivier

39 柳沼 幸一 ヤギヌマ コウイチ 小金井おじ練 yaginuma

40 行武 秀臣 ユクタケ ヒデオミ チームKA HY

41 細田 由伸 ホソダ ヨシノブ NOBU

42 黒澤 遥介 クロサワ ヨウスケ Yohsuke

43 小堀 光 コボリ ヒカリ 樂走組 BEER

44 笠原 雅人 カサハラ マサト MASA

45

① PM 竹澤想大

② PM 土谷和貴

③ PM 河合謙一

④ PM 須崎裕也



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 11:53

ペースメーカー：①16分15秒、②16分30秒、③16分45秒、④17分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 片原 照 カタハラ ヒカル AgaiN KATAyan

2 福田 圭介 フクダ ケイスケ ケイスケ

3 高原 翼 タカハラ ツバサ サウルスジャパン TSUBASA

4 川西 淳司 カワニシ ジュンジ NIS

5 吉澤 剛司 ヨシザワ タケシ YOSHIZAWA

6 水落 徳哲 ミズオチ ノリアキ ＦＲＣ NORI

7 須藤 剛 スドウ ツヨシ WindRun TSUYOSHI

8 磯部 敏満 イソベ トシミツ ISOBE

9 石川 直 イシカワ タダシ 神奈川M ISHIKAWA

10 梶原 遥 カジワラ ヨウ ランちゃん

11 坂詰 北斗 サカヅメ ホクト HOKUTO

12 小池 孝範 コイケ タカノリ 弁護士法人ＥＮＩＳＨＩ ＴＡＫＡＮＯＲＩ

13 阿部 靖 アベ ヤスシ ABE

14 大嶋 大輔 オオシマ ダイスケ DAISUKE

15 辻田 洸希 ツジタ ヒロキ Hiroki

16 矢部 達也 ヤベ タツヤ YABE

17 今野 豪 コンノ タケル KONTAKE

18 山口 翔平 ヤマグチ ショウヘイ YAMAGUCHI

19 亀井 康弘 カメイ ヤスヒロ KAME

20 川口 峻史 カワグチ シュンジ 川崎陸協 Kawa

21 秋山 紘介 アキヤマ コウスケ HAKUSAN AKI

22 赤澤 省吾 アカザワ ショウゴ ORORO

23 高橋 俊太郎 タカハシ シュンタロウ 明治大学同好会陸上部 ta

24 岩田 貴一 イワタ キイチ KIICHI

25 宰務 正 サイム タダシ Saimu

26 平松 弘道 ヒラマツ コウドウ KODO

27 井上 真弥 イノウエ マサヤ 足柄男塾 masa

28 岩崎 太郎 イワサキ タロウ ポチトテップス SAKU

29 瀧澤 圭一郎 タキザワ ケイイチロウ TAKIO

30 桑野 博輔 クワノ ヒロスケ Breakthrough HIRO

31 内藤 将一 ナイトウ ショウイチ SHOCHAN

32 山本 貴政 ヤマモト タカマサ GEORGE

33 今井 純一 イマイ ジュンイチ 文鳥区役所 IMAI

34 小畑 光城 オバタ ミツシロ 無し OBATA

35 中野 裕介 ナカノ ユウスケ team MxK YUSUKE

36 木住野 善男 キシノ ヨシオ KISSY

37 吉田 尚平 ヨシダ ショウヘイ JINGER YOSSY

38 熊谷 智弘 クマガイ トモヒロ RDC Kuma

39 澤田 洋志 サワダ ヒロシ ＲＵＮＷＥＢ 164

40 林 一宏 ハヤシ カズヒロ HAYASHI

41 大村 展弘 オオムラ ノブヒロ OOMURA

42 井辻 祐太郎 イツジ ユウタロウ dream grants Y

43 吉田 直史 ヨシダ ナオフミ kiritani

44 芹沢 元秀 セリザワ モトヒデ 小金井おじ練 Serizawa

45 射場本 綾 イバモト リョウ RYO

① PM 須河宏紀

② PM 齋藤拓也

③ PM 竹澤想大

④ PM 土谷和貴



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 12:15

ペースメーカー：①5分10秒、②5分20秒、③5分30秒、④5分45秒、⑤6分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 吉岡 誠一郎 ヨシオカ セイイチロウ ラフラフＲＣ Yoshioka

2 橋本 誠紀 ハシモト マサノリ HASHI

3 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ KISHIDA

4 赤羽 悠 アカハネ ヒサシ Akahane

5 渡村 恵子 トムラ ケイコ TOM

6 諏訪 有貴子 スワ ユキコ bin

7 倉田 靖士 クラタ ヤスシ KURATA

8 西澤 拓生 ニシザワ タクミ TAKUMI

9 新嶋 明 ニイジマ アキラ RSLAB AKIRA

10 今泉 愛子 イマイズミ アイコ 茨城ランニングファクトリー AIKO

11 木村 優基 キムラ ユウキ 矢口ランニングクラブ YUKI

12 加藤 真奈 カトウ マナ MANA

13 ナカノ 勝矢 ナガオ カツヤ サウルスジャパン KATSUYA

14 小永井 大介 コナガイ ダイスケ Moco

15 山岡 篤志 ヤマオカ アツシ Yama

16 山﨑 詩大 ヤマザキ ウタ 矢口ランニングクラブ UTA

17 坂部 俊二 サカベ シュンジ 俊龍奉仕部 シュンリュウ

18 笠原 進 カサハラ ススム JIGEN

19 田中 佑磨 タナカ ユウマ YT

20 清野 敬 セイノ タカシ TEAM RxL+ SEITAKA

21 宮本 明 ミヤモト アキラ RUNWAVE AKR

22 山田 浩太郎 ヤマダ コウタロウ 昭和アスリートクラブ K

23 山田 志乃 ヤマダ シノ 昭和アスリートクラブ S

24

① PM 須河宏紀

② PM 齋藤拓也

③ PM 竹澤想大

④ PM 土谷和貴

⑤ PM 辻川諒



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 12:25

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 畠中 勝己 ハタナカ マサキ 多摩湖RC HATA

2 西村 知也 ニシムラ トモヤ TOMO

3 村松 健 ムラマツ ケン MATSUKEN

4 平尾 良太 ヒラオ リョウタ HIRAO

5 紺野 亘介 コンノ コウスケ poti

6 三枝 秀徳 サイグサ ヒデノリ チームグリーントラック sanchan

7 佐藤 圭 サトウ ケイ 富士通小山 JOUSHUU

8 加藤 悠真 カトウ ユウマ YUMA

9 坂井 岳夫 サカイ タケオ TAKEO

10 笹本 浩司 ササモト コウジ SASA

11 菊池 雄太 キクチ ユウタ KIKU

12 大枝 茂 オオエダ シゲル OEDA

13 日野 颯人 ヒノ ハヤト HAYATO

14 重松 健由 シゲマツ ケンユウ うたクラブ UTA

15 三枝 雄一郎 サエグサ ユウイチロウ ポップラインRC SAEGUSA

16 市川 雅晴 イチカワ マサハル Maccho

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

18 新城 かおり シンジョウ カオリ DreamAC Raiden

19 加藤 真緒 カトウ マオ MAO

20 木下 裕介 キノシタ ユウスケ KINOSHITA

21 田中 陽久 タナカ アキヒサ TANAKA2

22 河田 寛人 カワダ ヒロト 'アトミクラブ KAWADA

23

24

25

① PM 須河宏紀

② PM 齋藤拓也

③ PM 竹澤想大

④ PM 土谷和貴



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 12:34

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 畠山 康平 ハタケヤマ コウヘイ 永田町独身寮 HATAZO

2 福嶋 拓人 フクシマ タクト Next Generation Takutey

3 小島 洋平 コジマ ヨウヘイ 夜明け前陸上部 YOUHEI

4 横尾 篤 ヨコオ アツシ ATSUSHI

5 海老澤 武尊 エビサワ タケル EBISAWA

6 三浦 和貴 ミウラ カズタカ ＫＡＺＵ

7 川井 勉 カワイ ツトム TeamM×K TK

8 秋葉 雄大 アキバ ユウダイ JR東日本 Yudai

9 小山 和人 コヤマ カズト 浪速AC KAZUTO

10 木内 博之 キウチ ヒロユキ WindRun KIUCHAN

11 河野 光一 コウノ コウイチ 甲府陸協 kouichi

12 川口 信光 カワグチ ノブミツ NOBOO

13 平原 淳 ヒラハラ ジュン JMA HIRAHARA

14 山田 啓介 ヤマダ ケイスケ 蕪組織 KONAPO

15 ミツタ クニヒロ ミツタ クニヒロ MT

16 葛西 悦星 カサイ エッセイ tokyobayrc essay

17 藤平 真ノ介 トウヘイ シンノスケ GAZELLE manokai

18 佐賀 国弘 サガ クニヒロ 橋本走友会 SAGA

19 三浦 明 ミウラ アキラ 虹ヶ咲学園ランニング同好会 Toumato

20 郡司 真彦 グンジ マサヒコ パレパレと緋本はぐみの思いで走る会 MA-KUN

21 後藤 大樹 ゴトウ ダイキ GOTOU

22 島津 正孝 シマヅ マサタカ SHIMAZU

23 松浦 寛輝 マツウラ ヒロキ MATSU

24 松下 孝洋 マツシタ タカヒロ TAKAHIRO

25

① PM 須河宏紀

② PM 齋藤拓也

③ PM 竹澤想大

④ PM 土谷和貴



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 12:43

ペースメーカー：①4分00秒、②4分07秒、③4分15秒、④4分20秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 会田 優介 アイタ ユウスケ IBARAKI TRACK CLUB YUSUKE

2 村田 英誠 ムラタ ヒデナリ JESS千葉 MURATA

3 川口 峻史 カワグチ シュンジ 川崎陸協 Kawa

4 齋藤 俊平太 サイトウ シュンペイタ 玄海田ランニングクラブ ぺーた

5 山口 拓海 ヤマグチ タクミ ぬまちゃんず TAKUMI

6 金丸 蒼 カネマル アオイ AOI

7 千田 徹 センダ テツ SENDA

8 近藤 駆 コンドウ カケル YGU.AC kondou

9 根本 夏生 ネモト ナツオ NATSUO

10 柿森 悠真 カキモリ ユウマ Yuma

11 小林 智哉 コバヤシ トモヤ 東京陸協 KOBAYASHI

12 鈴木 大樹 スズキ ヒロキ HIROKI

13 辻川 諒 ツジカワ リョウ RYO

14 杉山 哲也 スギヤマ テツヤ TETSUYA

15 後町 康佑 ゴチョウ コウスケ GOCHO

16 多胡 有将 タゴ ユウスケ TG

17 伴 卓磨 バン タクマ KERO

18 岡北 慎司 オカキタ シンジ SHINJI

19 辻川 諒 ツジカワ リョウ TeamMxK RYO

20

21

22

23

24

25

① PM 井下裕貴

② PM 澁谷有介

③ PM 古川大晃

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1組 スタート時刻 12:52

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 中島 隆幸 ナカシマ タカユキ Nakazy

2 ミツタ クニヒロ ミツタ クニヒロ MT

3 木内 博之 キウチ ヒロユキ WindRun KIUCHAN

4 吉岡 泰治 ヨシオカ タイジ ＴＡＩＪＩ

5 天満 優一朗 テンマ ユウイチロウ TEMMA

6 小俣 尚悟 オマタ ショウゴ sg

7 八木 敏英 ヤギ トシヒデ vYYv

8 西村 隆 ニシムラ リュウ RUNWEB RYU

9 藤平 真ノ介 トウヘイ シンノスケ GAZELLE manokai

10 坂井 岳夫 サカイ タケオ TAKEO

11 越智 克爾 オチ ヨシチカ RDC OCHI

12 加藤 真緒 カトウ マオ MAO

13 川口 信光 カワグチ ノブミツ NOBOO

14 福田 和史 フクダ カズシ KAZU

15 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ Miyoshi

16 田中 佑磨 タナカ ユウマ YT

17 榎本 久子 エノモト ヒサコ HISA

18 浅井 秀治 アサイ ヒデハル HIDE

19 中光 和裕 ナカミツ カズヒロ KAZZ

20 新嶋 明 ニイジマ アキラ RSLAB AKIRA

21 柏原 翔一 カシワバラ ショウイチ Kashiwa

22 香月 隆之 カツキ タカユキ KATSUKI

23 荒谷 正 アラヤ タダシ アラヤ

24 平井 統貴 ヒライ モトキ MOTOKI

25 百瀬 大輝 モモセ マサキ MASAKI

26 本田 牧子 ホンダ マキコ kuma

27

28

29

30

① PM 須河宏紀

② PM 齋藤拓也

③ PM 古川大晃

④ PM 佐藤達也

⑤ PM 門出康孝



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 13:10

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 鈴木 大樹 スズキ ヒロキ HIROKI

2 岡田 卓磨 オカダ タクマ takuma

3 小宮山 昇吾 コミヤマ ショウゴ ニッポンランナーズ柏 Shogo

4 櫻田 将 サクラダ マサル 東京陸協 BEERMAN

5 宮﨑 栄一 ミヤザキ エイイチ PTC EIICHI

6 川島 純平 カワシマ ジユンペイ JUMPEI

7 小山 清和 コヤマ キヨカズ グッドパッチ kiyo

8 大野 瑛 オオノ アキラ AKIRA

9 太田 智也 オオタ トモヤ OTA

10 平島 達也 ヒラシマ タツヤ Hirashi

11 菅原 伸明 スガワラ ノブアキ SUGAWARA

12 小長根 広貴 コナガネ ヒロキ HIROKI

13 岩橋 和彦 イワハシ カズヒコ KAZU

14 宮城 克基 ミヤギ カツキ KATSU

15 川井 勉 カワイ ツトム TeamM×K TK

16 安達 功 アダチ イサオ TEAM R×L + ISAO

17 片桐 暁文 カタギリ アキフミ AKI

18 菊地 雅矢 キクチ マサヤ KIKU

19 加藤 悠真 カトウ ユウマ YUMA

20 平原 淳 ヒラハラ ジュン JMA HIRAHARA

21 木内 武志 キウチ タケシ ニッポンランナーズ kiucchi

22 吉岡 伶 ヨシオカ レイ 日本大学生物資源科学部陸上部 RAY

23 岡本 彩稀 オカモト サキ 清和大学 SAKI

24 片原 照 カタハラ ヒカル AgaiN KATAyan

25 大村 展弘 オオムラ ノブヒロ OOMURA

26 松田 拓朗 マツダ タクロウ WindRun TAKURO

27 笠谷 駿介 カサヤ シュンスケ MGRC SHUN

28 山口 延広 ヤマグチ ノブヒロ 小金井おじ練 GUCCY

29 酒井 優一 サカイ ユウイチ YUICHI

30 遠藤 隆太 エンドウ リュウタ ENDO

① PM 井下裕貴

② PM 澁谷有介

③ PM 古川大晃

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3組 スタート時刻 13:25

ペースメーカー：①8分45秒、②9分00秒、③9分15秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 木村 元 キムラ モトキ 駒大AC同好会 MOTOKI

2 安藤 貴信 アンドウ タカノブ 東京陸協 TAKA

3 小林 壱輝 コバヤシ イツキ JR東日本千葉 ITUKI

4 日内地 賢也 ヒナイジ ケンヤ HINA

5 藪田 峻也 ヤブタ タカヤ 銚子&神栖 YABUTA

6 斎藤 湧歩 サイトウ ユウホ WindRun HRN

7 松本 啓明 マツモト ヒロアキ 館林クラブ MakyoppeN

8 渡部 希 ワタナベ ノゾム 三ツ池ランニングクラブ NOZOMU

9 寺田 健太郎 テラダ ケンタロウ NTT-BA東日本 TERADA 

10 中根 翔也 ナカネ ショウヤ NTT-BA東日本 NAKANE 

11 小野寺 慧至 オノデラ サトシ ONODERA

12 菅野 真也 カンノ シンヤ 三ツ池ランニングクラブ KNO

13 菊地 優志 キクチ ユウジ NHK

14 森田 和樹 モリタ カズキ KAZUKI

15 根本 夏生 ネモト ナツオ NATSUO

16 坂田 岳 サカタ ガク Gaku

17 がんばれ ゆうすけ ガンバレ ユウスケ GANBARE

18 山形 優太 ヤマガタ ユウタ 三ツ池ランニングクラブ yuta

19 斉藤 俊 サイトウ シュン NTT-BA東日本 　SAITO

20 杉山 哲也 スギヤマ テツヤ TETSUYA

21 原 寛樹 ハラ ヒロキ 湘南ランタジスタ HERO

22 岡北 慎司 オカキタ シンジ SHINJI

23 三田 洸 ミタ ヒカル Mita

24
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27

28

29

30

① PM 門出康孝

② PM 井下裕貴

③ PM 澁谷有介



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 13:40

ペースメーカー：①15分00秒、②15分15秒、③15分30秒、④15分50秒、⑤16分10秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 清原 和博 キヨハラ カズヒロ SGAC KIYO

2 濱崎 成平 ハマサキ ナルヘイ 朝霞市陸協 NARU

3 川内 鮮輝 カワウチ ヨシキ Jaybird Jaybird

4 石原 洸 イシハラ タケル Ishihara

5 小川 真誉 オガワ マヨ 東京陸協 MAYO

6 富張 裕紀 トミハリ ユウキ 矢口ランニングクラブ TOMI

7 藪田 峻也 ヤブタ タカヤ 銚子&神栖 YABUTA

8 前川 元気 マエカワ ゲンキ GENKI

9 近藤 駆 コンドウ カケル YGU.AC kondou

10 桑門 広 クワカド ヒロシ 世田谷区 Kuwakado

11 田村 亮 タムラ リョウ TAKOSUKE

12 河野 陽一 コウノ ヨウイチ JP日本郵政グループとうき Yoichi

13 下村 和也 シモムラ カズヤ 市川マラソンクラブ SHIMOMUUU

14 荻野 高広 オギノ タカヒロ TAKAHIRO

15 政田 勇輝 マサダ ユウキ 坂野裕樹AC KOSAKANA

16 大垣 秀介 オオガキ シュウスケ 東京陸協 Ogaki

17 鎌田 裕樹 カマタ ユウキ KAMATA

18 石川 直樹 イシカワ ナオキ 君津高校 NAOKI

19 小林 祐也 コバヤシ ユウヤ KOBA

20 廣田 雄樹 ヒロタ ユウキ クラブR2東日本 YUKI

21 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ 濃厚とんこつ GBA

22 堀内 翔太 ホリウチ ショウタ ラウドランナーズ SHOHTA

23 宇佐美 森 ウサミ シン LOUD RUNNERS SHIN

24 新井 龍 アライ リョウ 岩原塾 RYO

25 西郷 孝一 サイゴウ タカヒト TAKA

26 長門 元太 ナガト ゲンタ 横須賀市立明浜小学校 NAGATO

27 佐々木 信 ササキ マコト MAKOTO

28 中里 和彦 ナカザト カズヒコ NAKAZATO

29 石井 圭一 イシイ ケイイチ ニッポンランナーズ K-ichi

30 吉田 智史 ヨシダ サトシ 朝ラン部 SATO

31 増田 雄樹 マスダ ユウキ MASUDA

32 崎田 淳一 サキタ ジュンイチ インコ独走 OKAMEINKO

33 浅井 創太 アサイ ソウタ 多摩川クラブ SOTA

34 北崎 翔馬 キタザキ ショウマ SHOMA
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45

① PM 辻川諒

② PM 古川大晃

③ PM 門出康孝

④ PM 佐藤達也

⑤ PM 澁谷有介


