
＜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

5000m 男女 1組 10:15 9:15 9:45 10:10 36名

5000m 男女 2組 10:42 9:27 10:12 10:37 42名

5000m 男女 3組 11:06 9:51 10:36 11:01 40名

5000m 男女 4組 11:30 10:15 11:00 11:25 39名

1000m 男女 1組 11:54 12:15 11:24 11:49 24名

1000m 男女 2組 12:04 12:15 11:34 11:59 16名

1000m 男女 3組 12:12 10:57 11:42 12:07 22名

3000m 男女 1組 12:20 11:05 11:50 12:15 33名

3000m 男女 2組 12:37 11:22 12:07 12:32 29名

3000m 男女 3組 12:51 11:36 12:21 12:46 34名

5000m 男女 5組 13:04 11:49 12:34 12:59 38名

5000m 男女 6組 13:26 12:11 12:56 13:21 29名

5000m 男女 7組 13:48 12:33 13:18 13:43 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。

・感染症対策、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）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43回 MxKディスタンストライアル

2021年5月15日（土）10時15分～14時05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）

9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）

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

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 日置 信和 ヒオキ ノブカズ NSK&MAC HIOKI

2 飯尾 健 イイオ ケン KEN

3 早坂 孝治 ハヤサカ タカハル アトミ Hayasaka

4

5 田中 久善 タナカ ヒサヨシ TeamM×K TANAHISA

6 大場 義洋 オオバ ヨシヒロ Yoshihiro

7 佐藤 華奈子 サトウ カナコ KANAKO

8 板橋 淳一 イタハシ ジュンイチ J

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

10 荒井 寛太 アライ カンタ 横浜市陸協 ARAI

11 八谷 英佑 ハチヤ エイスケ HACHI

12 石井 正樹 イシイ マサキ ishii

13 外尾 修子 ホカオ シュウコ 多摩川クラブ HOKAO

14 伊従 希世彦 イヨリ キヨヒコ KIYOHIKO

15 石川 涼子 イシカワ リヨウコ RYOKO

16 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル Team RxL YAMAZAKI

17 杉森 智 スギモリ サトシ TeamMxK SUGIMORI

18 泉 貴之 イズミ タカユキ TAKAYUKI

19 石川 恵 イシカワ メグミ 東京WINGS MEGUMI

20 佐藤 成渡 サトウ マサト MASATO

21 関 祐一 セキ ユウイチ yu

22 中村 薫 ナカムラ カオル Kaoru

23 浮田 弥生 ウキダ ヤヨイ 陸上競技多摩川クラブ Charu

24 猪狩 忠昭 イガリ タダアキ T3 GARI

25 Cat Hicks カット ヒックス SOGO Cat

26 大島 聡 オオシマ サトシ 頂プロジェクト OSHIMA

27 田中 まり子 タナカ マリコ 頂プロジェクト MARIKO

28 櫻井 大路 サクライ ヒロミチ Sakurai

29 細谷 みゆき ホソヤ ミユキ 松戸21RC MIYUKI

30 山内 かおり ヤマウチ カオリ YAMAUCHI

31 稲田 高明 イナダ タカアキ 若葉台地区体育振興会 TAKAAKI

32 内村 和美 ウチムラ カズミ 多摩川クラブ kazutchi

33 井上 千春 イノウエ チハル CHIHARU

34 小野寺 彩乃 オノデラ アヤノ 南蛮連合 Ayano

35 三舩 絵菜 ミフネ エナ ENA

36 本田 牧子 ホンダ マキコ 関東ＲＣ kuma

37 関根 正之 セキネ マサユキ MASAYUKI

38

39

40

① PM 安藤貴信

② PM 中山晃一

③ PM 塩谷信二

④ PM 土谷和貴

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2組 スタート時刻 10:42

ペースメーカー：①18分50秒、②19分10秒、③19分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 西上 昌樹 ニシガミ マサキ サウルスジャパン GAMI

2 重松 健由 シゲマツ ケンユウ うたクラブ UTA

3 佐藤 智明 サトウ トモアキ SATO

4 福田 和史 フクダ カズシ KAZU

5 原田 芳一 ハラダ ヨシカズ 雨漏り110番 HARADA

6 川合 千春 カワイ チハル chippa

7 北浜 秀則 キタハマ ヒデノリ HIDE

8 瀬尻 健太郎 セジリ ケンタロウ 三菱重工RC KENTARO

9 山崎 絵里子 ヤマザキ エリコ ERIKO

10 菊池 雄太 キクチ ユウタ KIKU

11 大原 梓 オオハラ アズサ Lamb Chops

12 今井 規雄 イマイ ノリオ NORIO

13 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウ モンベル YUICHIRO

14 橘 彩 タチバナ アヤ ユメリク女学園 AYA

15 吉岡 誠一郎 ヨシオカ セイイチロウ ラフラフＲＣ YOSHIOKA

16 柏原 翔一 カシワバラ ショウイチ shoichi

17 大槻 知史 オオツキ サトシ SO

18 小山 俊大 コヤマ トシヒロ 壊れかけのGARMIN KOYAPPO

19 橋本 誠紀 ハシモト マサノリ HASHI

20 井合 公義 イアイ キミヨシ Kimi

21 杉山 健太 スギヤマ ケンタ SUGIYAMA

22 井上 宜久 イノウエ ノリヒサ TeamM×K NORI

23 石井 明夫 イシイ アキオ ISHII

24 藤沢 玲央 フジサワ レオ FUJI

25 杉本 哲哉 スギモト テツヤ SUGIMOTO

26 馬詰 義明 ウマヅメ ヨシアキ TeamMxK UMAZUME

27 相馬 謙吾 ソウマ ケンゴ SOUMA

28 西 理広 ニシ ミチヒロ 六本木トライアスリート NISHI

29 田平 政彦 タビラ マサヒコ 小金井公園走友会 jaynobira

30 中町 智典 ナカマチ トモノリ RDC TOKYO MATCH

31 渋下 賢 シブシタ ケン SHIBU

32 木山 宏 キヤマ ヒロシ KIYAMA

33 中原 洋一 ナカハラ ヨウイチ 宮崎県庁 ＨＩＮＡ

34 鈴木 拓未 スズキ タクミ TAKUMI

35 立松 宗磨 タテマツ ソウマ SOMA

36 細田 義之 ホソダ ヨシユキ nana

37 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 中家軍 Roglic

38 佐々木 克之 ササキ カツユキ 小金井公園走友会 KATSU

39 篠原 真由美 シノハラ マユミ YUMA

40 葛山　 秀敏 カツラヤマ ヒデトシ KATSURA

41 庄田 真人 ショウダ マサト TeamM×K SHODA

42 近藤 万雅 コンドウ カズマサ kondo

① PM 安藤貴信

② PM 中山晃一

③ 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：①17分50秒、②18分10秒、③18分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト TORI

2 笹本 浩司 ササモト コウジ SASA

3 松田 文貴 マツダ フミタカ Ｔ-Ｔ　AC BUN

4 平松 正也 ヒラマツ マサヤ MASA

5 近藤 瞳 コンドウ ヒトミ HITOMI

6 濱崎 由莉 ハマサキ ユリ GRlab関東 YURI

7 森田 周一 モリタ シユウイチ 小金井公園おじさん練習会 MORITA

8 松崎 雅春 マツザキ マサハル MASA

9 ミツタ クニヒロ ミツタ クニヒロ アトミクラブ MITSUTA

10 高野 英二 タカノ エイジ サウルスジャパン TAKAEI

11 古波蔵 洋平 コハクラ ヨウヘイ KOHAKURA

12 安藤 地平 アンドウ チヘイ 目黒区 CHIHEI

13 小松 靖史 コマツ ヤスシ KMT

14 土屋 絢太郎 ツチヤ シュンタロウ Shun

15 檜垣 千尋 ヒガキ チヒロ CHIEE

16 高橋 利和 タカハシ トシカズ TOSHI

17 山際 洸也 ヤマギワ コウヤ TDMR KOUYA

18 前田 拓哉 マエダ タクヤ 東京ドMランナーズ mametaro

19 清水 修 シミズ オサム SHIMIZU

20 矢島 秀悟 ヤジマ ヒデノリ 埼玉陸協 YAJIMA

21 髙橋 靖典 タカハシ ヤスノリ Yasunori

22 浅井 将尚 アサイ マサナオ ASAI

23 名知 哲也 ナチ テツヤ NACHI

24 小高 潤 オダカ ジュン TeamMxK JUN

25 城田 泰久 シロタ ヤスヒサ 小金井おじ練 YASU

26 山下 愼次 ヤマシタ シンジ 小金井おじ練 YAMASHIN

27 マツダ ヨウスケ 松田 洋祐 YOUSUKE

28 廣瀬 健太郎 ヒロセ ケンタロウ HIRO Ken

29 木下 翔 キノシタ ショウ RiSE KiNO

30 川合 裕行 カワイ ヒロユキ MARIO

31 井野 寛司 イノ カンジ KANJI

32 Coyle Nick コイル ニック 南蛮連合 Nick

33 植村 雄一郎 ウエムラ ユウイチロウ Breakthrough YUICHIRO

34 木内 武志 キウチ タケシ ニッポンランナーズ kiucchi

35 木村 正顯 キムラ マサアキ KIMURA

36 狩谷 茂一 カリヤ シゲカズ 酒RUN OSIGE

37 勘舎 方敬 カンジャ マサヨシ KANJA

38 島貫 弘敬 シマヌキ ヒロタカ SHIMA

39 合田 なぎさ ゴウダ ナギサ nagisa

40 浜田 和樹 ハマダ カズキ KAZU

① PM 安藤貴信

② PM 中山晃一

③ 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4組 スタート時刻 11:30

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 菊地 修平 キクチ シュウヘイ 多摩川クラブ ROBIN

2 本仁 善英 モトニ ヨシヒデ motoni

3 杉山 巧 スギヤマ サトシ 東京陸協 SUGI

4 増田 翔 マスダ ショウ MASUDA

5 桂川 直也 カツラガワ ナオヤ Ka_Na

6 鍵谷 優希 カギタニ ユウキ サウルスジャパン KAGITANI

7 野本 大貴 ノモト ダイキ 酒RUN KATSUO

8 太田 智也 オオタ トモヤ 東京陸協 ＯＴＡ

9 山口 延広 ヤマグチ ノブヒロ 小金井おじ練 GUCCY

10 伊藤 健一 イトウ ケンイチ Ken

11 Renaud Isman イスマン レノ Chewbacca

12 黒瀬 輝章 クロセ テルアキ KURO

13 久保 光法 クボ ミツノリ KUBO

14 大木 晶宏 オオキ アキヒロ Ao

15 飯島 健太郎 イイジマ ケンタロウ 大阪陸協 KENTARO

16 瀧澤 圭一郎 タキザワ ケイイチロウ TAKIO

17 木屋村 守 キヤムラ マモル 多摩川クラブ kiyakiya

18 戸村 健 トムラ ケン TOMURA

19 岩崎 太郎 イワサキ タロウ 4年松組 SAKU

20 Pellegrini Marco ペレグリニ マルコ SOGO Marco

21 柳沼 幸一 ヤギヌマ コウイチ 小金井おじ練 yaginuma

22 木村 康之 キムラ ヤスユキ TeamMxK KIMURA

23 磯部 優介 イソベ ユウスケ ISOBEeee

24 廣瀬 光子 ヒロセ ミツコ 東京WINGS HIROSE

25 松藤 久 マツフジ ヒサシ 駒沢公園JC Hisashi

26 小菅 雄太郎 コスゲ ユウタロウ KOSUGE

27 小清水 功 コシミズ イサオ KOSHI

28 岡田 琢磨 オカダ タクマ 小金井おじ練 TAKUMA

29 池永 敦 イケナガ アツシ JBMA AGANEKI

30 田中 礼美 タナカ ヨシミ YOSHIMI

31

32 箱田 秀治 ハコダ ヒデハル 頂プロジェクト HAKO

33 中川 和将 ナカガワ カズマサ KAZUMASA

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

35 Nicholson George ***** ***** Namban Rengo George

36 島田 裕二 シマダ ユウジ SHIMA

37 坂口 裕紀 サカグチ ヒロキ ハノハノ陸上部 HIROKI

38 中條 誉喬 チュウジョウ ヨシタカ LOUDrunners choobay

39 瀧波 美緒 タキナミ ミオ Mio

40 蓮見 裕介 ハスミ ユウスケ YUSUKE

① PM 荒幡寛人

② PM 岡本拓也

③ PM 河合謙一



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

1000m　男女1組 スタート時刻 11:54

ペースメーカー：①3分15秒、②3分30秒、③3分45秒、④4分00秒、⑤5分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ KISHIDA

2 河野 純平 ｶﾜﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 島本プロジェクト JUNPEI

3 橋本 誠紀 ハシモト マサノリ HASHI

4 杉田 雅宏 スギタ マサヒロ クラブR2東日本 MASA

5 武田 亮平 タケダ リョウヘイ TDMR TAKEDA

6 大島 聡 オオシマ サトシ 頂プロジェクト OSHIMA

7 山田 浩太郎 ヤマダ コウタロウ 昭和アスリートクラブ K

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

9 加藤 真奈 カトウ マナ MANA

10 永田 信繁 ナガタ ノブシゲ Nobu

11 永田 珠理 ナガタ ジュリ Juri

12 藤井 悠果 フジイ ハルカ 矢口ランニングクラブ HARUKA

13 倉田 桃花 クラタ モモカ 矢口ランニングクラブ MOMOKA

14 山田 志乃 ヤマダ シノ 昭和アスリートクラブ S

15 河野 直人 コウノ ナオト NAOTO

16 愛川 ひかる アイカワ ヒカル 頂プロジェクト AIKAWA

17 町野 走一 マチノ ソウイチ 頂プロジェクト SOUICHI

18 町野 走瑛 マチノ カケル 頂プロジェクト KAKERU

19 川井 美莉 カワイ ミリ Miri

20 北浜 秀則 キタハマ ヒデノリ HIDE

21 正木 裕美 マサキ ヒロミ Hiromi

22 庄田 真人 ショウダ マサト TeamM×K SHODA

23 重松 健由 シゲマツ ケンユウ うたクラブ UTA

24 松田 浩行 マツダ ヒロユキ Hmmm

① PM 荒幡寛人

② PM 岡本拓也

③ PM 土谷和貴

④ PM 河合謙一

⑤ PM 澁谷宥介



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

1000m　男女2組 スタート時刻 12:04

ペースメーカー：①3分00秒、②3分05秒、③3分10秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 林 正浩 ハヤシ マサヒロ サウルスジャパン MASAHIRO

2 村上 勇太 ムラカミ ユウタ よしざわ整形外科 Yuta

3 永田 佳秀 ナガタ ヨシヒデ 深大寺走友会 yoshi

4 勘舎 方敬 カンジャ マサヨシ KANJA

5

6 笹本 浩司 ササモト コウジ SASA

7 木下 翔 キノシタ ショウ RiSE KiNO

8 磯崎 蓮凌 イソザキ レンヤ セカンドウィンドAC横浜 Renya

9 脇 挙 ワキ アグル waki

10 加藤 真緒 カトウ マオ MAO

11 加藤 悠真 カトウ ユウマ YUUMA

12 宰務 正 サイム タダシ Saimu

13 佐伯 智 サエキ サトシ SAEKI

14 山田 啓介 ヤマダ ケイスケ 蕪組織 KONAPO

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

16 Ashley Grantham Ashley Grantham Seisen International School Ashley G

17 高橋 大稀 ﾀｶﾊｼ ﾀｲｷ 島本プロジェクト TAIKI

18

19

20

① PM 荒幡寛人

② PM 岡本拓也

③ PM 河合謙一



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

1000m　男女3組 スタート時刻 12:12

ペースメーカー：①2分40秒、②2分45秒、③2分50秒、④2分55秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 楠本 修平 クスモト シュウヘイ KUSUMOTO

2 村田 英誠 ムラタ ヒデナリ JR東日本ステーションサービス MURATA

3 木村 創 キムラ ツクル KIMURA

4 小川 恭平 オガワ キョウヘイ 川崎陸協 KYOHEI

5 松岡 滉大 マツオカ コウタ 千葉陸協 MKT

6 齋藤 堪汰 ｻｲﾄｳ ｶﾝﾀ 島本プロジェクト KANTA

7 多賀 長門 ﾀｶﾞ ﾅｶﾞﾄ 島本プロジェクト NAGATO

8 佐藤 大宇 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｳ 島本プロジェクト DAIU

9 佐藤 誉 サトウ ホマレ SATO

10 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト TORI

11 福島 祐樹 フクシマ ユウキ 南蛮連合 YUKI

12 星宮 一木 ホシミヤ カズキ KAZUKI

13 坪地 宏嘉 ツボチ ヒロヨシ HIROYOSHI

14 小堀 光 コボリ ヒカリ 樂走組 KOBO

15 林 勇太 ハヤシ ユウタ yu

16 Onohara To_y オノハラ トオイ to_y

17 川井 勉 カワイ ツトム TeamM×K kawai

18 佐伯 辰徳 サエキ タツノリ NANASHI

19 小糸 郁也 コイト フミヤ FUMI

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

21 菅野 渉 カンノ ワタル Jクラブ WATARU

22 伴野 大起 トモノ タイキ TAIKI

① PM 荒幡寛人

② PM 岡本拓也

③ PM 土谷和貴

④ 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1組 スタート時刻 12:20

ペースメーカー：①10分45秒、②11分00秒、③11分30秒、④12分00秒、⑤12分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 木村 優基 キムラ ユウキ 矢口ランニングクラブ YUUKI

2 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ KISHIDA

3 三浦 重範 ミウラ シゲノリ RRT SHIGE

4 福田 和史 フクダ カズシ KAZU

5 坂本 健 サカモト ケン 坂本治療院 Sakamoto Acu

6 新城 かおり シンジョウ カオリ なめしち Leo

7 西河 輝 ニシカワ アキラ NISHI

8 早坂 孝治 ハヤサカ タカハル アトミ Hayasaka

9 池 政志 イケ セイジ 京都マスターズ IKEZEIRISHIJIMUSYO

10 木山 宏 キヤマ ヒロシ KIYAMA

11 杉田 雅宏 スギタ マサヒロ クラブR2東日本 MASA

12 伊東 宏晃 イトウ ヒロアキ HIRO

13 小川 夕希 オガワ ユウキ YUKI

14 樺島 俊幸 カバシマ トシユキ t-kabashima

15 才藤 歩夢 サイトウ アユム AYUMU

16 新嶋 明 ニイジマ アキラ RSLAB AKIRA

17 安西 義則 アンザイ ヨシノリ anpu

18 市川 博明 イチカワ ヒロアキ ICHIKAWA

19 柿本 孝則 カキモト タカノリ カッキー

20 廣嶋 優子 ヒロシマ ユウコ YUKO

21 木村 春翔 キムラ ハルト 矢口ランニングクラブ HARUTO

22 濱 摩里子 ハマ マリコ Ikechan

23 黒部 健 クロベ ケン 横浜市陸協 KEN

24 柴田 遥華 シバタ ハルカ ＪＲ東日本千葉 HARUKA

25 山﨑 詩大 ヤマザキ ウタ 矢口ランニングクラブ UTA

26 鈴木 将夫 スズキ マサオ M

27 木内 武志 キウチ タケシ ニッポンランナーズ kiucchi

28 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 中家軍 KAZUFUMI

29 松崎 清吾 マツザキ セイゴ MATSUZAKI

30 池田 岳弘 イケダ タケヒロ T.IKEDA

31 寺島 広道 テラシマ ヒロミチ ランナーズハイ teta4man

32 森川 尚彦 モリカワ マサヒコ MASA

33 野本 有紀子 ノモト ユキコ 駒沢公園JC YUKI

① PM 辻川諒

② PM 澁谷宥介

③ PM 緑川優

④ PM 岡本拓也

⑤ PM 横内悠



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 12:37

ペースメーカー：①10分00秒、②10分15秒、③10分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 桑野 博輔 クワノ ヒロスケ Breakthrough HIRO

2

3 荻原 慶也 オギハラ ケイヤ KEIYA

4 木川 大輔 キカワ ダイスケ DreamAC DICEK

5 石田 常竹 イシダ ツネタケ tsune

6 田口 祐治 タグチ ユウジ 三菱商事陸上同好会 CUCCI

7 長屋 博之 ナガヤ ヒロユキ 駒沢公園JＣ nagaya

8 小山 清和 コヤマ キヨカズ グッドパッチ kiyokazu

9 谷本 憲太郎 タニモト ケンタロウ KEN

10 太田 聖 オオタ セイ SEI

11 中島 圭一 ナカシマ ケイイチ K

12 加治佐 純 カジサ ジュン jun

13 星崎 隆 ホシザキ タカシ HOSHI

14 奥村 哲生 オクムラ テツオ OKU

15 松藤 久 マツフジ ヒサシ 駒沢公園JC Hisashi

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

17 友広 勝哉 トモヒロ カツヤ ReBalance TomoKatsu

18 岩切 信泰 イワキリ ノブヤス IWAKIRI

19 長島 将希 ナガシマ マサキ MASA

20 平原 渉太 ヒラハラ ショウタ HIRAHARA

21 皆川 麻美 ミナカワ アサミ 東京陸連 Asami

22 井野 寛司 イノ カンジ KANJI

23 中島 隆幸 ナカシマ タカユキ ZBRC Nakazy

24 武田 哲治 タケダ テツジ TAROBE

25 入江 卓也 イリエ タクヤ ランデザイン Takuya

26 齋藤 絵美 サイトウ エミ eMi

27 橋本 健太郎 ハシモト ケンタロウ HASHIKEN

28 山崎 洋輔 ヤマザキ ヨウスケ ラチエンAC YOSUKE

29 勘舎 方敬 カンジャ マサヨシ KANJA

30 松田 浩行 マツダ ヒロユキ Hmmm

① PM 辻川諒

② PM 澁谷宥介

③ PM 緑川優



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 12:51

ペースメーカー：①8分45秒、②9分00秒、③9分30秒、④9分45秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 遠藤 隆太 エンドウ リュウタ 千葉陸協 遠藤隆太

2 黒木 瞬 クロキ シユン 甲斐市陸協 KUROKI

3 山口 純平 ヤマグチ ジュンペイ ELDORESO ランニングクラブ JP

4 小川 真誉 オガワ マヨ 東京陸協 Mayo

5 大田黒 太郎 オオタグロ タロウ TARO

6 がんばれ ゆうすけ ガンバレ ユウスケ 吉本興業 GANBARE

7 森 健也 モリ ケンヤ BANANA

8 足立 愛斗 アダチ アイト 甲斐市陸協 AITO

9 舩越 悠介 フナコシ ユウスケ FUNAKOSHI

10 吉田 匠吾 ヨシダ ショウゴ SHOGO

11 河野 陽一 コウノ ヨウイチ ＪＰ日本郵政グループ東京 YOICHI

12 小松 由和 コマツ ヨシカズ YOSHI

13 志村 悠平 シムラ ユウヘイ 甲斐市陸協 SHIMURAYUHEI

14 小林 亨輔 コバヤシ コウスケ 湘南ランタジスタ koshuke

15 松村 幸栄 マツムラ ユキエ 埼玉陸協 YUKIE

16 澤田 洋志 サワダ ヒロシ トラック野郎AC HERO

17 岡崎 裕二郎 オカザキ ユウジロウ YU

18 井上 裕介 イノウエ ユウスケ YUSUKE

19 須田 正彦 スダ マサヒコ 駒沢公園ジョギングクラブ SUDA

20 林 正浩 ハヤシ マサヒロ サウルスジャパン MASAHIRO

21 小畑 光城 オバタ ミツシロ ランテック OBATA

22 澤田 善信 サワダ ヨシノブ 八王子プロジェクト SAWA

23 伊藤 勇磨 イトウ ユウマ 酒RUN YUMA

24 渡邉 友希紘 ワタナベ ユキヒロ YUKIHIRO

25 関谷 卓也 セキヤ タクヤ 東学大ARC Sekiya

26 薄衣 丞生 ウスギヌ ジョウ Joh

27 横尾 篤 ヨコオ アツシ ATSUSHI

28 川井 勉 カワイ ツトム TeamM×K kawai

29 有賀 哉人 アルガ カナト ARUGA

30 森田 裕太郎 モリタ ユウタロウ MORITA

31 坂上 佳也 サカガミ ヨシヤ RFA GAMI

32 射場本 綾 イバモト リョウ T-T.AC IBA

33 広井 海人 ヒロイ カイト 政田勇輝AC HIROeeee

34 坂野 裕樹 バンノ ユウキ 堀田聖尊ac Ｘhideo

① PM 辻川諒

② PM 澁谷宥介

③ PM 横内悠

④ 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 13:04

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 田村 嘉浩 タムラ ヨシヒロ TAMURA

3 島津 正孝 シマヅ マサタカ SHIMAO

4 阿部 靖 アベ ヤスシ ABE

5 小川 恭平 オガワ キョウヘイ 川崎陸協 KYOHEI

6 沢津橋 雅裕 サワツバシ マサヒロ なし TSUBASHI

7 芳澤 一星 ヨシザワ イッセイ issei

8 斉藤 優大 サイトウ ユウダイ Waseda

9 杉本 孝公 スギモト タカマサ SUGIMOTO

10 木幡 沢也 コハタ タクヤ Takuya

11 吉澤 剛司 ヨシザワ タケシ YOSHIZAWA

12 座間 保成 ザマ ヤスナリ ＪＲ東日本千葉 ZETT

13 水落 徳哲 ミズオチ ノリアキ ＦＲＣ NORI

14 伊東 修平 イトウ シュウヘイ RBRGTRC SHUHEI

15 櫻田 将 サクラダ マサル MAJ

16 渡辺 絢也 ワタナベ ジュンヤ JUNYA

17 森 雅俊 モリ マサトシ MM

18 福永 泰幸 フクナガ ヤスユキ 脳天逆立倶楽部 NSC

19 山本 貴政 ヤマモト タカマサ George

20 江頭 直人 エガシラ ナオト NAOTO

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

22 佐野 繁 サノ シゲル SS

23 岩田 貴一 イワタ キイチ KIICHI

24 冨永 尚宏 トミナガ タカヒロ 小金井おじ練 TOMINAGA

25 北川 悟 キタガワ サトル SATORU

26 高橋 純一 タカハシ ジュンイチ TAKAHASHI

27 渡辺 淳二 ワタナベ ジュンジ NABE

28 高見 瑞樹 タカミ ミズキ 足柄男塾 MIZU

29 荊沢 貴之 バラサワ タカユキ THY ヒロポン

30 石川 雅浩 イシカワ マサヒロ Ｔ・Ｔ－ＡＣ ISHIKAWA

31 小堀 光 コボリ ヒカリ 樂走組 KOBO

32 芹沢 元秀 セリザワ モトヒデ 8PRO Serizawa

33 肥沼 宏樹 コエヌマ ヒロキ 東京WINGS KOENUMA

34 芳澤 康太郎 ヨシザワ コウタロウ Mラン YOSSY

35 井上 靖数 イカミ ヤスカズ Ｔ・ＴーＡＣ IKAMI

36 亀井 康弘 カメイ ヤスヒロ KAME

37 斉藤 斉 サイトウ ヒトシ 酒RUN RUNBO

38 中野 裕介 ナカノ ユウスケ YUSUKE

39

40

① PM 井下裕貴

② PM 河野孝志

③ 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 13:26

ペースメーカー：①15分30秒、②15分45秒、③16分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 安田 京介 ヤスダ キョウスケ YSD

2 小檜山 江未留 コビヤマ エミル BNK23 EMIRATES

3 佐藤 怜 サトウ レイ 日本サムスン株式会社 REI

4 酒井 敦志 サカイ アツシ 狛江市陸協 ATSUSHI

5 内山 雄貴 ウチヤマ ユウキ YUKI

6 林 祐輝 ハヤシ ユウキ 川崎陸協 HAYASHI

7 宗石 和久 ムネイシ カズヒサ kmzn

8 栗原 篤人 クリハラ アツヒト TKランニング倶楽部 KURIBOY

9 小川 佳祐 オガワ ケイスケ OGAWA

10 井上 崇 イノウエ タカシ INOUE

11 井下田 雄亮 イゲタ ユウスケ 館林クラブ Yusuke

12 下村 和也 シモムラ カズヤ 市川ＭＣ K.S

13 落合 健太 オチアイ タケヒロ OCHIAI

14 鈴木 洋平 スズキ ヨウヘイ ランボーイズランガールズ YOHEI

15 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ MASAHIRO

16 石井 琉聖 イシイ リュウセイ 伊勢原陸協 RYUSEI

17 石津 雅章 イシズ マサアキ Ishizu

18 大野 瑛 オオノ アキラ 代官山綜合法律事務所 AKIRA

19 中山 貴史 ナカヤマ タカシ 花巻AC NAKAYAMA

20 吉村 仁志 ヨシムラ ヒトシ HITOSHI

21 小池 孝範 コイケ タカノリ 弁護士法人ENISHI KOIKE

22 柳沢 薫 ヤナギサワ カオル YANAGI

23 山田 貴幸 ヤマダ タカユキ Taka

24 大村 展弘 オオムラ ノブヒロ OOMURA

25 古賀 稔基 コガ トシキ KOGA

26 中里 和彦 ナカザト カズヒコ NAKAZATO

27 千田 俊輔 センダ シュンスケ SEN

28 長門 元太 ナガト ゲンタ 横須賀教育委員会 NAGATO

29 梅村 一輝 ウメムラ カズキ Power System KAZUKI

30

① PM 横内悠

② PM 河野孝志

③ 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7組 スタート時刻 13:48

ペースメーカー：①14分40秒、②15分00秒、③15分20秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 岩佐 快斗 イワサ カイト Kaito

2 川内 鮮輝 カワウチ ヨシキ Jaybird Jaybird

3 山口 純平 ヤマグチ ジュンペイ ELDORESO ランニングクラブ JP

4 藤野 滉生 フジノ コウキ GAZELLE KOUKI

5 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ 濃厚とんこつ GYOBA

6 樽木 将吾 タルキ ショウゴ TARU

7 濱崎 成平 ハマサキ ナルヘイ Naru

8 富張 裕紀 トミハリ ユウキ 矢口ランニングクラブ TOMIHARI

9 菊地 悠人 キクチ ユウト 東京陸協 TAN-SOCK

10 田邊 秀斗 タナベ シュウト shuto

11 岩瀬 弘之 イワセ ヒロユキ IWASE

12 岩崎 翔 イワサキ ショウ おとりーぬ おとりーぬ

13 平井 和貴 ヒライ カズキ ニッポンランナーズ KAZUKI

14 勝又 洋人 カツマタ ヒロト 八王子富士森走友会 KATSUMATA

15 小澤 智宏 オザワ トモヒロ 東京都庁 OZAWA

16 後沢 大成 ゴザワ タイセエ 頂プロジェクト GOZAWA

17 阿部 哲也 アベ テツヤ ABE

18 小川 真誉 オガワ マヨ 東京陸協 Mayo

19 尾崎 弘和 オサキ ヒロカズ Osaki

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

21 飯田 康平 イイダ コウヘイ KOHEI

22 枡川 健太郎 マスカワ ケンタロウ KENTARO

23 蒲生 晟也 ガモウ セイヤ 千葉陸協 SEIYA

24 入江 龍成 イリエ リュウセイ Ryusei

25 田井 慎一郎 タイ シンイチロウ SHIN

26 関口 頌悟 セキグチ ショウゴ グッチ

27 堀 貴博 ホリ タカヒロ 大垣体連 TAKAHIRO

28 多田 啓峰 タダ ヒロミネ 東京陸協 MINE

29 松本 翔 マツモト ショウ TeamMxK TeamMxK

30 平野 慶介 ヒラノ ケイスケ keifarah

31 宇佐美 亮児 ウサミ リョウジ RYOJI

32 桑門 広 クワカド ヒロシ 世田谷区 Kuwa

33 小山 大輝 コヤマ ダイキ KOYADAI

34 葛窪 千晴 クズクボ チハル 小金井おじ練 KUZUKUBO

35

① PM 井下裕貴

② PM 門出康孝

③ PM 河野孝志


