
＜日時＞

＜場所＞

＜受付＞

＜競技日程＞
MxKディスタンストライアル（非公認の部）

組 スタート時刻 （現地集合） （受付締切） 出走者
5000m 男女 1組 13:45 13:35 13:15 46名
5000m 男女 2組 14:15 14:05 13:45 45名
5000m 男女 3組 14:40 14:30 14:10 48名
5000m 男女 4組 15:05 14:55 14:35 45名
1500m 男女 1組 15:30 15:20 15:00 21名
1500m 男女 2組 15:40 15:30 15:10 18名

MxKディスタンスチャレンジ（公認の部）
組 スタート時刻 （現地集合） （受付締切） 出走者

1500m 男子 1組 15:50 15:40 15:20 18名
5000m 男子 1組 16:00 15:50 15:30 40名
5000m 男子 2組 16:20 16:10 15:50 42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。また、公認の部は平成31年度日本陸上競技連盟
　規則に基づき行います。
・各組若干名、当日エントリーを受け付けますので（番組表の赤色空白箇所）、参加ご希望の方は
　当日会場にお越しいただき、当日受付にて料金（3,000円）をお支払いください。
・ゼッケン（胸・背・腰）および参加賞は受付時に配付します。安全ピンは参加者でお持ちくだ
　さい。腰ゼッケンはパンツの右横やや後方に必ずつけてください。
・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。
・競技中の事故に関しては、責任は負いかねます。
・計時は、手動計時となります。
・記録証は希望者全員に、記録掲示後に発行します。開催日当日に受付まで申し出てください。
　※原則、開催日の翌日以降は受付いたしません。

＜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

種目

第22回 MxKディスタンス プログラム

2019年5月26日（日）13時45分～16時40分

代々木公園陸上競技場

12時45分～競技開始30分前迄　代々木公園陸上競技場　入口



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 13:45

ペースメーカー：①20分00秒、②20分30秒、③21分00秒、④22分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 記録
1 松本 光代 マツモト ミツヨ JBMA 着
2 島谷 良子 シマヤ リョウコ なし 着
3 新嶋 明 ニイジマ アキラ 藤原商会 着
4 矢吹 博和 ヤブキ ヒロカズ ドリームアシストクラブ 着
5 高須 進一 タカス シンイチ なし 着
6 太井 正人 フトイ マサト なし 着
7 堀口 智彦 ホリグチ トモヒコ なし 着
8 小池 順也 コイケ ジュンヤ なし 着
9 山本 雄一朗 ヤマモト ユウイチロウなし 着

10 川嵜 悠吾 カワサキ ユウゴ なし 着
11 木塚 宣明 キヅカ ノブアキ 太田走友会 着
12 河野 豊 コウノ ユタカ ｅＡ千葉 着
13 石元 理恵子 イシモト リエコ ウィングAC 着
14 早坂 孝治 ハヤサカ タカハル なし 着
15 松本 健 マツモト タケシ なし 着
16 遠藤 雅広 エンドウ マサヒロ なし 着
17 乗松 圭太 ノリマツ ケイタ なし 着
18 三舩 絵菜 ミフネ エナ なし 着
19 大川 未緒 オオカワ ミオ ASRC 着
20 中村 端寿 ナカムラ マサカズ なし 着
21 谷口 智哉 タニグチ トシヤ なし 着
22 井上 雄太 イノウエ ユウタ なし 着
23 船橋 太郎 フナバシ タロウ なし 着
24 渡邊 浩太 ワタナベ コウタ なし 着
25 岩佐 徹 イワサ トオル Harriers 着
26 長坂 伸司 ナガサカ シンジ 大江戸月島RC 着
27 須藤 奈央 スドウ ナオ ＷｉｎｄＲｕｎ 着
28 黒部 健 クロベ ケン べ～黒 着
29 半谷 謙寿 ハンガイ ケンジュ 東京陸協 着
30 吉野 十史郎 ヨシノ トウシロウ なし 着
31 川部 貴弘 カワベ タカヒロ なし 着
32 吉村 真友子 ヨシムラ マユコ なし 着
33 三澤 覚 ミサワ サトル オーリンゲン 着
34 宮本 明 ミヤモト アキラ TRACKTOKYO 着
35 藤原 由秋 フジワラ ヨシアキ なし 着
36 村松 久 ムラマツ ヒサシ なし 着
37 杤谷 有紀 トチヤ ユキ なし 着
38 安田 理絵 ヤスダ リエ TeamMxK 着
39 藤田 美和子 フジタ ミワコ なし 着
40 秋山 和則 アキヤマ カズノリ なし 着
41 岡崎 園子 オカザキ ソノコ なし 着
42 伊賀 正志 イガ マサユキ なし 着
43 関 祐一 セキ ユウイチ なし 着
44 石井 正樹 イシイ マサキ なし 着
45 谷元 通隆 タニモト ミチタカ なし 着
46 大西 久美子 オオニシ クミコ なし 着
47 着
48 着
49 着
50 着
- 北村 優志 キタムラ ユウジ TeamMxK 20分00秒0 着
- 緑川 優 ミドリカワ ユウ TeamMxK 20分30秒0 着
- 塩谷 信二 シオヤ シンジ 東京陸協 21分00秒0 着
- 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 日税ビジネス 22分00秒0 着

着順



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 14:15

ペースメーカー：①19分10秒、②19分30秒、③19分50秒
No 氏　名 カナ 所　属 記録
1 木村 泉穂 キムラ ミズホ エアラン東京 着
2 石井 佑典 イシイ ユウスケ ハリアーズ 着
3 吉田 迅文 ヨシダ トシフミ なし 着
4 鶴谷 啓子 ツルヤ ケイコ なし 着
5 髙橋 優介 タカハシ ユウスケ なし 着
6 八木 敏英 ヤギ トシヒデ Team R×L＋ 着
7 斎間 秀雄 サイマ ヒデオ なし 着
8 馬場 建一 ババ ケンイチ なし 着
9 小金丸 浩史 コガネマル ヒロシ エビトラＡＣ 着
10 田口 亜利沙 タグチ アリサ なし 着
11 下津 公敬 シモツ ヒロタカ トップギア 着
12 吉田 和彦 ヨシダ カズヒコ 小鳥キッス 着
13 吉岡 誠一郎 ヨシオカ セイイチロウラフラフ  ＲＣ 着
14 染野 かずみ ソメノ カズミ なし 着
15 藤野 義久 フジノ ヨシヒサ 東京陸協 着
16 伊藤 俊介 イトウ シュンスケ ZMC 着
17 祢津 知広 ネヅ トモヒロ WindRun 着
18 櫻井 芳夫 サクライ ヨシオ 富山県庁 着
19 今野 豪 コンノ タケル なし 着
20 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウモンベル 着
21 春山 裕介 ハルヤマ ユウスケ はだし駅伝部 着
22 高橋 博之 タカハシ ヒロユキ 海老名市陸協 着
23 増澤 陽策 マスザワ ヨウサク DreamAC 着
24 伊藤 正宣 イトウ マサノブ 豊洲RC 着
25 倉下 直樹 クラシタ ナオキ 華奢な軟骨 着
26 西谷 茂章 ニシタニ シゲアキ Dream AC 着
27 森井 保次 モリイ ヤスツグ SWAC 着
28 久冨 道玄 ヒサトミ ミチハル なし 着
29 大坂 好和 オオサカ ヨシカズ BaSRC 着
30 相澤 良幸 アイザワ ヨシユキ なし 着
31 辻 秀憲 ツジ ヒデノリ ニッポンランナーズ 着
32 山田 高広 ヤマダ タカヒロ μ世田谷 着
33 三澤 いずみ ミサワ イズミ Break through 着
34 杉山 健太 スギヤマ ケンタ なし 着
35 中野 拓 ナカノ タク なし 着
36 植村 育子 ウエムラ イクコ なし 着
37 松浦 義人 マツウラ ヨシト なし 着
38 龍野 貴光 リュウノ タカミツ なし 着
39 吉田 千裕 ヨシダ チヒロ なし 着
40 馬詰 義明 ウマヅメ ヨシアキ TeamMxK 着
41 平山 謙司 ヒラヤマ ケンジ なし 着
42 石井 靖子 イシイ ヤスコ なし 着
43 稲垣 操 イナガキ ミサオ なし 着
44 大矢 勝之 オオヤ カツユキ なし 着
45 保坂 行輝 ホサカ コウキ なし 着
46 着
47 着
48 着
49 着
50 着
- 北村 優志 キタムラ ユウジ TeamMxK 19分10秒0 着
- 緑川 優 ミドリカワ ユウ TeamMxK 19分30秒0 着
- 塩谷 信二 シオヤ シンジ 東京陸協 19分50秒0 着

着順



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 14:40

ペースメーカー：①18分10秒、②18分30秒、③18分50秒
No 氏　名 カナ 所　属 記録
1 小關 泰広 コセキ ヤスヒロ ザ・スペース 着
2 森田 周一 モリタ シュウイチ 小金井公園おじさん練習会 着
3 山下 慎次 ヤマシタ シンジ 小金井おじ練 着
4 名知 哲也 ナチ テツヤ なし 着
5 梅田 進也 ウメダ シンヤ なし 着
6 海老原 美保 エビハラ ミホ AC・KITA 着
7 鈴木 祐太 スズキ ユウタ なし 着
8 甲元 辰雄 コウモト タツオ なし 着
9 初見 済 ハツミ ワタル なし 着
10 籾山 勇次 モミヤマ ユウジ さいたま走友会 着
11 田村 一也 タムラ カズヤ 埼玉南走友会 着
12 山口 幹哉 ヤマグチ ミキヤ なし 着
13 広瀬 弘宣 ヒロセ ヒロノブ うさまる探検隊 着
14 宮原 春樹 ミヤハラ ハルキ 横浜市陸協 着
15 中澤 武 ナカザワ タケシ 大阪陸協 着
16 竹田 健太郎 タケダ ケンタロウ 船橋e 着
17 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ クラブR2東日本 着
18 保岡 昌彦 ヤスオカ マサヒコ なし 着
19 鈴木 秀人 スズキ ヒデト なし 着
20 萩原 拓也 ハギワラ タクヤ ポップライン 着
21 森木 健太郎 モリキ ケンタロウ 湘南海岸ＲＣ 着
22 阿蘇谷 智崇 アソタニ トモタカ なし 着
23 渡辺 光太郎 ワタナベ コウタロウ なし 着
24 山崎 達郎 ヤマザキ タツロウ Windrun 着
25 守屋 隆史 モリヤ タカシ マラソン完走Ｃ 着
26 重久 浩一 シゲヒサ コウイチ 西彼杵郡陸協 着
27 長谷川 翔 ハセガワ ショウ なし 着
28 宮澤 奈央 ミヤザワ ナオ 鶴見大学 着
29 安田 美雪 ヤスダ ミユキ なし 着
30 斎藤 絵美 サイトウ エミ なし 着
31 近内 京太 コンナイ キョウタ WINDRUN 着
32 増田 貴之 マスダ タカユキ なし 着
33 相馬 謙吾 ソウマ ケンゴ なし 着
34 市川 拓真 イチカワ タクマ なし 着
35 平田 修也 ヒラタ シュウヤ カナガワＲＣ 着
36 平山 真由美 ヒラヤマ マユミ なし 着
37 丸山 勲 マルヤマ イサオ MIND社 着
38 小松 靖史 コマツ ヤスシ なし 着
39 冨田 道也 トミタ ミチヤ なし 着
40 正木 裕美 マサキ ヒロミ なし 着
41 塩谷 政樹 シオヤ マサキ なし 着
42 梅田 卓資 ウメダ タクジ Ｔeam Ｍ×Ｋ 着
43 永山 誉隆 ナガヤマ ヨシタカ TOKYOBAYRC 着
44 竹内 大揮 タケウチ ダイキ なし 着

※ 45 佐藤 仁美 サトウ ヒトミ 坂戸市陸協 着
46 近藤 瞳 コンドウ ヒトミ なし 着
47 太田 聖 オオタ セイ なし 着
48 青海 理人 アオウミ マサト Go up！ 着
49 着
50 着
- 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 千葉陸協 18分10秒0 着
- 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 日税ビジネス 18分30秒0 着
- 北村 優志 キタムラ ユウジ TeamMxK 18分50秒0 着

着順



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 15:05

ペースメーカー：①16分30秒、②17分00秒、③17分30秒、④18分00秒
No 氏　名 カナ 所　属 記録
1 南波 直満 ナンバ ナオミツ DreamAC 着
2 谷 直也 タニ ナオヤ なし 着
3 小堀 光 コボリ ヒカリ 樂走組 着
4 飯田 健太郎 イイダ ケンタロウ なし 着
5 熊谷 昂哉 クマガイ タカヤ なし 着
6 大久保 弘治郎 オオクボ コウジロウなし 着
7 高木 勇樹 タカギ ユウキ なし 着
8 横山 烈 ヨコヤマ レツ なし 着
9 木村 圭佑 キムラ ケイスケ なし 着
10 木川 大輔 キカワ ダイスケ DreamAC 着
11 渕脇 勝志 フチワキ カツシ なし 着
12 本長谷 好富 モトハセ ヨシトミ 東京陸協 着
13 森本 晃史 モリモト アキフミ Dream Assist Club 着
14 松岡 泰宏 マツオカ ヤスヒロ ジョギング同好会探相模原 着
15 足達 健人 アダチ ケント なし 着
16 畑中 拓一 ハタナカ タクイチ 東京陸協 着
17 高橋 勇気 タカハシ ユウキ 東京陸協 着
18 鈴木 新 スズキ シン なし 着
19 泉 朋行 イズミ トモユキ なし 着
20 梶田 進一郎 カジタ シンイチロウなし 着
21 入角 健也 イリスミ ケンヤ なし 着
22 矢島 秀悟 ヤジマ ヒデノリ なし 着
23 柳沼 幸一 ヤギヌマ コウイチ 小金井おじ練 着
24 澤田 洋志 サワダ ヒロシ RUNWEB 着
25 二井谷 昇 ニイタニ ノボル なし 着
26 鈴木 洋平 スズキ ヨウヘイ ランボーズ 着
27 守屋 一博 モリヤ カズヒロ なし 着
28 石原 洋祐 イシハラ ヨウスケ 静岡陸協 着
29 島田 裕二 シマダ ユウジ なし 着
30 須藤 雅之 ストウ マサユキ 玉岡クリニック 着
31 戸村 健 トムラ ケン なし 着
32 西野 香里 ニシノ カオリ なし 着
33 北島 明 キタジマ アキラ エビトラＡＣ 着
34 今野 洋志 コンノ ヒロシ くまごろう 着
35 我妻 総 ワガツマ サトシ 鴨川走友会 着
36 加藤 忠重 カトウ タダシゲ ＫＲＣ 着
37 伊藤 健一 イトウ ケンイチ なし 着
38 城田 泰久 シロタ ヤスヒサ 小金井おじ練 着
39 片岡 洋海 カタオカ ヒロミ なし 着
40 原田 貴正 ハラダ タカマサ なし 着
41 金子 誠 カネコ マコト なし 着
42 沼倉 睦 ヌマクラ ムツミ トラック野郎AC 着
43 鈴木 直人 スズキ ナオト なし 着
44 田久保 豊 タクボ ユタカ TKBアスリーツ 着
45 渡辺 浩史 ワタナベ ヒロシ トラック野郎AC 着
46 着
47 着
48 着
49 着
50 着
- 井下 裕貴 イノシタ ユウキ 川越市陸協 16分30秒0 着
- 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 千葉陸協 17分00秒0 着
- 三宅 翔太 ミヤケ ショウタ 秦野市役所 17分30秒0 着
- 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 日税ビジネス 18分00秒0 着

着順



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 15:30

ペースメーカー：①5分00秒、②5分15秒、③5分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 記録
1 藤野 浩一郎 フジノ コウイチロウ 東京マスターズ陸上 着
2 石川 舞 イシカワ マイ なし 着
3 岡庭 朱里 オカニワ ジュリ 東京YMCA 着
4 佐藤 篤志 サトウ アツシ なし 着
5 藁谷 希理 ワラガイ キリ カナガワＲＣ 着
6 尾方 優作 オガタ ユウサク なし 着
7 明石 雄人 アカシ ユウト なし 着
8 山﨑 詩大 ヤマザキ ウタ TMRC 着
9 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 樂走組 着
10 着
11 着
12 着
13 森本 晃史 モリモト アキフミ Dream Assist Club 着
14 宮原 春樹 ミヤハラ ハルキ 横浜市陸協 着
15 中澤 武 ナカザワ タケシ 大阪陸協 着
16 遠藤 雅広 エンドウ マサヒロ なし 着
17 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ クラブR2東日本 着
18 櫻井 芳夫 サクライ ヨシオ 富山県庁 着
19 今野 豪 コンノ タケル なし 着
20 中村 端寿 ナカムラ マサカズ なし 着
21 谷口 智哉 タニグチ トシヤ なし 着
22 井上 雄太 イノウエ ユウタ なし 着
23 渡辺 光太郎 ワタナベ コウタロウ なし 着
24 伊藤 正宣 イトウ マサノブ 豊洲RC 着
- 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 千葉陸協 5分00秒0 着
- 三宅 翔太 ミヤケ ショウタ 秦野市役所 5分15秒0 着
- 緑川 優 ミドリカワ ユウ TeamMxK 5分30秒0 着

着順



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 15:40

ペースメーカー：①4分30秒、②4分40秒、③4分50秒

No 氏　名 カナ 所　属 記録
1 小關 泰広 コセキ ヤスヒロ ザ・スペース 着
2 谷 直也 タニ ナオヤ なし 着
3 小堀 光 コボリ ヒカリ 樂走組 着
4 飯田 健太郎 イイダ ケンタロウ なし 着
5 髙橋 優介 タカハシ ユウスケ なし 着
6 八木 敏英 ヤギ トシヒデ Team R×L＋ 着
7 高木 勇樹 タカギ ユウキ なし 着
8 冨樫 和聡 トガシ カズシ 東京YMCA 着
9 増子 亘輝 マシコ コウキ なし 着
10 佐藤 一樹 サトウ カズキ 東京YMCA 着
11 柴田 昌徳 シバタ マサノリ 紅い絆 着
12 秋山 信行 アキヤマ ノブユキ NINE TOCHIGI TC 着
13 佐伯 智 サエキ サトシ なし 着
14 笹本 浩司 ササモト コウジ なし 着
15 大越 優菜 オオコシ ユウナ 東京YMCA 着
16 木村 優基 キムラ ユウキ TMRC 着
17 寺尾 隆宏 テラオ タカヒロ なし 着
18 着
19 鈴木 秀人 スズキ ヒデト なし 着
20 着
- 三宅 翔太 ミヤケ ショウタ 秦野市役所 4分30秒0 着
- 河野 孝志 コウノ タカシ 東京陸協 4分40秒0 着
- 河合 謙一 カワイ ケンイチ 東京陸協 4分50秒0 着

着順



MxKディスタンスチャレンジ　（公認の部）
1500m　男子1組 スタート時刻 15:50

ペースメーカー：①4分07秒、②4分15秒、③4分25秒

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録
1 斎藤 俊平太 サイトウ シュンペイタ横浜市陸協 神奈川県 着
2 牧島 涼也 マキシマ リョウヤ 伊那東部中 長野県 着
3 宇津木 亮 ウツキ リョウ 東京陸協 東京都 着
4 中川 詳太 ナカガワ ショウタ 足立陸協 東京都 着
5 岡田 和正 オカダ カズマサ 埼玉陸協 埼玉県 着
6 吉田 知史 ヨシダ サトシ アットホーム 東京都 着
7 千葉 純也 チバ ジュンヤ 埼玉陸協 埼玉県 着
8 瀧野 幹拡 タキノ ミキヒロ DAC(筑駒高) 東京都 着
9 我妻 総 ワガツマ サトシ 鴨川走友会 京都府 着
10 村川 雄一 ムラカワ ユウイチ 東京陸協 東京都 着
11 長谷 知弥 ナガタニ トモヤ TMRC 神奈川県 着
12 佐藤 広大 サトウ コウダイ 東京陸協 東京都 着
13 荒幡 哲治 アラハタ テツハル 東京陸協 東京都 着
14 太田 悠介 オオタ ユウスケ WAVE TC 神奈川県 着
15 渡邉 友希紘 ワタナベ ユキヒロ 岐阜陸協 岐阜県 着
16 着
17 着
18 井下 裕貴 イノシタ ユウキ 川越市陸協 埼玉県 4分07秒5 着
19 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 千葉陸協 千葉県 4分15秒0 着
20 三宅 翔太 ミヤケ ショウタ 秦野市役所 神奈川県 4分25秒0 着

着順



MxKディスタンスチャレンジ　（公認の部）
5000m　男子1組 スタート時刻 16:00

ペースメーカー：①16分15秒、②16分35秒、③16分55秒
No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録
1 上川 英一郎 カミカワ エイイチロウBreakthrough 東京都 着
2 秋谷 吉彦 アキヤ ヨシヒコ 千葉陸協 千葉県 着
3 筒井 優吉 ツツイ ユウキチ クラブR2東日本 神奈川県 着
4 植村 雄一郎 ウエムラ ユウイチロウBreakthrough 東京都 着
5 松田 拓朗 マツダ タクロウ 福井陸協 福井県 着
6 中島 圭一 ナカシマ ケイイチ 福岡市役所 福岡県 着
7 篠崎 賢一 シノザキ ケンイチ 東京陸協 東京都 着
8 大村 展弘 オオムラ ノブヒロ 東京陸協 東京都 着
9 着
10 田島 祐介 タジマ ユウスケ 東京陸協 東京都 着
11 宮原 武也 ミヤハラ タケヤ CIA 千葉県 着
12 赤田 一平 アカダ イッペイ 習志野市陸協 千葉県 着
13 渡邉 遼平 ワタナベ リョウヘイ 作．ＡＣ札幌 北海道 着
14 上村 佳嗣 カミムラ ヨシツグ 東京陸協 東京都 着
15 後宮 正幸 アトミヤ マサユキ W.A.C 東京都 着
16 恵藤 宏紀 エトウ ヒロキ カナガワRC 埼玉県 着
17 岡田 匠平 オカダ ショウヘイ 東京陸協 東京都 着
18 河野 祐介 カワノ ユウスケ WindRun 東京都 着
19 高橋 純一 タカハシ ジュンイチ Team M×K 東京都 着
20 平尾 良太 ヒラオ リョウタ 東京陸協 東京都 着
21 小池 孝範 コイケ タカノリ 立川市陸協 東京都 着
22 木下 紀男 キノシタ ノリオ 小金井おじ練 東京都 着
23 田口 雄誠 タグチ ユウセイ 東京陸協 東京都 着
24 齋藤 房喜 サイトウ フサヨシ T･T-Athlete Club 東京都 着
25 武藤 真弘 ムトウ マサヒロ 東京陸協 東京都 着
26 井上 靖数 イカミ ヤスカズ Ｔ・Ｔ－ＡＣ 東京都 着
27 吉村 仁志 ヨシムラ ヒトシ NEC三田陸上部 東京都 着
28 大竹 基之 オオタケ モトユキ ラフラフRC 埼玉県 着
29 大友 圭介 オオトモ ケイスケ 東京陸協 東京都 着
30 渥美 守弘 アツミ モリヒロ SMILEY 静岡県 着
31 鷹觜 勇宜 タカノハシ ユウキ 伊藤忠商事 東京都 着
32 斉藤 斉 サイトウ ヒトシ 県北陸協 福島県 着
33 着
34 本郷 孝知 ホンゴウ タカアキ TeamMxK 東京都 着
35 桑野 博輔 クワノヒ ロスケ Breakthrough 東京都 着
36 新田 魁洲 ニッタ カイシュウ 東京陸協 東京都 着
37 黒崎 群 クロサキ グン 東京陸協 東京都 着
38 鈴木 陸哉 スズキ リクヤ ゆめおり陸上クラブ 東京都 着

※ 39 柴田 拓也 シバタ タクヤ 埼玉陸協 埼玉県 着
40 着
41 着
42 着
43 着
44 着
45 着
46 着
47 着
48 ジュイ サイラス ジュイ サイラス 千葉陸協 千葉県 16分15秒0 着
49 河野 孝志 コウノ タカシ 東京陸協 東京都 16分35秒0 着
50 河合 謙一 カワイ ケンイチ 東京陸協 東京都 16分55秒0 着

着順



MxKディスタンスチャレンジ　（公認の部）
5000m　男子2組 スタート時刻 16:20

ペースメーカー：①14分59秒、②15分20秒、③15分40秒、④16分00秒
No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録
1 斎藤 俊平太 サイトウ シュンペイタ横浜市陸協 神奈川県 着
2 中野 正人 ナカノ マサト 日製日立 茨城県 着
3 岩崎 翔 イワサキ ショウ 石川走友会 栃木県 着
4 丸山 開陸 マルヤマ カイリ 上州アスリートクラブ 群馬県 着
5 新地 司 シンチ ツカサ SUBARU RC 群馬県 着
6 着
7 淵本 光 フチモト ヒカル NINE TOCHIGI TC 栃木県 着
8 富張 裕紀 トミハリ ユウキ TMRC 神奈川県 着
9 松川 隼也 マツカワ トシヤ 東京陸協 東京都 着
10 永見 聡一朗 ナガミ ソウイチロウ 東京陸協 東京都 着
11 着
12 森田 尚希 モリタ ナオキ 流経大附属柏高校 千葉県 着
13 加藤 可己 カトウ ヨシキ WindRun 東京都 着
14 村戸 雄輝 ムラト ユウキ ハートブレイク 神奈川県 着
15 湯澤 寛樹 ユザワ ヒロキ RAN JO KAI 東京都 着
16 比企野 創典 ヒキノ ソウスケ 紫波郡陸協 岩手県 着
17 若生 裕之 ワコウ ヒロユキ つくば陸協 茨城県 着
18 大垣 秀介 オオガキ シュウスケ 東京陸協 東京都 着
19 佐谷 尚紀 サタニ ナオキ 東京都陸協 東京都 着
20 新海 昂生 シンカイ タカオ 東京都立国立高校 東京都 着
21 鈴木 大樹 スズキ ヒロキ クラブR2東日本 東京都 着
22 中橋 冬陽 ナカハシ フユハル 袖ケ浦市陸協 千葉県 着
23 美濃田 拓紀 ミノダ ヒロキ 東京都庁 東京都 着
24 勘舎 方敬 カンジャ マサヨシ TeamM×K 東京都 着
25 舘野 貴久 タテノ タカヒサ 東京陸連 東京都 着
26 野村 茂行 ノムラ シゲユキ 凡人ＲＣ 北海道 着
27 衣笠 一喜 キヌガサ カズキ 東京陸協 東京都 着
28 若松 鉄也 ワカマツ テツヤ 日揮 神奈川県 着
29 治田 寛郎 ハッタ ヒロオ 東京陸協 東京都 着
30 前川 貴登 マエカワ タカト JR東日本千葉 千葉県 着
31 畠中 勝己 ハタナカ カツミ 東京陸協 東京都 着
32 内山 雄貴 ウチヤマ ユウキ 東京都庁 東京都 着
33 小松原 譲 コマツバラ ユズル 茨城陸協 茨城県 着
34 落合 健太 オチアイ タケヒロ 板橋区陸協 東京都 着
35 勝又 洋人 カツマタ ヒロト 早稲田大学陸上競技同好会 東京都 着
36 吉崎 佑 ヨシザキ タスク 東京陸協 東京都 着
37 山田 泰生 ヤマダ ヒロキ まるお製作所 東京都 着
38 山田 祐生 ヤマダ ユウキ まるお製作所 東京都 着
39 着
40 着
41 着
42 着
43 着
44 着
45 三宅 翔太 ミヤケ ショウタ 秦野市役所 神奈川県 着
46 松本 翔 マツモト ショウ 日税ビジネス 東京都 着
47 井下 裕貴 イノシタ ユウキ 川越市陸協 埼玉県 15分20秒0 着
48 ジュイ サイラス ジュイ サイラス 千葉陸協 千葉県 14分59秒0 着
49 河野 孝志 コウノ タカシ 東京陸協 東京都 15分40秒0 着
50 河合 謙一 カワイ ケンイチ 東京陸協 東京都 16分00秒0 着

着順


