
＜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 15:40 15:30 15:10 48名
5000m 男女 2組 16:10 16:00 15:40 44名
5000m 男女 3組 16:35 16:25 16:05 47名
5000m 男女 4組 17:00 16:50 16:30 42名
5000m 男女 5組 17:25 17:15 16:55 39名
1500m 男女 1組 17:50 17:40 17:20 19名
1500m 男女 2組 18:00 17:50 17:30 25名
1500m 男女 3組 18:10 18:00 17:40 19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 18:20 18:10 17:50 16名
1500m 男子 2組 18:30 18:20 18:00 23名
5000m 男子 1組 18:40 18:30 18:10 32名
5000m 男子 2組 19:05 18:55 18:35 50名
5000m 男子 3組 19:30 19:20 19:00 49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2019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23回 MxKディスタンス プログラム

2019年6月23日（日）15時40分～19時50分

代々木公園陸上競技場

14時15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 15:40

ペースメーカー：①20分30秒、②21分00秒、③21分30秒、④22分00秒、⑤23分00秒
No 氏　名 カナ 所　属 記録
1 早坂 孝治 ハヤサカ タカハル なし 着
2 遠藤 雅広 エンドウ マサヒロ なし 着
3 松本 健 マツモト タケシ なし 着
4 横川 美沙 ヨコカワ ミサ TeamM×K 着
5 野島 多佳子 ノジマ タカコ なし 着
6 乗松 圭太 ノリマツ ケイタ なし 着
7 吉田 千裕 ヨシダ チヒロ なし 着
8 中尾 直次 ナカオ ナオツグ GRlab関西 着
9 中村 端寿 ナカムラ マサカズ なし 着
10 石川 涼子 イシカワ リョウコ なし 着
11 石原 博之 イシハラ ヒロユキ 堀正工業㈱ 着
12 半谷 謙寿 ﾊﾝｶﾞｲ ｹﾝｼﾞｭ 東京YMCA 着
13 塚本 圭祐 ツカモト ケイスケ なし 着
14 吉田 周 ヨシダ シュウ なし 着
15 島田 麻友子 シマダ マユコ 紐育的寿司集団 着
16 吉野 十史郎 ヨシノ トウシロウ なし 着
17 水野 麻子 ミズノ アサコ バンバンクラブ 着
18 田村 友和 タムラ トモカズ 東京陸協 着
19 布川 哲也 フカワ テツヤ なし 着
20 佐藤 美保 サトウ ミホ なし 着
21 秋山 信行 アキヤマ ノブユキ NINE TOTIGHI TC 着
22 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル Team RxL 着
23 大森 武 オオモリ タケシ ケンソックス 着
24 二宮 美幸 ニノミヤ ミユキ なし 着
25 大久保 真巳子 オオクボ マキコ なし 着
26 清水 孝行 シミズ タカユキ なし 着
27 竹内 祥人 タケウチ ヨシト なし 着
28 黒部 健 クロベ ケン べ～黒 着
29 松村 浩一 マツムラ コウイチ なし 着
30 染井 貴子 ソメイ タカコ ARC東京 着
31 村木 建治 ムラキ ケンジ なし 着
32 岩村 直美 イワムラ ナオミ なし 着
33 平山 貴史 ヒラヤマ タカシ なし 着
34 三澤 覚 ミサワ サトル なし 着
35 福地 葉子 フクチ ヨウコ なし 着
36 関 洋一郎 セキ ヨウイチロウ なし 着
37 三舩 絵菜 ミフネ エナ なし 着
38 澤畠 正裕 サワハタ マサヒロ さわはた～ず 着
39 石井 洋佑 イシイ ヨウスケ なし 着
40 大西 久美子 オオニシ クミコ なし 着
41 中島 雄 ナカジマ ユウ なし 着
42 天野 功一 アマノ コウイチ なし 着
43 村松 久 ムラマツ ヒサシ なし 着
44 石井 正樹 イシイ マサキ なし 着
45 内山 亜紀子 ウチヤマ アキコ なし 着
46 澤畠 桂子 サワハタ ケイコ さわはた～ず 着
47 大山 雄二郎 オオヤマ ユウジロウなし 着
48 秋山 和則 アキヤマ カズノリ なし 着
49 着
50 着
- 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ Team MxK 20分30秒0 着
- 緑川 優 ミドリカワ ユウ Team MxK 21分00秒0 着
- 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ Team MxK 21分30秒0 着
- 中山 晃一 ナカヤマ コウイチ Team MxK 22分00秒0 着
- 土谷 和貴 ツチヤ カズタカ Team MxK 23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 16:10

ペースメーカー：①19分30秒、②20分00秒、③20分25秒
No 氏　名 カナ 所　属 記録
1 倉下 直樹 クラシタ ナオキ 華奢な軟骨 着
2 石川 修一 イシカワ シュウイチ なし 着
3 中野 拓 ナカノ タク なし 着
4 川島 大亮 カワシマ ダイスケ 東京陸協 着
5 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウモンベル 着
6 山田 高広 ヤマダ タカヒロ μ世田谷 着
7 笹井 裕之 ササイ ヒロユキ パナソニック 着
8 小林 尚 コバヤシ タカシ なし 着
9 植村 育子 ウエムラ イクコ Breakthrough 着
10 谷口 智哉 タニグチ トシヤ なし 着
11 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ なし 着
12 永田 幸栄 ナガタ ユキエ なし 着
13 飯塚 律子 イイヅカ リツコ なし 着
14 吉田 宏信 ヨシダ ヒロノブ なし 着
15 三澤 いずみ ミサワ イズミ Breakthrough 着
16 龍野 貴光 リュウノ タカミツ なし 着
17 佐藤 悠司 サトウ ユウジ ランデザイン 着
18 石井 靖子 イシイ ヤスコ なし 着
19 高橋 信一郎 タカハシ シンイチロウなし 着
20 今野 豪 コンノ タケル なし 着
21 今中 英樹 イマナカ ヒデキ Team M×K 着
22 杉崎 雄士 スギサキ ユウジ なし 着
23 大松 知恵 オオマツ チエ なし 着
24 遊佐 慎 ユサ マコト GMアスリート 着
25 小暮 慎太郎 コグレ シンタロウ なし 着
26 石井 明夫 イシイ アキオ 樂走組 着
27 溝口 翼 ミゾグチ ツバサ なし 着
28 塚越 達也 ツカゴシ タツヤ なし 着
29 斎藤 繁範 サイトウ シゲノリ なし 着
30 着
31 高須 進一 タカス シンイチ なし 着
32 馬詰 義明 ウマヅメ ヨシアキ TeamMxK 着
33 小川 貴宏 オガワ タカヒロ なし 着
34 井上 宜久 イノウエ ノリヒサ Team M×K 着
35 新嶋 明 ニイジマ アキラ 藤原商会 着
36 曽我 智則 ソガ トモノリ なし 着
37 井上 雄太 イノウエ ユウタ なし 着
38 関 祐一 セキ ユウイチ なし 着
39 木塚 宣明 キヅカ ノブアキ 太田走友会 着
40 小穴 まゆみ オアナ マユミ windrun 着
41 田頭 郁 タガシラ カオル なし 着
42 中光 和裕 ナカミツ カズヒロ なし 着
43 長坂 伸司 ナガサカ シンジ 大江戸月島RC 着
44 石元 理恵子 イシモト リエコ ウィングAC 着
45 谷元 通隆 タニモト ミチタカ なし 着
46 着
47 着
48 着
49 着
50 着
- 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ Team MxK 19分30秒0 着

緑川 優 ミドリカワ ユウ Team MxK 19分45秒0
- 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ Team MxK 20分00秒0 着
- 中山 晃一 ナカヤマ コウイチ Team MxK 20分25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 16:35

ペースメーカー：①18分30秒、②18分50秒、③19分10秒
No 氏　名 カナ 所　属 記録
1 吉野 匠 ヨシノ タクミ なし 着
2 近内 京太 コンナイ キョウタ WindRun 着
3 櫻井 芳夫 サクライ ヨシオ 富山県庁 着
4 守屋 隆史 モリヤ タカシ マラソン完走Ｃ 着
5 薄隅 直人 ウスズミ ナオト なし 着
6 瀬尾 崇 セオ タカシ なし 着
7 藤岡 英二 フジオカ エイジ JBAT 着
8 篠田 隆之 シノダ タカユキ ラック 着
9 鈴木 宏之 スズキ ヒロユキ 茨城陸協 着
10 広瀬 弘宣 ヒロセ ヒロノブ TEAMべべ練 着
11 中村 卓哉 ナカムラ タクヤ なし 着
12 永田 幸栄 ナガタ ユキエ なし 着
13 埴原 正樹 ハイバラ マサキ 東京陸協 着
14 宮城 克基 ミヤギ カツキ なし 着
15 石井 俊太 イシイ シュンタ Team AOYAMA 着
16 相馬 謙吾 ソウマ ケンゴ なし 着
17 坂本 和也 サカモト カズヤ なし 着
18 小松 靖史 コマツ ヤスシ なし 着
19 山崎 加央里 ヤマザキ カオリ なし 着
20 梅田 進也 ウメダ シンヤ なし 着
21 青海 理人 アオウミ マサト Go up！ 着
22 木村 哲 キムラ サトシ なし 着
23 下村 秀斗 シモムラ シュウト 茨城陸協 着
24 一之瀬 陽 イチノセ ヨウ なし 着
25 長瀬 康一 ナガセ コウイチ 松戸２１ＲＣ 着
26 小坂 翔 コザカ ショウ はんこ屋LOHAS 着
27 斎間 秀雄 サイマ ヒデオ なし 着
28 石井 佑典 イシイ ユウスケ ハリアーズ 着
29 辻 祐介 ツジ ユウスケ TEAM VALUE 着
30 吉田 和彦 ヨシダ カズヒコ 小鳥キッス 着
31 三浦 惇 ミウラ マコト なし 着
32 石田 賢 イシダ サトシ なし 着
33 下津 公敬 シモツ ヒロタカ トップギア 着
34 矢ケ部 章二 ヤカベ ショウジ Go up! 着
35 山本 雄一朗 ヤマモト ユウイチロウなし 着
36 相澤 良幸 アイザワ ヨシユキ なし 着
37 國島 秀二 クニシマ シュウジ ハリアーズ 着
38 金山 真之 カナヤマ マサユキ なし 着
39 吉村 孝喜 ヨシムラ コウキ なし 着
40 杉山 健太 スギヤマ ケンタ なし 着
41 宮澤 奈央 ミヤザワ ナオ なし 着
42 河村 亮 カワムラ アキラ なし 着
43 羽鳥 光郎 ハトリ ミツロウ なし 着
44 近藤 瞳 コンドウ ヒトミ なし 着
45 春山 裕介 ハルヤマ ユウスケ はだし駅伝部 着
46 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 樂走組 着
47 松尾 紀能 マツオ ノリヨシ ラチエンＡＣ 着
48 着
49 着
50 着
- 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ Team MxK 18分30秒0 着
- 土谷 和貴 ツチヤ カズタカ Team MxK 18分50秒0 着
- 阿部 飛雄馬 アベ ヒユウマ 東京大学 19分10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 17:00

ペースメーカー：①17分40秒、②17分55秒、③18分10秒
No 氏　名 カナ 所　属 記録
1 阿蘇谷 智崇 アソタニ トモタカ なし 着
2 島田 亮 シマダ リョウ 紐育的寿司集団 着
3 岩崎 啓昭 イワサキ ヒロアキ なし 着
4 小山 拓巳 コヤマ タクミ なし 着
5 着
6 小松 洋 コマツ ヒロシ MJH 着
7 加納 崇徳 カノウ タカノリ 東京大学 着
8 島田 裕二 シマダ ユウジ なし 着
9 福島 広大 フクシマ コウダイ 神町自衛隊 着
10 浅田 和宏 アサダ カズヒロ ＷｉｎｄＲｕｎ 着
11 戸村 健 トムラ ケン なし 着
12 澤畠 朋美 サワハタ トモミ さわはた～ず 着
13 大山 一徳 オオヤマ カズノリ 第一三共陸上部 着
14 谷 舞子 タニ マイコ 尼崎ナイトランナーズ 着
15 佐藤 孝之 サトウ タカユキ なし 着
16 飯田 健太郎 イイダ ケンタロウ なし 着
17 浮津 康宏 ウキツ ヤスヒロ なし 着
18 杉田 昌夫 スギタ マサオ なし 着
19 菅 佑輔 カン ユウスケ なし 着
20 池田 篤史 イケダ アツシ TEAM ACE 着
21 金子 雄介 カネコ ユウスケ なし 着
22 篠木 智也 シノギ トモヤ なし 着
23 吉村 健一郎 ヨシムラ ケンイチロウなし 着
24 矢野 賢一 ヤノ ケンイチ 稲穂AＣ 着
25 石榑 昌也 イシグレ マサヤ なし 着
26 長谷川 翔 ハセガワ ショウ なし 着
27 小林 博通 コバヤシ ヒロミチ なし 着
28 河本 英樹 カワモト ヒデキ なし 着
29 辻 祐介 ツジ ユウスケ TEAM VALUE 着
30 木野 有希斗 キノ ユキト 東京大学 着
31 萩原 拓也 ハギワラ タクヤ なし 着
32 山中 啓司 ヤマナカ ヒロシ TBRC 着
33 神能 竜哉 ジンノウ タツヤ 早稲田アスレチック倶楽部 着
34 上野 剛嗣 ウエノ タケシ なし 着
35 梅田 卓資 ウメダ タクジ Team M×K 着
36 伊藤 健一 イトウ ケンイチ なし 着
37 鈴木 祐太 スズキ ユウタ なし 着
38 籾山 勇次 モミヤマ ユウジ さいたま走友会 着
39 保坂 行輝 ホサカ コウキ なし 着
40 千葉 隆史 チバ タカシ 川崎市陸協 着
41 福田 和史 フクダ カズシ なし 着
42 芳澤 卓矢 ヨシザワ タクヤ なし 着
43 伊達 洋貴 ダテ ヒロキ なし 着
44 着
45 着
46 着
47 着
48 着
49 着
50 着
- 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ Team MxK 17分40秒0 着
- 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 千葉陸協 17分55秒0 着
- 風戸 啓希 カザト ヒロキ 東京海上日動 18分10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5組 スタート時刻 17:25

ペースメーカー：①16分30秒、②17分00秒、③17分30秒
No 氏　名 カナ 所　属 記録
1 平良 雅喜 タイラ マサキ なし 着
2 着
3 座間 保成 ザマ ヤスナリ ＪＲ東日本千葉 着
4 箕田 英治 ミタ エイジ スバルＲＣ 着
5 香山 光弘 カヤマ ミツヒロ Wind Run 着
6 橋本 善夫 ハシモト ヨシオ 郡消ランナーズ 着
7 田久保 豊 タクボ ユタカ TKBアスリーツ 着
8 箱崎 怜 ハコザキ サトシ なし 着
9 大竹 基之 オオタケ モトユキ ラフラフＲＣ 着
10 岩田 貴一 イワタ キイチ なし 着
11 山本 淳 ヤマモト アツシ なし 着
12 鈴木 新 スズキ シン なし 着
13 吉田 直史 ヨシダ ナオフミ なし 着
14 大角 重人 オオスミ シゲト なし 着
15 木下 裕美子 キノシタ ユミコ なし 着
16 沢津橋 雅裕 サワツバシ マサヒロ なし 着
17 小泉 勇人 コイズミ ハヤト 筑波ウィンドAC 着
18 町田 達彦 マチダ タツヒコ すみだラン倶楽 着
19 小堀 光 コボリ ヒカリ 樂走組 着
20 大久保 弘治郎 オオクボ コウジロウ なし 着
21 久保 光法 クボ ミツノリ なし 着
22 河田 寛人 カワダ ヒロト アトミクラブ 着
23 杉本 孝公 スギモト タカマサ なし 着
24 高橋 英雄 タカハシ ヒデオ ころちゃんず 着
25 本郷 孝知 ホンゴウ タカアキ Team MxK 着
26 渕脇 勝志 フチワキ カツシ なし 着
27 桑野 博輔 クワノヒ ロスケ Breakthrough 着
28 桂川 直也 カツラガワ ナオヤ なし 着
29 澤田 洋志 サワダ ヒロシ なし 着
30 佐々木 大輔 ササキ ダイスケ なし 着
31 八雲井 崇人 ヤクモイ タカヒト なし 着
32 池永 敦 イケナガ アツシ JBMA 着
33 角田 幹之 ツノダ モトユキ なし 着
34 荒木 孝文 アラキ ノリユキ ウィングＡＣ 着
35 武田 和則 タケダ カズノリ ＪＧＳ 着
36 市田 真己 イチダ マサミ なし 着
37 古賀 宏志 コガ ヒロシ 酒RUN 着
38 川井 勉 カワイ ツトム スターランナーズ 着
39 村井 誠 ムライ マコト ポポロＡＣ 着
40 緑川 優 ミドリカワ ユウ Team MxK 着
41 着
42 着
43 着
44 着
45 着
46 着
47 着
48 着
49 着
50 着
- 須崎 裕也 スザキ ユウヤ 川崎市役所 16分30秒0 着
- 三宅 翔太 ミヤケ ショウタ 秦野市役所 17分00秒0 着
- 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ Team MxK 17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1組 スタート時刻 17:50

ペースメーカー：①5分15秒、②5分30秒、③6分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 記録
1 吉野 匠 ヨシノ タクミ なし 着
2 遠藤 雅広 エンドウ マサヒロ なし 着
3 櫻井 芳夫 サクライ ヨシオ 富山県庁 着
4 川島 大亮 カワシマ ダイスケ 東京陸協 着
5 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 樂走組 着
6 瀬尾 崇 セオ タカシ なし 着
7 笹井 裕之 ササイ ヒロユキ パナソニック 着
8 小林 尚 コバヤシ タカシ なし 着
9 中村 端寿 ナカムラ マサカズ なし 着
10 谷口 智哉 タニグチ トシヤ なし 着
11 石原 博之 イシハラ ヒロユキ 堀正工業㈱ 着
12 戸井田 雄太郎 トイダ ユウタロウ 流山ＣＪ 着
13 水田 慎哉 ミズタ シンヤ なし 着
14 栗山 直子 クリヤマ ナオコ 馬橋接骨院&松戸陸協 着
15 小口 龍馬 オグチ リョウマ TMRC 着
16 外間 結那 ソトマ ユイナ TMRC 着
17 山﨑 詩大 ヤマザキ ウタ TMRC 着
18 西村 美里 ニシムラ ミサト TMRC 着
19 光田 国広 ミツタ クニヒロ エボーリュRC 着
20 着
- 風戸 啓希 カザト ヒロキ 東京海上日動 5分15秒0 着
- 阿部 飛雄馬 アベ ヒユウマ 東京大学 5分30秒0 着
- 河合 謙一 カワイ ケンイチ 東京陸協 6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2組 スタート時刻 18:00

ペースメーカー：①4分45秒、②4分52秒、③5分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 記録
1 佐伯 智 サエキ サトシ なし 着
2 荒井 寛太 アライ カンタ 横浜市陸協 着
3 今井 勇太 イマイ ユウタ なし 着
4 中島 立人 ナカジマ リツト レジェンズ 着
5 笹本 浩司 ササモト コウジ なし 着
6 寺尾 隆宏 テラオ タカヒロ rolingbase 着
7 片岡 洋海 カタオカ ヒロミ 多摩川クラブ 着
8 河野 純平 カワノ ジュンペイ 島本プロジェクト 着
9 長尾 大喜 ナガオ ダイキ 北里AC 着
10 山田 啓介 ヤマダ ケイスケ なし 着
11 木村 優基 キムラ ユウキ TMRC 着
12 大越 優菜 オオコシ ユウナ 東京YMCA 着
13 岡庭 朱里 オカニワ ジュリ 東京YMCA 着
14 天笠 伸行 アマガサ ノブユキ なし 着
15 土屋 雅之 ツチヤ マサユキ なし 着
16 飯田 健太郎 イイダ ケンタロウ なし 着
17 浮津 康宏 ウキツ ヤスヒロ なし 着
18 町田 達彦 マチダ タツヒコ すみだラン倶楽 着
19 小堀 光 コボリ ヒカリ 樂走組 着
20 今野 豪 コンノ タケル なし 着
21 青海 理人 アオウミ マサト Go up！ 着
22 木村 哲 キムラ サトシ なし 着
23 吉村 健一郎 ヨシムラ ケンイチロウなし 着
24 矢野 賢一 ヤノ ケンイチ 稲穂AＣ 着
25 本郷 孝知 ホンゴウ タカアキ 東京都 着
- 風戸 啓希 カザト ヒロキ 東京海上日動 4分45秒0
- 須崎 裕也 スザキ ユウヤ 川崎市役所 4分52秒5
- 三宅 翔太 ミヤケ ショウタ 秦野市役所 5分00秒0

着順



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 18:10

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 記録
1 木村 創 キムラ ツクル なし 着
2 冨樫 和聡 トガシ カズアキ 東京YMCA 着
3 着
4 夏目 晋太郎 ナツメ シンタロウ なし 着
5 近藤 大 コンドウ ダイ なし 着
6 近野 大樹 コンノ ヒロキ なし 着
7 大﨑 仁 オオサキ ヒトシ 滋賀陸協 着
8 平尾 良太 ヒラオ リョウタ なし 着
9 佐藤 一樹 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 東京YMCA 着
10 小山 清和 コヤマ キヨカズ グッドパッチ 着
11 坪地 宏嘉 ツボチ ヒロヨシ なし 着
12 竹内 渉 タケウチ ワタル なし 着
13 武藤 由依 ムトウ ユイ なし 着
14 小林 優太 コバヤシ ユウタ 横浜国立大学 着
15 着
16 着
17 窪田 俊郎 クボタ トシロウ ピッツキューブRC 着
18 武藤 真弘 ムトウ マサヒロ 東京陸協 着
19 田島 将人 タジマ マサト 葛飾区役所 着
20 大久保 弘治郎 オオクボ コウジロウ なし 着
21 秋山 信行 アキヤマ ノブユキ NINE TOTIGHI TC 着
22 河田 寛人 カワダ ヒロト アトミクラブ 着
23 着
24 遊佐 慎 ユサ マコト GMアスリート 着
25 石榑 昌也 イシグレ マサヤ なし 着
- 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 千葉陸協 4分20秒0 着
- 三宅 翔太 ミヤケ ショウタ 秦野市役所 4分30秒0 着
- 阿部 飛雄馬 アベ ヒユウマ 東京大学 4分40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 18:20

ペースメーカー：①4分25秒、②4分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録
1 市東 勝 シトウ マサル 江戸川区陸協 東京都 着
2 鎌仲 竜樹 カマナカ リュウキ 上伊那郡陸協 長野県 着
3 北崎 翔馬 キタザキ ショウマ 東京陸協 東京都 着
4 長谷 知弥 ナガタニ トモヤ TMRC 東京都 着
5 小山内 直人 オサナイ ナオト 平塚市陸協 神奈川県 着
6 蟹 衛 カニ マモル テラスカイ陸上競技部 東京都 着
7 星宮 一木 ホシミヤ カズキ Jクラブ 東京都 着
8 西村 隆 ニシムラ リュウ 内田治療院AC 東京都 着
9 荒幡 哲治 アラハタ テツハル 東京陸協 埼玉県 着
10 宇田 達貴 ウダ タツキ 東京陸協 東京都 着
11 坂本 達哉 サカモト タツヤ 東京陸協 東京都 着
12 柳沢 薫 ヤナギサワ カオル 東京陸協 東京都 着
13 川島 亨二 カワシマ リョウジ 東京陸協 東京都 着
14 猪狩 成司 イガリ セイジ 東京地下鉄 東京都 着
15 着
16 着
17 着
18 着
19 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 千葉陸協 千葉県 4分30秒0 着
20 須崎 裕也 スザキ ユウヤ 川崎市役所 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）
1500m　男子2組 スタート時刻 18:30

ペースメーカー：①4分00秒、②4分07秒、③4分15秒

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録
1 星 寿幸 ホシ ヒサユキ 一橋大学 埼玉県 着
2 斎藤 俊平太 サイトウ シュンペイタ横浜市陸協 東京都 着
3 牧島 涼也 マキシマ リョウヤ 伊那東部中 長野県 着
4 溝口 大地 ミゾグチ ダイチ テラスカイ陸上競技部 東京都 着
5 外村 直樹 ホカムラ ナオキ Jクラブ 東京都 着
6 古賀 淳平 コガ ジュンペイ 東京大学 栃木県 着

※ 7 市塚 遊 イチツカ ユウ さいたま市陸協 埼玉県 着
8 森田 拡希 モリタ ヒロキ 東京医科大学 東京都 着
9 熊谷 昌哉 クマガイ マサヤ 福島陸協 福島県 着
10 多賀 長門 タガ ナガト 島本プロジェクト 東京都 着
11 力石 隆広 チカライシ タカヒロEVOLUTION TRACK CLUB 埼玉県 着
12 四反田 祐弥 シタンダ ユウヤ テラスカイ陸上競技部 東京都 着
13 山下 博司 ヤマシタ ヒロシ 東京陸協 東京都 着
14 安喰 太郎 アグイ タロウ Harriers 東京都 着
15 落合 健太 オチアイ タケヒロ 板橋区陸協 東京都 着
16 中川 詳太 ナカガワ ショウタ 足立陸協 東京都 着
17 篠崎 賢一 シノザキ ケンイチ 東京陸協 東京都 着
18 風戸 啓希 カザト ヒロキ 東京海上日動 千葉県 4分00秒0 着
19 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
20 須崎 裕也 スザキ ユウヤ 川崎市役所 神奈川県 4分15秒0 着
21 白濱 宏樹 シラハマ ヒロキ ARITA UNITED FUKUOKA 福岡県 着
22 平井 駿 ヒライ シュン 那賀郡陸協 徳島県 着
23 着
24 着
25 着
26 着
27 着
28 着
29 着
30 着
31 着

※ 32 藤瀬 悟大 フジセ ゴダイ さいたま市陸協 埼玉県 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 18:40

ペースメーカー：①16分40秒、②16分55秒
No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録
1 岡田 匠平 オカダ ショウヘイ 東京陸協 東京都 着
2 河野 祐介 カワノ ユウスケ WindRun 東京都 着
3 古城戸 真之 フルキド マサユキ 鳩印G＆T川崎 神奈川県 着
4 田所 真之 タドコロ マサユキ 東京陸協 東京都 着
5 中山 知昭 ナカヤマ トモアキ GRlab関東 東京都 着
6 横山 烈 ヨコヤマ レツ クラブR2東日本 東京都 着
7 高橋 純一 タカハシ ジュンイチ Team M×K 東京都 着
8 内山 雄貴 ウチヤマ ユウキ 東京都庁 東京都 着
9 阪本 雅史 サカモト マサシ ｅＡ東京 東京都 着
10 宇田 達貴 ウダ タツキ 東京陸協 東京都 着
11 田口 雄誠 タグチ ユウセイ 東京陸協 東京都 着
12 野本 大貴 ノモト ダイキ teamMxK 東京都 着
13 東方 宏興 トウホウ ヒロキ 東京陸協 東京都 着
14 井上 靖数 イカミ ヤスカズ Ｔ・ＴーＡＣ 東京都 着
15 斉藤 斉 サイトウ ヒトシ 県北陸協 福島県 着
16 松崎 雅春 マツザキ マサハル TeamM×K 東京都 着
17 窪田 俊郎 クボタ トシロウ ピッツキューブRC 東京都 着
18 武藤 真弘 ムトウ マサヒロ 東京陸協 東京都 着
19 田島 将人 タジマ マサト 葛飾区役所 東京都 着
20 大西 竜洋 オオニシ タツヒロ 東京陸協 東京都 着
21 福地 芳律 フクチ ヨシノリ 東京陸協 東京都 着
22 舘 昌志 タチ マサシ T・T- Athlete Club 東京都 着
23 岡本 圭右 オカモト ケイスケ 東京陸協 東京都 着
24 守田 博紀 モリタ ヒロキ FCランナーズ 福岡県 着
25 森 孝博 モリ タカヒロ 東京陸協 東京都 着
26 大場 達也 オオバ タツヤ クラブR2東日本 東京都 着
27 吉田 秀諭 ヨシダ ヒデツグ 東京陸協 東京都 着
28 大塚 晴貴 オオツカ ハルキ 埼玉陸協 埼玉県 着
29 佐藤 広大 サトウ コウダイ 東京陸協 東京都 着
30 関 和文 セキ カズフミ RUNWEB 千葉県 着
31 着
32 着
33 着
34 着
35 着
36 着
37 着
38 着
39 着
40 着
41 着
42 着
43 着
44 着
45 着
46 遠藤 靖士 エンドウ ヤスシ クロスブレイス 東京都 16分40秒0 着
47 河合 謙一 カワイ ケンイチ 東京陸協 東京都 16分55秒0 着
48 着
49 着
50 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 19:05

ペースメーカー：①15分45秒、②16分00秒、③16分15秒、④16分30秒
No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録
1 小松原 譲 コマツバラ ユズル 茨城陸協 茨城県 着
2 木村 麟太郎 キムラ リンタロウ 高崎経済大 愛媛県 着
3 大垣 秀介 オオガキ シュウスケ 東京陸協 東京都 着
4 藤本 康希 フジモト コウキ 東京陸協 東京都 着
5 丸谷 吉晴 マルタニ ヨシハル eA埼玉 埼玉県 着
6 孫田 礼人 マゴタ アヤト 小松島市陸協 徳島県 着
7 舘野 貴久 タテノ タカヒサ 東京都 東京都 着
8 蓮見 明久 ハスミ アキヒサ 小川町陸協 埼玉県 着
9 鈴木 大樹 スズキ ヒロキ クラブR2東日本 神奈川県 着
10 河西 博希 カワニシ ヒロキ Breakthrough 東京都 着
11 山田 瑞穂 ヤマダ ミズホ さいたま走翔 埼玉県 着
12 酒井 敦志 サカイ アツシ 狛江市陸協 東京都 着
13 鷹觜 厚宜 タカノハシ アツキ 埼玉陸協 埼玉県 着
14 田村 亮 タムラ リョウ 上州アスリートクラブ 群馬県 着
15 田島 祐介 タジマ ユウスケ 東京陸協 東京都 着
16 植村 雄一郎 ウエムラ ユウイチロウBreakthrough 東京都 着
17 治田 寛郎 ハッタ ヒロオ 東京陸協 東京都 着
18 佐藤 雄生 サトウ ユウキ Break Through 東京都 着
19 村川 雄一 ムラカワ ユウイチ 東京陸協 東京都 着
20 竹中 陽平 タケナカ ヨウヘイ 千葉陸協 千葉県 着
21 白濱 宏樹 シラハマ ヒロキ ARITA UNITED FUKUOKA 福岡県 着
22 平井 駿 ヒライ シュン 那賀郡陸協 徳島県 着
23 吉平 拓也 ヨシヒラ タクヤ クラブR2東日本 東京都 着
24 松崎 哲平 マツザキ テッペイ 三鷹市陸協 東京都 着
25 奥森 講平 オクモリ コウヘイ 東京 東京都 着
26 宮原 武也 ミヤハラ タケヤ CIA 千葉県 着
27 花井 志朗 ハナイ シロウ クラブR2北海道 北海道 着
28 作美 祐介 サクミ ユウスケ 千葉陸協 千葉県 着
29 瀧野 幹拡 タキノ ミキヒロ DAC(筑駒高) 東京都 着
30 恵藤 宏紀 エトウ ヒロキ カナガワＲＣ 埼玉県 着
31 林 洋輔 ハヤシ ヨウスケ 林洋輔 神奈川県 着
32 山内 俊輔 ヤマウチ シュンスケ 横須賀市陸協 神奈川県 着
33 千田 俊輔 センダ シュンスケ クラブＲ２北海道 北海道 着
34 大野 瑛 オオノ アキラ 東京陸協 東京都 着
35 風間 龍介 カザマ リュウスケ 東京陸協 東京都 着
36 太田 智也 オオタ トモヤ 東京陸協 東京都 着
37 千葉 純也 チバ ジュンヤ 埼玉陸協 埼玉県 着
38 加藤 健尚 カトウ タケヒサ 愛知県庁クラブ 愛知県 着
39 後宮 正幸 アトミヤ マサユキ W.A.C 東京都 着
40 飯田 隼人 イイダ ハヤト GAZELLE 千葉県 着
41 伊藤 彰宏 イトウ アキヒロ 富士航空電子 東京都 着
42 瀬川 莉玖 セガワ リク 東京大学 宮城県 着
43 河野 陽一 コウノ ヨウイチ ＪＰ日本郵政グループ 東京都 着
44 渡邉 遼平 ワタナベ リョウヘイ 作．ＡＣ札幌 北海道 着
45 衣笠 一喜 キヌガサ カズキ 東京陸協 東京都 着
46 笠井 勇馬 カサイ ユウマ 橋本走友会 神奈川県 着
47 河合 謙一 カワイ ケンイチ 東京陸協 東京都 16分30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 15分45秒0 着
49 井下 裕貴 イノシタ ユウキ 川越市陸協 埼玉県 16分00秒0 着
50 河野 孝志 コウノ タカシ 東京陸協 東京都 16分15秒0 着

着順



MxKディスタンスチャレンジ　（公認の部）
5000m　男子3組 スタート時刻 19:30

ペースメーカー：①14分45秒、②15分00秒、③15分15秒、④15分30秒
No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録
1 久田 淳司 ヒサダ アツシ 東京大学 愛知県 着
2 岡本 拓也 オカモト タクヤ マイティマウスTT 静岡県 着
3 枡川 健太郎 マスカワ ケンタロウ 横浜国立大学 神奈川県 着
4 内田 昌寛 ウチダ マサヒロ 神奈川陸協 神奈川県 着
5 野呂 光希 ノロ コウキ 早大同 三重県 着
6 海老沼 太志 エビヌマ タイシ MKプロジェクト 栃木県 着
7 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ 芦屋市陸協 兵庫県 着
8 沼田 泰希 ヌマタ ヤスキ 東京陸協 東京都 着
9 田崎 健太郎 タザキ ケンタロウ 高崎経済大 福島県 着
10 松本 郁也 マツモト フミヤ 東京大学 長野県 着
11 坂上 真生 サカガミ マオ 明治学院大学 千葉県 着
12 池田 優斗 イケダ ユウト 明治学院大学 埼玉県 着
13 千葉 諒太郎 チバ リョウタロウ 明治学院大学 神奈川県 着
14 千葉 廉也 チバ  レンヤ 明治学院大学 東京都 着
15 宮部 広季 ミヤベ ヒロキ RUN JO KAI 東京都 着
16 吉崎 佑 ヨシザキ タスク 東京陸協 東京都 着
17 岩崎 翔 イワサキ ショウ 石川走友会 栃木県 着
18 松川 隼也 マツカワ トシヤ 東京陸協 東京都 着
19 石上 真吾 イシガミ シンゴ 見次クラブ 静岡県 着
20 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
21 淵本 光 フチモト ヒカル NINE TOCHIGI TC 栃木県 着
22 富張 裕紀 トミハリ ユウキ TMRC 東京都 着
23 中山 壮一 ナカヤマ ソウイチ 横浜市陸協 神奈川県 着
24 勘舎 方敬 カンジャ マサヨシ Team M×K 東京都 着
25 石川 徹 イシカワ トオル 川越市陸協 埼玉県 着
26 大塚 晃樹 オオツカ コウキ 早稲田大学高等学院 東京都 着
27 井上 崇 イノウエ タカシ 愛知陸協 愛知県 着
28 姫田 賢希 ヒメダ ゲンキ ハートブレイク 神奈川県 着
29 毛利 陽人 モウリ ハルト 一橋大学 宮城県 着
30 吉田 健太郎 ヨシダ ケンタロウ 東京陸協 東京都 着
31 森 淳弘 モリ アツヒロ 高崎経済大 栃木県 着

※ 32 藤瀬 悟大 フジセ ゴダイ さいたま市陸協 埼玉県 着
33 加藤 悠生 カトウ ユウキ 東京大学 埼玉県 着
34 河合 勇樹 カワイ ユウキ 東京陸協 東京都 着
35 加藤 可己 カトウ ヨシキ WindRun 東京都 着

※ 36 木村 大地 キムラ ダイチ 宮城陸協 宮城県 着
37 左近 実智隆 サコン ミチタカ 早大同 東京都 着
38 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
39 清原 和博 キヨハラ カズヒロ 橋下走友会 神奈川県 着
40 岡本 賢太 オカモト ケンタ 早大同 東京都 着
41 瀬川 京祐 セガワ ケイスケ 埼玉陸協 埼玉県 着
42 着
43 松本 翔 マツモト ショウ 日税ビジネス 東京都 着
44 安藤 海 アンドウ カイ 明治学院大学 神奈川県 着
45 須崎 裕也 スザキ ユウヤ 川崎市役所 神奈川県 着
46 遠藤 靖士 エンドウ ヤスシ クロスブレイス 東京都 14分45秒0 着
47 河合 謙一 カワイ ケンイチ 東京陸協 東京都 着
48 ジュイ サイラス ジュイ サイラス 千葉陸協 千葉県 15分00秒0 着
49 井下 裕貴 イノシタ ユウキ 川越市陸協 埼玉県 15分15秒0 着
50 河野 孝志 コウノ タカシ 東京陸協 東京都 15分30秒0 着

着順


