
＜日時＞ 2022年6月26日（日）14時00分～19時45分

＜会場＞ 代々木公園陸上競技場（織田フィールド）

＜受付＞ 13時00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 1~3組 14:00 13:00 13:40 13:55 24名

1500m 男女 1組 14:15 13:00 13:55 14:10 22名

1500m 男女 2組 14:25 13:10 14:05 14:20 25名

1500m 男女 3組 14:34 13:19 14:14 14:29 25名

1500m 男女 4組 14:43 13:28 14:23 14:38 25名

1500m 男女 5組 14:52 13:37 14:32 14:47 22名

1500m 男女 6組 15:00 13:45 14:40 14:55 25名

1500m 男女 7組 15:08 13:53 14:48 15:03 22名

1500m 男女 8組 15:16 14:01 14:56 15:11 20名

1500m 男女 9組 15:24 14:09 15:04 15:19 25名

3000m 男女 1組 15:32 14:17 15:12 15:27 36名

3000m 男女 2組 15:48 14:33 15:28 15:43 35名

3000m 男女 3組 16:03 14:48 15:43 15:58 33名

3000m 男女 4組 16:17 15:02 15:57 16:12 36名

3000m 男女 5組 16:31 15:16 16:11 16:26 32名

5000m 男女 1組 16:45 15:30 16:25 16:40 45名

5000m 男女 2組 17:12 15:57 16:52 17:07 45名

5000m 男女 3組 17:36 16:21 17:16 17:31 46名

5000m 男女 4組 18:00 16:45 17:40 17:55 43名

5000m 男女 5組 18:23 17:08 18:03 18:18 45名

5000m 男女 6組 18:46 17:31 18:26 18:41 44名

5000m 男女 7組 19:08 17:53 18:48 19:03 46名

5000m 男女 8組 19:30 18:15 19:10 19:25 39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54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 14:00

1組目

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 HARUKU

2 TAKUMI

3 KENTA 

4 YUKA

5 kana-kana

6 AKI

7 YUKI

8 KARIN

2組目

No 氏　名 カナ 所　属

1 MIKA

2 CHIAKI

3 SO

4  YUSUKE

5 MIHARU

6 MIONA

7 SHOUMA

8 HINATA

3組目

No 氏　名 カナ 所　属

1 REO

2 HONOKA 

3 RIONA

4 KODAI

5 RANNA

6 KINARI

7 RIKU

8 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 14:15

ペースメーカー：①5分30秒、②5分45秒、③6分00秒、④6分15秒、⑤6分45秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 新井 祐介 アライ ユウスケ tokojog yusuke

2 根本 歩 ネモト アユム ne mo

3 池内 正雄 イケイチ マサオ IKECHAN

4 中山 英俊 ナカヤマ ヒデトシ HIDE

5 本田 牧子 ホンダ マキコ kuma

6 本部 由佳 ホンブ ユカ HOMBU

7 佐藤 寿枝 サトウ トシエ 万葉健友会 KYABEBE

8 魚尾 英生 ウオオ ヒデキ 万葉健友会 HIDE

9 吉村 明 ヨシムラ アキラ yos

10 横瀬 公一 ヨコセ コウイチ Yse

11 加藤 瑞稀 カトウ ミズキ MIZUKI

12 猪狩 忠昭 イガリ タダアキ GARI

13 沼澤 里日 ヌマサワ サトヒ 南蛮連合 Satohi

14 初鹿野 直美 ハツカノ ナオミ Naomi

15 坪井 千奈美 ツボイ チナミ TSUBOI

16 関 信乃 セキ シノ Shino

17 糸見 久美子 イトミ クミコ ITOMI

18 中山 純子 ナカヤマ ジュンコ RDC東京 N JUNKO

19 川瀬 はるな カワセ ハルナ Haru

20 力徳 正輝 リキトク マサキ rikima.com Ricky

21 海山 喜之 ウミヤマ ヨシユキ Team MxK UMIYAMA

22 丸山 政俊 マルヤマ マサトシ MARU

23

24

① PM 井下裕貴

② PM 高橋風成

③ PM 荒幡寛人

④ PM 竹澤想大

⑤ PM がんばれゆうすけ



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 14:25

ペースメーカー：①5分10秒、②5分15秒、③5分20秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 酒井 辰哉 サカイ タツヤ 荏田高ＯＢ TATSUYA

2 重松 健由 シゲマツ ケンユウ うたクラブ UTA

3 斉藤 拓也 サイトウ タクヤ itsuki

4 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ Miyoshi

5 西浜 悟史 ニシハマ サトシ NISHIHAMA

6 藤田 知広 フジタ トモヒロ かなへい TOMO

7 嶺岸 未来 ミネギシ ミライ MIRAI

8 石田 友樹 イシダ トモキ TOMOKI

9 山岸 陽介 ヤマギシ ヨウスケ kishi

10 諏訪 有貴子 スワ ユキコ bin

11 笠原 進 カサハラ ススム JIGEN

12 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ KISHIDA

13 嶋田 美里 シマダ ミサト misato

14 今井 夏子 イマイ ナツコ Natsuko

15 大久保 勇紀 オオクボ ユウキ OY

16 谷口 智哉 タニグチ トシヤ TANIGUCHI

17 田中 佑磨 タナカ ユウマ YT

18 渡村 恵子 トムラ ケイコ TOM

19 浜田 規啓 ハマダ ノリヒロ Hamada selassie

20 立石 良太郎 タテイシ リョウタロウ RYOU

21 原 大輔 ハラ ダイスケ ポップラインRC アレ

22 石川 里菜 イシカワ リナ Rina

23 赤羽 悠 アカハネ ヒサシ AKAHANE

24 内藤 裕久 ナイトウ ヒロヒサ Hirohisa

25 吉田 和彦 ヨシダ カズヒコ KAZUHIKO

① PM 井下裕貴

② PM 高橋風成

③ PM 荒幡寛人



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 14:34

ペースメーカー：①5分00秒、②5分05秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 前畑 光一郎 マエハタ コウイチロウ Maehata Koichiro

2 三嶋 啓朗 ミシマ ヒロアキ MISHIMA

3 三浦 重範 ミウラ シゲノリ RRT SHIGE

4 岩垂 大 イワタレ ダイ TGT DAI

5 小林 晃啓 コバヤシ アキヒロ koba

6 吉野 弘 ヨシノ ヒロシ 松戸市民ランナーズ hiro

7 浮津 康宏 ウキツ ヤスヒロ Ukky

8 塚田 亮一 ツカダ リョウイチ RYO

9 今枝 大智 イマエダ タイチ IMAEDA

10 市川 雅晴 イチカワ マサハル Maccho

11 金子 武史 カネコ タケフミ KANEKO

12 小林 智行 コバヤシ トモユキ KOBAYASHI

13 吉田 歩 ヨシダ アユム ニート NEET

14 前田 俊輔 マエダ シュンスケ Shunsuke

15 前田 健輔 マエダ ケンスケ 平井ランニングクラブ HRC

16 山崎 希 ヤマサキ アキラ AKIRA

17 大越 優希 オオゴシ ユウキ 東野高校 YUKI

18 ハリー 杉山 ハリ－ スギヤマ NASTY HARRY

19 萩原 貴彦 ハギワラ タカヒコ PIKO

20 高木 健太郎 タカギ ケンタロウ TAKAKEN

21 服部 壮一郎 ハットリ ソウイチロウ SO HATTORI

22 松崎 清吾 マツザキ セイゴ MATSUZAKI

23 佐藤 貴康 サトウ タカヤス ぶっ飛びエックス FromSATO

24 辻 秀憲 ツジ ヒデノリ ニッポンランナーズ Hitsuji

25 吉江 稜斗 ヨシエ リョウト you

① PM 竹澤想大

② PM がんばれゆうすけ



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 14:43

ペースメーカー：①4分50秒、②4分55秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 柳沢 春樹 ヤナギサワ ハルキ High

2 稲田 陸斗 イナダ リクト BTF RIKUTO

3 川村 健太郎 カワムラ ケンタロウ 日野台高校OB KEN

4 三枝 雄一郎 サエグサ ユウイチロウ ポップラインRC SaeguSa

5 貝塚 京義 カイヅカ アツヨシ ATS

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 大村 泰平 オオムラ タイヘイ TAIHEI

8 小松 洋 コマツ ヒロシ mymay

9 小野 昭弘 オノ アキヒロ 神奈川マスターズ AKIHIRO

10 池田 岳弘 イケダ タケヒロ nec TAKEHIRO

11 山田 泰三 ヤマダ タイゾウ 青梅陸協 TAIZO

12 三沢 秀樹 ミサワ ヒデキ 三沢塾 HIDEKI

13 塩見 昌人 シオミ マサト shiomasa

14 真崎 貴弘 マサキ タカヒロ Vランニングチャンネル タカ

15 飯塚 湧也 イイヅカ ユウヤ YUYA

16 長尾 勝矢 ナガオ カツヤ サウルスジャパン KATSUYA

17 宮野 友里 ミヤノ ユリ GRlab関東 YURI

18 木下 裕介 キノシタ ユウスケ KINOSHITA

19 小柳 祐介 オヤナギ ユウスケ 虹ヶ咲学園 NAGIYUKKE

20 皆川 麻美 ミナカワ アサミ Asami

21 鈴木 一也 スズキ カズヤ ウルプロ suzu1

22 高橋 靖典 タカハシ ヤスノリ YASUNORI 

23 小川 夕希 オガワ ユウキ OGAWA

24 中島 隆幸 ナカシマ タカユキ NAKAZY

25 吉田 尚平 ヨシダ ショウヘイ JINGER YOSSY

① PM 井下裕貴

② PM 高橋風成



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

1500m　男女5組 スタート時刻 14:52

ペースメーカー：①4分45秒、②4分50秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 橋渡 直樹 ハシワタリ ナオキ pulp

2 上岡 基洋 ウエオカ モトヒロ moto

3 柳澤 仁弥 ヤナギサワ ジンヤ JIN

4 小川 友岳 オガワ トモタケ 東京陸協 OGAWA

5 岩原 正知 イワハラ マサトモ MASATOMO

6 笹本 浩司 ササモト コウジ SASA

7 高木 重人 タカギ シゲト 鶏プルＡ TKG

8 今井 泰徳 イマイ ヤスノリ TGT YASU

9 井上 将 イノウエ タスク メガロス TASUKU

10 大川 高輝 オオカワ コウキ 東京陸協 Koki

11 伊藤 高雄 イトウ タカオ T.ITO

12 大井 淳平 オオイ ジュンペイ 南高OB兼天文研OB JP

13 佐藤 智明 サトウ トモアキ SATO

14 藤本 友華 フジモト ユカ YUKA

15 仲里 正亮 ナカザト セイリョウ 大井ランニングクラブ SEIRYO

16 鈴木 将夫 スズキ マサオ M

17 磯崎 蓮凌 イソザキ レンヤ セカンドウィンドAC横浜 RENYA

18 萩原 拓也 ハギワラ タクヤ tak

19 松田 浩行 マツダ ヒロユキ Mats

20 小堀 明位 コボリ アキイ chaizo

21 荒金 友彦 アラガネ トモヒコ がね

22 川井 勉 カワイ ツトム TeamM×K TK

23

24

25

① PM 荒幡寛人

② PM 竹澤想大



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

1500m　男女6組 スタート時刻 15:00

ペースメーカー：①4分35秒、②4分40秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 近江屋 拓 オオミヤ タク 東京陸協 TAKU

2 石井 浩行 イシイ ヒロユキ hiro

3 成島 一輝 ナルシマ カズキ narusy

4 坪地 宏嘉 ツボチ ヒロヨシ Hiroyoshi

5 本郷 孝知 ホンゴウ タカアキ HG

6 中山 駿介 ナカヤマ シュンスケ shunsuke

7 坪地 宏嘉 ツボチ ヒロヨシ HT

8 武田 哲治 タケダ テツジ TAKEDA

9 佐藤 隼 サトウ ジュン 東京陸協 JUN

10 片桐 暁文 カタギリ アキフミ AKI

11 青野 竜也 アオノ タツヤ Tatsuya

12 武田 拓郎 タケダ タクロウ 敷根クラブ TAKEDA

13 山口 幹哉 ヤマグチ ミキヤ MKY

14 子野日 克彦 ネノヒ カツヒコ yumo

15 田澤 康至 タザワ ヤスユキ yasuyuki

16 河野 光一 コウノ コウイチ 甲府陸協 KOUICHI

17 玉田 真之介 タマダ シンノスケ TAMA

18 三浦 明 ミウラ アキラ 4U走り隊 Kozu

19 片山 等 カタヤマ ヒトシ TOSHI

20 岩崎 翔平 イワサキ ショウヘイ ねぇ、帰ろう IWA

21 一ノ瀬 博文 イチノセ ヒロフミ 目黒区陸協 ICHINOSE

22 天満 優一朗 テンマ ユウイチロウ TEMMA

23 高橋 勇気 タカハシ ユウキ 東京陸協 YUKI

24 澤田 洋志 サワダ ヒロシ ＲＵＮＷＥＢ 164

25 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト tori

① PM 井下裕貴

② PM がんばれゆうすけ



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

1500m　男女7組 スタート時刻 15:08

ペースメーカー：①4分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 小堀 光 コボリ ヒカリ 樂走組 BEER

2 杉本 瑞樹 スギモト ミズキ MIZUKI

3 木幡 沢也 コハタ タクヤ TAKUYA

4 坪井 浩一 ツボイ コウイチ HOT LIMIT

5 桑原 悟 クワバラ サトル kuwa

6 信原 邦啓 ノブハラ クニヒロ NOBU

7 嶋村 雅也 シマムラ マサヤ SHIMAMURA

8 金子 匠 カネコ タクミ TAKUMI

9 井野 寛司 イノ カンジ kanji

10 鳥居 邦彦 トリイ クニヒコ T-Nex Tori-Nex

11 高橋 航平 タカハシ コウヘイ KOHEI

12 苫米地 翔吾 トマベチ ショウゴ SHOGO

13 磯口 貴史 イソグチ タカフミ ISOGUCHI

14 安田 隼 ヤスダ シュン SHUN

15 立川 拓実 タチカワ タクミ 大東文化大学陸上同好会 TAKUMI

16 片岡 圭 カタオカ ケイ ELDRESOラウドランナーズ KEI

17 水落 徳哲 ミズオチ ノリアキ ＦＲＣ MIZO

18 近藤 敏明 コンドウ トシアキ TOSHIAKI

19 椎葉 義仁 シイバ ヨシヒト 日野自動車 shiiba

20 佐々木 厚太 ササキ コウタ COSSACK

21 松本 郁也 マツモト フミヤ Fumiya

22 馬越 貴洋 ウマコシ タカヒロ 伊藤忠商事陸上競技部 UMA

23

24

25

① PM 高橋風成



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

1500m　男女8組 スタート時刻 15:16

ペースメーカー：①4分20秒、②4分25秒、③4分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 柿森 悠真 カキモリ ユウマ Yuma

2 林 洋輔 ハヤシ ヨウスケ SNR yosan

3 流 竜一 ナガレ リュウイチ NAGARE

4 岡田 和樹 オカダ カズキ OKADA

5 岡田 卓磨 オカダ タクマ takuma

6 三村 亮仁 ミツムラ アキヒト グレートの星 グレートムラ

7 東條 暖 トウジョウ ダン SHARKS Jr. DAN

8 半田 健二 ハンダ ケンジ GOTE

9 安部 嘉葵 アベ ヨシキ RSLAB ABECHAN

10 並河 大樹 ナミカワ ダイキ NAMIKAWA

11 横尾 篤 ヨコオ アツシ ATSUSHI

12 須藤 剛 スドウ ツヨシ WindRun TSUYOSHI

13 大島 悠生 オオシマ ユウキ 東野高校 YUKI

14 増子 亘輝 マシコ コウキ Kouki

15 井上 真弥 イノウエ マサヤ 足柄男塾 masa

16 杉山 悠 スギヤマ ユウ 栃木陸協 Y.S

17 井上 裕介 イノウエ ユウスケ YUSUKE

18 石川 直 イシカワ タダシ 神奈川M ISHIKAWA

19 木村 大典 キムラ ダイスケ Dodger Blue

20 藤木 新也 フジキ シンヤ SHINYA

21

22

23

24

25

① PM 竹澤想大

② PM 荒幡寛人

③ PM がんばれゆうすけ



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

1500m　男女9組 スタート時刻 15:24

ペースメーカー：①3分55秒～4分00秒、②4分07秒、③4分15秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 髙野 勇登 タカノ ユウト PACER TRACK CLUB PTC YUTO

2 松井 仁志 マツイ ヒトシ HITO

3 眞柄 幸季 マガラ コウキ FREERUN Mag

4 本江 拓海 ホンゴウ タクミ TAKUMI

5 飯田 勇希 イイダ ユウキ YUKI

6 武藤 有亮 ムトウ ユウスケ BACK muto

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 加賀谷 弥人 カガヤ ヒロト KAGAYA

10 宮川 研悟 ミヤガワ ケンゴ KENKEN

11 壬生倉 拓弥 ミブクラ タクミ MIBUKURA

12 形部 旭 カタベ アサヒ KATABE

13 村上 智哉 ムラカミ トモヤ MURAKAMI

14 山口 亮太郎 ヤマグチ リョウタロウ team-G RYOTARO

15 西本 祐太 ニシモト ユウタ yuta

16 滝沢 貢 タキザワ ミツグ さがみんRC SAGAMIN

17 坂東 裕一郎 バンドウ ユウイチロウ BANDO

18 加藤 圭 カトウ ケイ RDC RC KEI

19 鳥越 健吾 トリゴエ ケンゴ KENGO

20 小坂 啓悟 コサカ ケイゴ KEIGO

21 佐々木 克 ササキ スグル アートスポーツ suguru

22 根本 夏生 ネモト ナツオ NATSUO

23 今泉 邦崇 イマイズミ クニタカ Kuniyan

24 鈴木 智喜 スズキ トモキ SUZUKI

25 酒井 優一 サカイ ユウイチ YUICHI

① PM 井下裕貴

② PM 高橋風成

③ PM 荒幡寛人



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 15:32

ペースメーカー：①11分00秒、②11分30秒、③12分00秒、④12分30秒、⑤13分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 越智 克爾 オチ ヨシチカ OCHI

2 小甲 将史 コカブ マサシ JOHHOKU CABALLO KKB

3 柴田 遥華 シバタ ハルカ ＪＲ東日本千葉 HARUKA

4 村松 健 ムラマツ ケン MATSUKEN

5 小林 隼人 コバヤシ ハヤト KJC Koba

6 竹内 渉 タケウチ ワタル まっぷるRC MAPPLEKOHO

7 前山 慶介 マエヤマ ケイスケ KM

8 安藤 太郎 アンドウ タロウ Taro

9 天満 優一朗 テンマ ユウイチロウ TEMMA

10 倉林 健太 クラバヤシ ケンタ KENTA

11 小林 巧 コバヤシ タクミ Takumi

12 皆川 麻美 ミナカワ アサミ Asami

13 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ KISHIDA

14 大槻 知史 オオツキ サトシ STS

15 佐藤 寿枝 サトウ トシエ RUNWEB KYABEBE

16 池田 公士郎 イケダ コウシロウ IKEDA

17 勝沼 実 カツヌマ ミノル KATSUNUMA

18 齋藤 隆義 サイトウ タカヨシ YRC TAKA

19 樽川 智也 タルカワ トモヤ TOMOYA

20 加藤 慶三 カトウ ケイゾウ KATO

21 秋元 武宏 アキモト タケヒロ 椎葉塾 TAKEHIRO

22 池崎 貢司 イケザキ コウジ みつかー陸上部 CHAMA

23 高橋 宏仁 タカハシ ヒロヒト きのこrunインスタ部 TAKAHASHI

24 本田 牧子 ホンダ マキコ kuma

25 小阪 健介 コサカ ケンスケ KENSU

26 石元 理恵子 イシモト リエコ ISHIMOTO

27 田井 浩気 タイ コウキ TAI

28 市川 圭一 イチカワ ケイイチ 市松模様 BUDOU

29 笹田 雅彦 ササダ マサヒコ 明走会 SASADA

30 桃井 浩 モモイ ヒロシ MOMOI

31 魚尾 英生 ウオオ ヒデキ HIDEKI

32 下田 智大 シモダ トモヒロ TOMO

33 沼澤 里日 ヌマサワ サトヒ 南蛮連合 Satohi

34 増渕 竣介 マスブチ シュンスケ shunn

35 木梨 安奈 キナシ アンナ 無所属 anna

36 田中 孝一 タナカ コウイチ FFBIJ

① PM 竹澤想大

② PM がんばれゆうすけ

③ PM 大角重人

④ PM 須河宏紀

⑤ PM 土谷和貴



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 15:48

ペースメーカー：①10分00秒、②10分15秒、③10分30秒、④10分45秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 山岸 和矢 ヤマギシ カズヤ MitsukerT&F Kazuya

2 木城 大我 キシロ タイガ 慶應義塾大学 TAIGA

3 高野 健太郎 タカノ ケンタロウ TAKAKEN

4 田前 力也 タマエ リキヤ RIKIYA

5 藤島　 吉保 フジシマ　 ヨシホ 大井ランニング Y.F

6 椎葉 義仁 シイバ ヨシヒト 日野自動車 shiiba

7 荻原 慶也 オギハラ ケイヤ Ｋ

8 酒本 寛之 サカモト ヒロユキ HIRO

9 菅原 晋之介 スガワラ シンノスケ 東京陸協 SHINON

10 黒澤 遥介 クロサワ ヨウスケ Yohsuke

11 澤田 善信 サワダ ヨシノブ 八王子プロジェクト SAWA

12 小清水 功 コシミズ イサオ KOSHI

13 吉岡 泰治 ヨシオカ タイジ TAIJI

14 島田 大輔 シマダ ダイスケ 堀田塾 HOTTAJUKU

15 松崎 雅春 マツザキ マサハル MASA

16 西上 昌樹 ニシガミ マサキ サウルスジャパン GAMI

17 熊澤 拓哉 クマザワ タクヤ KUMA

18 中島 隆幸 ナカシマ タカユキ Nakazy

19 梶田 進一郎 カジタ シンイチロウ FJRC KAJI

20 遠藤 知佐 エンドウ チサ PTC CHISA

21 小川 哲男 オガワ テツオ rollingbase Tetsuo

22 石井 浩行 イシイ ヒロユキ hiro

23 礒間 浩幸 イソマ ヒロユキ 八王子PJT HIRO

24 佐藤 健輔 サトウ ケンスケ 埼玉大井RC KENKEN

25 吉岡 伶 ヨシオカ レイ nubs t&f RAY

26 興津 達也 オキツ タツヤ TATSUYA

27 平野 佳那子 ヒラノ カナコ KANAKO

28 小泉 緑 コイズミ ミドリ Breakthrough Midori

29 木村 哲 キムラ サトシ Tetsu

30 松崎 公平 マツザキ コウヘイ 埼玉大井ＲＣ kouhei

31 長屋 博之 ナガヤ ヒロユキ 駒沢公園ＪＣ nagaya

32 菊地 雅矢 キクチ マサヤ KIKU

33 中山 知昭 ナカヤマ トモアキ GRlab関東 NAKAYAMA

34 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト tori

35 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ IKEUCHI

① PM 河合謙一

② PM 大角重人

③ PM 須河宏紀

④ PM 土谷和貴



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 16:03

ペースメーカー：①9分45秒、②10分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 太田 聖 オオタ セイ SEI

2 浜田 和樹 ハマダ カズキ KAZUKI

3 星宮 一木 ホシミヤ カズキ KAZUKI

4 溝上 恭輔 ミゾカミ キョウスケ MK

5 中嶋 仁志 ナカジマ ヒトシ team MK NAKAJIMA

6 岡部 健太 オカベ ケンタ nke

7 森 雅俊 モリ マサトシ MM

8 高野 英二 タカノ エイジ サウルスジャパン TAKAEI

9 成島 一輝 ナルシマ カズキ narusy

10 木川 大輔 キカワ ダイスケ DreamA DICEK

11 片山 真人 カタヤマ マサト KATAYAN

12 加瀬 徹 カセ トオル TK

13 形部 旭 カタベ アサヒ KATABE

14 髙野 温菜 タカノ ハルナ PTC HARUNA

15 市東 勝 シトウ マサル 東京陸協 shito

16 武田 拓郎 タケダ タクロウ 敷根クラブ TAKEDA

17 伝田 賢太 デンダ ケンタ 軽トラ KENTA

18 景浦 浩 カゲウラ ヒロシ 航空自衛隊目黒 KAGEURA

19 岩橋 和彦 イワハシ カズヒコ オトコハダマッテハシルダケ KAZU

20 野永 美咲 ノナガ ミサキ 八王子プロジェクト MISAKI

21 小久保 翼 コクボ ツバサ KOKUBOY

22 菅原 伸明 スガワラ ノブアキ SUGAWARA

23 桑野 博輔 クワノ ヒロスケ Breakthrough HIRO

24 松藤 久 マツフジ ヒサシ 駒沢公園JC Hisashi

25 山口 延広 ヤマグチ ノブヒロ 小金井おじ練 GUCCY

26 森田 裕太郎 モリタ ユウタロウ MORITA

27 浅井 康平 アサイ コウヘイ Acai

28 大場 達也 オオバ タツヤ Tatsuya

29 中條 誉喬 チュウジョウ ヨシタカ サウルスジャパン Chuusan

30 鈴木 翔太 スズキ ショウタ SHOTA

31 鳥居 邦彦 トリイ クニヒコ T-Nex Tori-Nex

32 鈴木 光太郎 スズキ コウタロウ サウルスJAPAN KOTARO

33 河野 陽一 コウノ ヨウイチ YOICHI

34

35

① PM 河合謙一

② PM 大角重人



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

3000m　男女4組 スタート時刻 16:17

ペースメーカー：①9分15秒、②9分30秒、③9分40秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 佐藤 怜 サトウ レイ クラブR2東日本 REI

2 笠井 勇馬 カサイ ユウマ ギオンスAC Kasai

3 高木 颯大 タカキ ソウダイ がんばろーにん HAKOMANI

4 坂詰 北斗 サカヅメ ホクト HOKUTO

5 宮川 研悟 ミヤガワ ケンゴ KENKEN

6 岡田 卓磨 オカダ タクマ takuma

7 廣田 雄樹 ヒロタ ユウキ KERO

8 小塚 希生 コヅカ キヨイ 足柄台中学 kiyoi

9 大村 展弘 オオムラ ノブヒロ OOMURA

10 高原 翼 タカハラ ツバサ サウルスジャパン Tsubasa

11 神永 よしき カミナガ ヨシキ yoshiki

12 萩原 裕磨 ハギワラ ユウマ 健ちゃん練 HAGI

13 田屋 智規 タヤ トモキ T.Taya

14 ルベル 斗磨 ルベル トマ TRIGGER Athlete Club LEVEL

15 植村 祐也 ウエムラ ユウヤ 健ちゃん練 UEMURA

16 赤澤 省吾 アカザワ ショウゴ ORORO

17 風間 龍介 カザマ リユウスケ SUKE

18 宮﨑 栄一 ミヤザキ エイイチ PTC EIKICHI

19 植田 淳也 ウエダ ジュンヤ KATEKIN

20 板倉 誠 イタクラ マコト 堀田塾 m.i

21 外村 直樹 ホカムラ ナオキ Jクラブ HOKAMURA

22 前田 一樹 マエダ カズキ 東京陸協 MAEDA

23 長谷川 翔 ハセガワ ショウ hasesho

24 近藤 敏明 コンドウ トシアキ TOSHIAKI

25 葛西 悦星 カサイ エッセイ tokyobayrc essay

26 境野 光昭 サカイノ ミツアキ ＳＰＡＲＴＡＮ MITSUAKI

27 木幡 沢也 コハタ タクヤ TAKUYA

28 林 正浩 ハヤシ マサヒロ サウルスJAPAN MASAHIRO

29 小山 美翔 コヤマ ミショウ MISHO

30 杉本 孝公 スギモト タカマサ SUGIMOTO

31 原 和裕 ハラ カズヒロ サウルスジャパン hara_san

32 佐藤 匡隼 サトウ マサハヤ 東京陸協 Masahaya

33 水落 徳哲 ミズオチ ノリアキ ＦＲＣ MIZO

34 真柄 碧 マカラ アオイ AOI

35 福永 泰幸 フクナガ ヤスユキ 脳天逆立?楽部 YASU

36 松永 健士 マツナガ ケンシ 健ちゃん練 KENSHI

① PM 須河宏紀

② PM 土谷和貴

③ 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5組 スタート時刻 16:31

ペースメーカー：①8分30秒、②8分45秒、③9分00秒、④9分10秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 枡本 裕真 マスモト ユウマ GRowingMAN関東 MASUWO

2 横内 悠 ヨコウチ ユウ TRIGGER AC YOKO

3 福澤 元己 フクザワ モトキ Zawa

4 長友 勇樹 ナガトモ ユウキ 東京陸協 YUKI

5 慶野 美典 ケイノ ミノリ MINORI

6 石井 琉聖 イシイ リュウセイ 明大同好会 Ryusei

7 村田 義広 ムラタ ヨシヒロ 埼玉陸協 murayoshi

8 大澤 直紀 オオサワ ナオキ 狭山ヶ丘高校 OSSAWA

9 永田 務 ナガタ ツトム NAGATA

10 斎藤 湧歩 サイトウ ユウホ WindRun HRN

11 島田 仁 シマダ ジン 羽生市陸協 JIN

12 野永 健宏 ノナガ タケヒロ 八王子プロジェクト Takehiro

13 美濃田 拓紀 ミノダ ヒロキ 東京都庁 hiohikahito

14 下村 和也 シモムラ カズヤ 市川ＭＣ SHIMOMUUU

15 國松 士 クニマツ アキラ 学習院大学 AKIRA KUNIMATSU

16 山口 拓海 ヤマグチ タクミ ぬまちゃんず TAKUMI

17 野口 悠 ノグチ ユウ 相模原市役所 yuyuu

18 齊藤 悠介 サイトウ ユウスケ ARAPON PROJECT YUSUPON

19 前川 元気 マエカワ ゲンキ GEN

20 眞柄 幸季 マガラ コウキ FREERUN Mag

21 寺田 健太郎 テラダ ケンタロウ NTT-BA東日本 TERADA

22 近藤 駆 コンドウ カケル YGU.AC kondou

23 小林 和弥 コバヤシ カズヤ kazu

24 田子 雄一郎 タゴ ユウイチロウ 秋田市陸協 TAGO

25 大垣 秀介 オオガキ シュウスケ 東京陸協 Ogaki

26 杉山 悠 スギヤマ ユウ 栃木陸協 Y.S

27 竹中 陽平 タケナカ ヨウヘイ 奏坂RC Takenaka

28 斉藤 俊 サイトウ シュン NTT-BA東日本 SHUN 

29 名取 恭平 ナトリ キョウヘイ nato

30 北崎 翔馬 キタザキ ショウマ SHOMA

31 櫻井 亮太 サクライ リョウタ SAKURYO

32 有福 悠汰 アリフク ユウタ 東京陸協 YUTA

33

34

35

① PM 井下裕貴 PM 高橋風成

② PM 須河宏紀 PM 荒幡寛人

③ PM 土谷和貴 PM 竹澤想大

④ PM 河合謙一 PM がんばれゆうすけ



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 16:45

ペースメーカー：①20分30秒、②21分00秒、③21分30秒、④22分00秒、⑤22分30秒、⑥23分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 山崎 耕三 ヤマサキ コウゾウ KOZO

2 磯崎 学 イソザキ マナブ ISOZAKI

3 半田 裕美 ハンダ ヒロミ hachi

4 徳田 和美 トクダ カズミ TOK

5 阿江 祥子 アエ サチコ Sachiko.A

6 小島 正彦 コジマ マサヒコ KOJIMA

7 竹内 恒雄 タケウチ ツネオ TSUNE

8 右田 敦之 ミギタ アツシ 右田病院駅伝部 ATSUMIGI

9 伊従 希世彦 イヨリ キヨヒコ KIYOHIKO

10 小島 正彦 コジマ マサヒコ M.KOJIMA

11 小竹 雄士 コタケ ユウシ Kotake

12 手塚 友喜 テヅカ ユキ YUKI

13 浦野 裕三 ウラノ ユウゾウ 大東京RC YU

14 江波戸 康志 エバト ヤスシ YANYAN

15 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル TeamRxL Yamazaki

16 村上 敏雄 ムラカミ トシオ TOSHI

17 清水 孝行 シミズ タカユキ OJIRUN

18 細木 美智江 ホソキ ミチエ HOSOKI

19 加々美 朗子 カガミ アキコ AKO

20 太田 浩子 オオタ ヒロコ Run Wave HIROKO

21 松本 健 マツモト タケシ たま走哉

22 高野 正規 タカノ マサノリ 北越谷ズ MASANORI

23 石井 正樹 イシイ マサキ ishii

24 石上 聡子 イシガミ サトコ SATOKO

25 家城 雅美 イエキ マサミ MASAMI

26 細谷 みゆき ホソヤ ミユキ 松戸21RC MIYUKI

27 高橋 尚之 タカハシ ナオユキ nao

28 小林 拓海 コバヤシ タクミ Takumi

29 水内 恵美 ミズウチ エミ RDC EMI

30 池田 秀一 イケダ シュウイチ kumanomi

31 宮崎 明生 ミヤザキ アキオ SNR MIYAZAKI

32 小林 暁 コバヤシ アキラ KOBA AKI

33 川田 晴日 カワタ ハルヒ HARUHI

34 大西 久美子 オオニシ クミコ KUMI

35 境野 慶 サカイノ ケイ KEI

36 出井 亜実 イデイ アミ SORA

37 佐藤 和成 サトウ カズナリ 埼玉大井RC KAZUNARI

38 小笠原 吉隆 オガサワラ ヨシタカ OGASAWARA

39 松塚 茂 マツヅカ シゲル SHIGERU

40 佐藤 邦彦 サトウ クニヒコ KUNIHIKO

41 魚尾 英生 ウオオ ヒデキ 万葉健友会 HIDE

42 外尾 修子 ホカオ シュウコ 多摩川クラブ Hokao

43 小川 晋史 オガワ シンジ TOKYO BAY RC OGAWA

44 稲葉 恭子 イナバ キヨウコ kyoko

45 宮越 英幸 ミヤゴシ ヒデユキ HIDE

① PM 河野孝志

② PM 長江隆行

③ PM 中山晃一

④ MC M高史

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 17:12

ペースメーカー：①19分30秒、②19分455秒、③20分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 細川 仁 ホソカワ ヒトシ 細川歯科医院 jin

2 名和 翔 ナワ ショウ nawa

3 出井 正隆 イデイ マサタカ gump

4 石井 俊太 イシイ シュンタ SHUN

5 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウ モンベル YUICHIRO

6 中川 暢生 ナカガワ ノブオ NOBU

7 伊藤 公哲 イトウ タカアキ TeamMxK ITO

8 浦 もみじ ウラ モミジ むぎちゃん応援隊 MOMIJI

9 渡邉 仁司 ワタナベ ヒトシ ohigesenmu

10 横川 美沙 ヨコカワ ミサ TeamM×K MISA

11 田村 衛 タムラ マモル TAMURA

12 阿部 章 アベ アキラ Akira

13 林 みづほ ハヤシ ミヅホ MIZUHO

14 松原 俊之 マツバラ トシユキ 三沢塾 Macchan

15 池田 美樹 イケダ ミキ Miki

16 藤井 健史 フジイ タケシ Take

17 橋本 麻衣子 ハシモト マイコ JINGER MAIKO

18 鈴木 莉紗 スズキ リサ 加圧トレーニングジムDEUX RISA

19 諏訪 有貴子 スワ ユキコ bin

20 横山 康治 ヨコヤマ コウジ BOZE

21 中山 英俊 ナカヤマ ヒデトシ HIDE

22 千葉 ゆかり チバ ユカリ 奏坂ＲＣ CHIBA

23 白壁 奏子 シラカベ カナコ KANA

24 上野 正紀 ウエノ マサキ U

25 田村 一也 タムラ カズヤ Tara-chan

26 齊藤 譲 サイトウ ユズル ELDORESOラウドランナーズ YUZURU

27 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ Miyoshi

28 宮本 明 ミヤモト アキラ RUNWAVE AKIRA

29 服部 壮一郎 ハットリ ソウイチロウ SO HATTORI

30 野村 佳彦 ノムラ ヨシヒコ NOMURA

31 赤羽 悠 アカハネ ヒサシ AKAHANE

32 渡部 晃彦 ワタナベ アキヒコ Ｒ２東日本 WATAK

33 小熊 翔子 オグマ ショウコ OGUMA

34 栗原 猛 クリハラ タケシ だいごろう KURIHARA

35 伊藤 篤志 イトウ アツシ ATSUSHI

36 野中 敏央 ノナカ トシヒサ Oneround

37 岩永 浩二 イワナガ コウジ K.I

38 石川 貴康 イシカワ タカヤス MIKUPAPA

39 樽川 智也 タルカワ トモヤ TOMOYA

40 井出 瞭 イデ リョウ Ide

41 太田黒 久寛 オオタグロ ヒサヒロ H.O

42 國廣 啓太 クニヒロ ケイタ 七欧通信興業株式会社 KEITA

43 鈴木 結衣 スズキ ユイ 東野高校 YUI

44 服部 壮一郎 ハットリ ソウイチロウ SO HATTORI

45 橋本 誠紀 ハシモト マサノリ HASHI

① MC M高史

② PM 安留ゆかり

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 17:36

ペースメーカー：①19分00秒、②19分15秒、③19分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 小田 和奏 オダ カズソウ Kazu

2 芦川 裕樹 アシカワ ユウキ YUKI

3 橘 彩 タチバナ アヤ Aya

4 松田 敏郎 マツダ トシロウ 多摩川サブ３ MATSU

5 矢内 裕司 ヤナイ ユウジ YANAI

6 佐藤 伸 サトウ シン SHINSATO

7 柿沼 真一 カキヌマ シンイチ Team Okojo MASTER

8 遠藤 創 エンドウ ハジメ ENDO

9 吉田 歩 ヨシダ アユム ニート NEET

10 鴨志田 文彦 カモシダ フミヒコ KAMOSHIDA

11 塩野 隆 シオノ タカシ takashi

12 市川 博明 イチカワ ヒロアキ ICHIKAWA

13 保岡 昌彦 ヤスオカ マサヒコ yasuoka

14 赤堀 佑介 アカホリ ユウスケ 伯爵ファミリー attoko

15 福田 和史 フクダ カズシ KAZU

16 井合 公義 イアイ キミヨシ kimi

17 益田 裕美 マスダ ヒロミ HIROMI

18 佐藤 貴康 サトウ タカヤス ぶっ飛びエックス FromSATO

19 山下 弘樹 ヤマシタ ヒロキ Hiroki

20 木村 哲 キムラ サトシ Tetsu

21 神田 千晶 カンダ チアキ GRowing MAN関東 CHIAKI

22 吉野 匠 ヨシノ タクミ TAKUMI

23 井野 寛司 イノ カンジ kanji

24 染野 かずみ ソメノ カズミ KAZUMI

25 平岡 謙亮 ヒラオカ ケンスケ KH

26 小川 哲男 オガワ テツオ ローリングベース TETSUO

27 谷口 智哉 タニグチ トシヤ TANIGUCHI

28 萩野谷 賢太 ハギノヤ ケンタ HAGI

29 柳澤 広旭 ヤナギサワ ヒロアキ HIROAKI

30 松崎 清吾 マツザキ セイゴ MATSUZAKI

31 加藤 崇 カトウ タカシ TMKM

32 山岸 陽介 ヤマギシ ヨウスケ kishi

33 中野 拓 ナカノ タク taku

34 牧野 絵里子 マキノ エリコ ユメリク女学園 KACKY

35 菅沼 広之 スガヌマ ヒロユキ 横浜市陸上競技協会 ＨＩＲＯ

36 黒沢 一久恵 クロサワ イクエ ikue

37 藤井 芳佳 フジイ ヨシカ 横浜市陸上競技協会 YOSHIKA

38 小美野 浩明 オミノ ヒロアキ HISHI

39 石井 明夫 イシイ アキオ ISHII

40 瀬尻 健太郎 セジリ ケンタロウ 三菱重工RC Kentaro

41 増島 健司 マスジマ ケンジ KEJI

42 宮澤 留以 ミヤザワ ルイ sci-bone RUI

43 鶴田 智久 ツルタ トモヒサ Team MxK TOMOHISA

44 掘井 祐貴 ホリイ ユウキ horii

45 島田 進司 シマダ シンジ Shimajiro

46 梅田 卓資 ウメダ タクジ UMEDA

① PM 河野孝志

② PM 長江隆行

③ PM 中山晃一



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 18:00

ペースメーカー：①18分30秒、②18分45秒、③19分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 小笠原 信 オガサワラ マコト 小金井公園RC おが

2 川西 宏幸 カワニシ ヒロユキ T.Tアスリート Kawanishi

3 山岡 正也 ヤマオカ マサヤ 小金井おじ練 MASAYA

4 田代 紀子 タシロ ノリコ NORIKO

5 石川 真之 イシカワ マサユキ MASAYUKI

6 石井 浩行 イシイ ヒロユキ hiro

7 志村 智久 シムラ トモヒサ SHIMURA

8 籾山 勇次 モミヤマ ユウジ さいたま走友会 MOMI

9 山部 英行 ヤマベ エイコウ EIKO

10 立川 京市 タチカワ キョウイチ 多摩川クラブ TACHI

11 黒須 純 クロス ジュン JUN

12 Andrew Drought アンドリュー ドゥロート 南蛮連合 Andy

13 アサリ トモヒロ アサリ トモヒロ ASA

14 高橋 勇揮 タカハシ ユウキ ラウドランナーズ YUUKI

15 小穴 まゆみ オアナ マユミ OANA

16 城田 泰久 シロタ ヤスヒサ 小金井おじ練 shirota

17 中野 昌則 ナカノ マサノリ NAKANO

18 太田 智宏 オオタ トモヒロ ohta

19 本山 桃子 モトヤマ モモコ MOMO

20 岡部 和弘 オカベ カズヒロ kazu

21 上岡 基洋 ウエオカ モトヒロ moto

22 松本 郷平 マツモト キョウヘイ GRlab関東 Kyohei

23

24 近藤 正典 コンドウ マサノリ KONDO

25 岩瀬 豪 イワセ ゴウ IWASE

26

27 吾孫子 雄希 アビコ ユウキ YUKI

28 祢津 知広 ネヅ トモヒロ ＷｉｎｄＲｕｎ NEZU

29 小林 伸一 コバヤシ シンイチ リスタート SHINICHI

30 伊澤 愛子 イザワ アイコ AIKO

31 遠藤 彰 エンドウ アキラ AKIRA

32 田村 悠揮 タムラ ユウキ TAM

33 金山 拓郎 カナヤマ タクロウ くまクラブ TAKU

34 倉下 直樹 クラシタ ナオキ KURASHITA

35 芹澤 寛正 セリザワ ヒロタダ hiro

36 北沢 英也 キタザワ ヒデヤ ウルプロ kitasan

37 勝原 直樹 カツハラ ナオキ カツハラ

38 瀬戸 健太郎 セト ケンタロウ SETO

39 吉野 弘 ヨシノ ヒロシ 松戸市民ランナーズ hiro

40 清水 修 シミズ オサム 松岡水産 SHIMIZU

41 新免 佳幸 シンメン ヨシユキ Yoshi

42 小川 夕希 オガワ ユウキ OGAWA

43 小田中 隆二 オダナカ リユウジ ODANAKA

44 中井 一幾 ナカイ カズキ 二子玉川走友会 Kazu

45 平沼 繁行 ヒラヌマ シゲユキ SHIGE

① PM 河野孝志

② PM 長江隆行

③ PM 中山晃一



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 18:23

ペースメーカー：①17分40秒、②18分00秒、③18分20秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 近藤 瞳 コンドウ ヒトミ HITOMI

2 貝塚 京義 カイヅカ アツヨシ ATS

3 廣瀬 光子 ヒロセ ミツコ 東京WINGS HIROSE

4 都丸 和宣 トマル カズノリ TOMARU

5 吉本 峰登 ヨシモト ミネト YOSHIMOTO

6 安田 訓裕 ヤスダ クニヒロ yasu

7 飯田 栄治 イイダ エイジ WindRun EIJI

8 井上 雄太 イノウエ ユウタ YUTA

9 笹本 浩司 ササモト コウジ SASA

10 綾部 しのぶ アヤベ シノブ SHINOBU

11 佐藤 孝之 サトウ タカユキ SATO

12 瀬間 竜太郎 セマ リュウタロウ Ryutarou.S

13 関 侑華 セキ ユウカ YUKA

14 今井 祐輔 イマイ ユウスケ 東京工業大学 IMAI

15 山口 幹哉 ヤマグチ ミキヤ MKY

16 名知 哲也 なち テツヤ NACHI

17 鈴木 将夫 スズキ マサオ M

18 石田 賢 イシダ サトシ DreamAC ISHIDA

19 浮津 康宏 ウキツ ヤスヒロ Ukky

20 渡辺 昭啓 ワタナベ アキヒロ ニッポンランナーズ AKUN

21 平谷 健 ヒラタニ ケン Ken

22 三沢 秀樹 ミサワ ヒデキ 三沢塾 HIDEKI

23 吉村 健一郎 ヨシムラ ケンイチロウ KKKKK

24 唐沢 裕 カラサワ ヒロシ 多摩川クラブ hashiru_hito

25 粕川 洋司 カスカワ ヨウジ 多摩川クラブ YOJI

26 山田 貴之 ヤマダ タカユキ 多摩川クラブ Taka

27 橋本 洸和 ハシモト ヒロカズ HASHI

28 上田 陽子 ウエダ ヨウコ TeamMxK YOKO

29 長瀬 康一 ナガセ コウイチ 松戸２１ＲＣ NAGA

30 佐久間 秋生 サクマ アキオ AKIO

31 西村 隆 ニシムラ リュウ RUNWEB RYU

32 小高 潤 オダカ ジュン TeamMxK JO

33 山内 優 ヤマウチ スグル GURU

34 菊池 雄太 キクチ ユウタ KIKU

35 重松 健由 シゲマツ ケンユウ うたクラブ UTA

36 土井 英人 ドイ ヒデト RSLAB HIDETO

37 石井 佑典 イシイ ユウスケ ハリアーズ YUSUKE

38 金子 武史 カネコ タケフミ KANEKO

39 高嶋 大貴 タカシマ ダイキ まるお製作所RC DAIKI

40 廣瀬 健太郎 ヒロセ ケンタロウ hiroKEN

41 田邊 亮子 タナベ リョウコ Ryoko

42 川井 勉 カワイ ツトム TeamM×K TK

43 正木 裕美 マサキ ヒロミ Hiromi

44 安田 裕輔 ヤスダ ユウスケ ティーズエナジー barat

45 髙橋 勇気 タカハシ ユウキ 東京陸協 YUKI

① PM 門出康孝

② PM 辻川諒

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 18:46

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 中村 覚 ナカムラ サトシ 千葉陸協 NAKAMURA

2 高橋 寛行 タカハシ ヒロユキ TAKAHASHI

3 佐藤 怜 サトウ レイ クラブR2東日本 REI

4 今井 純一 イマイ ジュンイチ IMAI

5 中條 誉喬 チュウジョウ ヨシタカ サウルスジャパン Chuusan

6 喜多村 渉 キタムラ ワタル 東京陸協 WATARU

7 前原 雅樹 マエハラ マサキ チーム前原 MAITY

8 川口 大貴 カワグチ ダイキ JINGER SYNDERGAARD

9 井上 靖数 イカミ ヤスカズ Ｔ・ＴーＡＣ IKAMI

10 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ IKEUCHI

11 菅原 伸明 スガワラ ノブアキ SUGAWARA

12 高木 重人 タカギ シゲト 鶏プルＡ TKG

13 飯田 岳詩 イイダ タケシ Team M×K T-IIDA

14 蔵品 智史 クラシナ サトシ KURA

15 石田 常竹 イシダ ツネタケ tsune

16 藤木 新也 フジキ シンヤ SHINYA

17 稲崎 真吾 イナサキ シンゴ INA

18 加茂 道敬 カモ ミチタカ KAMO

19 青井 春輝 アオイ ハルキ Haru

20 桂川 直也 カツラガワ ナオヤ Ka_Na

21 佐々木 雅典 ササキ マサノリ masa

22 本郷 孝知 ホンゴウ タカアキ HG

23 稲垣 督久 イナガキ トクヒサ TOKYO BAY RC Inagaki

24 佐藤 圭 サトウ ケイ 上州アスリートクラブ JOUSHUU

25 井田 健一 イダ ケンイチ KEN

26 三原 祐大 ミハラ ユウタ Yuta Mihara

27 ミツタ クニヒロ ミツタ クニヒロ MT

28 新井 康之 アライ ヤスユキ DreamAC YASU

29

30 加藤 倫亜 カトウ リンア Ｋ・Ｒ

31 濱田 憲和 ハマダ ノリカズ NORI

32 高橋 利和 タカハシ トシカズ Toshi

33 久原 健太 クハラ ケンタ 多摩川クラブ KENTA

34 松本 恭子 マツモト キョウコ kuma3

35 鎌滝 慧 カマタキ サトシ ---

36 今井 雄太 イマイ ユウタ factory

37 苫米地 翔吾 トマベチ ショウゴ SHOGO

38 関 直人 セキ ナオト Amalyze SEKI

39 岡田 雅之 オカダ マサユキ oka chan

40 森崎 竜二 モリサキ リュウジ MORI

41 鈴木 祐太 スズキ ユウタ yuta

42 菅 佑輔 カン ユウスケ KAN

43 島田 裕二 シマダ ユウジ SHIMA

44 小村 純太 コムラ ジュンタ JUN

45 澤田 洋志 サワダ ヒロシ ＲＵＮＷＥＢ 164

① PM 門出康孝

② PM 辻川諒

③ PM 秋山太陽



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 19:08

ペースメーカー：①16分20秒、②16分40秒、③17分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 久我 大介 クガ ダイスケ 千葉市陸上競技協会 Kuga

2 大久保 貴之 オオクボ タカユキ DOSANKO

3 阿部 靖 アベ ヤスシ ABE

4 糸井 巧 イトイ タクミ Taku

5 西口 龍之介 ニシグチ リュウノスケ RN

6 石川 直 イシカワ タダシ 神奈川M ISHIKAWA

7 金子 奏一朗 カネコ ソウイチロウ KANEKO

8 冨田 貴史 トミタ タカフミ OFE tomi

9 城所 哲宏 キドコロ テツヒロ Tetsuhiro

10 山本 貴政 ヤマモト タカマサ GEORGE

11 信原 邦啓 ノブハラ クニヒロ NOBU

12 山口 浩市 ヤマグチ コウイチ YAMAGUCHI

13 川村 孝司 カワムラ コウジ JP日本郵政東京 KOJI

14 遠藤 悠一 エンドウ ユウイチ ENDO

15 岡野 大樹 オカノ ダイキ OKANO

16 種田 和洋 オイダ カズヒロ OIDA

17 中野 聡 ナカノ サトシ 神奈川サウルスJAPAN NAKANO

18 木住野 善男 キシノ ヨシオ kissy

19 羽岡 哲郎 ハオカ テツオ HAOKA

20 片桐 雄一郎 カタギリ ユウイチロウ Yuichiro

21 川島 純平 カワシマ ジユンペイ JUMPEI

22 林 洋輔 ハヤシ ヨウスケ SNR yosan

23 大村 展弘 オオムラ ノブヒロ OOMURA

24 小川 佳祐 オガワ ケイスケ 世田谷区陸上競技協会 OGAWA

25 櫻井 翔 サクライ ショウ なし syo

26 小長根 広貴 コナガネ ヒロキ HIROKI

27 本仁 善英 モトニ ヨシヒデ motoni

28 肥沼 宏樹 コエヌマ ヒロキ 東京WINGS CHEN

29 井上 真弥 イノウエ マサヤ 足柄男塾 masa

30 俵屋 義雄 タワラヤ ヨシオ YOSHIO

31 内山 信之 ウチヤマ ノブユキ nobuyama51

32 杉本 瑞樹 スギモト ミズキ MIZUKI

33 高橋 律雄 タカハシ リツオ RITSUO

34 内藤 将一 ナイトウ ショウイチ SHOCHAN

35 石澤 毅士 コクザワ ツヨシ KOKU

36 小畑 光城 オバタ ミツシロ 無し OBATA

37 中野 裕介 ナカノ ユウスケ YUSUKE

38 小川 宏行 オガワ ヒロユキ ひーこ

39 瀧野 幹拡 タキノ ミキヒロ TAKINO

40 藤上 翔 フジカミ ショウ 庄内RTE SHOW

41 島津 正孝 シマヅ マサタカ SHIMAO

42 八巻 太郎 ヤマキ タロウ TARO

43 小堀 光 コボリ ヒカリ 樂走組 BEER

44 射場本 綾 イバモト リョウ IBA

45 安達 功 アダチ イサオ TEAM R×L + ISAO

46 吉田 和豊 ヨシダ カズホ YOSHIDA

① PM 澁谷有介

② PM 齋藤拓也

③ PM 秋山太陽



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

5000m　男女8組 スタート時刻 19:30

ペースメーカー：①先頭（14分40秒）、②15分05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 三田 洸 ミタ ヒカル MITA

2 川内 鮮輝 カワウチ ヨシキ Jaybird Jaybird

3 坂口 広大 サカグチ コウダイ 千葉陸上競技協会 SAKAGUCHI

4 庄子 将 ショウジ タモツ 東京陸協 SHOJI

5 石原 洸 イシハラ タケル Ishihara

6 菊地 悠人 キクチ ユウト TOUYU

7 福澤 元己 フクザワ モトキ Zawa

8 桜岡 俊矢 サクラオカ シュンヤ SHUNYA

9 平野 賢 ヒラノ ケン WindRun Ken

10 長友 勇樹 ナガトモ ユウキ 東京陸協 YUKI

11 髙野 勇登 タカノ ユウト PACER TRACK CLUB PTC YUTO

12 石井 琉聖 イシイ リュウセイ 明大同好会 Ryusei

13 林 英明 ハヤシ ヒデアキ PACER TRACK CLUB HAYASHI

14 桑原 大樹 クワハラ ダイキ daikikuwa

15 二階堂 真大 ニカイドウ マサヒロ 千葉陸協 NIKAIDO

16 植村 雄一郎 ウエムラ ユウイチロウ Breakthrough POCHI

17 伊藤 正隆 イトウ マサタカ MASA

18 保土田 巧 ホドダ タクミ TAKUMI

19 足立 良太 アダチ リヨウタ RYOTA

20 堀内 翔太 ホリウチ ショウタ ラウドランナーズ SHOHTA

21 宇佐美 森 ウサミ シン SHIN

22 佐藤 峻 サトウ シュン SATO

23 千葉 羽成生 チバ ハナウ 川越市陸協 HANAU

24 吉村 仁志 ヨシムラ ヒトシ NEC三田 YOSHIMURA

25 松田 拓朗 マツダ タクロウ WindRun TAKURO

26 松田 和浩 マツダ カズヒロ ランニングデポ kazu

27 今野 豪 コンノ タケル KONTAKE

28 片原 照 カタハラ ヒカル Team AgaiN KATAyan

29 川西 淳司 カワニシ ジュンジ NIS

30 吉澤 剛司 ヨシザワ タケシ YOSHIZAWA

31 上川 英一郎 カミカワ エイイチロウ 222

32 南 貴之 ミナミ タカユキ MINAMI

33 三島 健太 ミシマ ケンタ Mishima

34 吉田 尚平 ヨシダ ショウヘイ JINGER YOSSY

35 マカリスター グラム マカリスター グラム 南蛮連合 Graham

36 太田 智也 オオタ トモヤ OTA

37 ＵＫ ＨＡＲＲＩＳＳＯＮ ユーケー ハリソン Harri

38 大島 鴻太 オオシマ コウタ KOH

39 山川 晃央 ヤマカワ テルオ 健ちゃん練 TERU

40

41

42

43

44

45

① PM 門出康孝

② PM 辻川諒

③ PM 澁谷有介

④ PM 齋藤拓也

⑤ PM 秋山太陽


