
＜日時＞ 2021年6月27日（日）9時45分～16時00分

＜会場＞ 駒沢オリンピック公園総合運動場 陸上競技場

＜受付＞ 8時45分～競技開始30分前迄　陸上競技場入口(Aゲート※駅最寄り)

＜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 9:45 8:45 9:15 9:40 45名

5000m 男女 2組 10:12 8:57 9:42 10:07 45名

5000m 男女 3組 10:36 9:21 10:06 10:31 41名

5000m 男女 4組 11:00 9:45 10:30 10:55 43名

5000m 男女 5組 11:23 10:08 10:53 11:18 41名

5000m 男女 6組 11:46 10:31 11:16 11:41 41名

5000m 男女 7組 12:08 10:53 11:38 12:03 42名

5000m 男女 8組 12:30 11:15 12:00 12:25 45名

5000m 男女 9組 12:52 11:37 12:22 12:47 36名

3000m 男女 1組 13:13 11:58 12:43 13:08 33名

3000m 男女 2組 13:30 12:15 13:00 13:25 33名

3000m 男女 3組 13:44 12:29 13:14 13:39 31名

3000m 男女 4組 13:58 12:43 13:28 13:53 35名

3000m 男女 5組 14:12 12:57 13:42 14:07 33名

1500m 男女 1組 14:26 13:11 13:56 14:21 23名

1500m 男女 2組 14:36 13:21 14:06 14:31 20名

1500m 男女 3組 14:45 13:30 14:15 14:40 19名

1500m 男女 4組 14:54 13:39 14:24 14:49 22名

1500m 男女 5組 15:03 13:48 14:33 14:58 20名

1500m 男女 6組 15:12 13:57 14:42 15:07 24名

1500m 男女 7組 15:20 14:05 14:50 15:15 23名

1500m 男女 8組 15:28 14:13 14:58 15:23 23名

1500m 男女 9組 15:36 14:21 15:06 15:31 24名

1500m 男女 10組 15:44 14:29 15:14 15:39 22名

1500m 男女 11組 15:52 14:37 15:22 15:47 18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。 ・競技場内の芝生は立ち入り禁止です

・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）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。

・観客席（スタンド）の利用はできませんのでご注意ください。

・トラックの上では水のみ飲用できます。スポーツ飲料等はトラック外で摂取ください。

・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44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）

5000m　男女1組 スタート時刻 9:45

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

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 石井 正樹 イシイ マサキ ishii

2 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル Team RxL Yamazaki

3 菰田 悟史 コモダ サトシ Satoshi.K

4 榊原 光樹 サカキハラ コウキ SAKAKIHARA

5 上野 良子 ウエノ リョウコ RYOKO

6 白壁 奏子 シラカベ カナコ KANA

7 荒谷 正 アラヤ タダシ Arayan

8 石川 涼子 イシカワ リョウコ RYOKO

9 小林 尚 コバヤシ タカシ RDC Tokyo Taka

10 吉田 千裕 ヨシダ チヒロ CY

11 小竹 雄士 コタケ ユウシ U_C

12 磯崎 学 イソザキ マナブ MANABU

13 菅原 初江 スガワラ ハツエ 東京WINGS Hatsue

14 石井 正樹 イシイ マサキ ishii

15 奥住 義治 オクズミ ヨシハル YOSHIHARU

16 石川 恵 イシカワ MEグミ 東京WINGS MEG

17 浮田 弥生 ウキダ ヤヨイ 陸上競技多摩川クラブ Charu

18 江波戸 康志 エバト ヤスシ Yanyan

19 今井 香子 イマイ キョウコ ウルトラプロジェクト キョーチン

20 Cat Hicks カット ヒックス SOGO Cat

21 稲田 高明 イナダ タカアキ 若葉台地区体育振興会 TAKAAKI

22 渡丸 大和 トマル ヤマト Yamatom

23 上村 志保 カミムラ シホ マンボウ SH IHO

24 佐藤 華奈子 サトウ カナコ SNR KANAMIN

25 右田 敦之 ミギタ アツシ 右田病院駅伝部 A.MIGITA

26 三舩 絵菜 ミフネ エナ ENA

27 米田 健一 ヨネダ ケンイチ YONEDA

28 曽我 智則 ソガ トモノリ TOMONORI

29 小島 正彦 コジマ マサヒコ M.K.

30 福田 和史 フクダ カズシ KAZU

31 藤本 昌和 フジモト マサカズ SNR masarun

32 神原 百合 カンバラ ユリ 南蛮連合 YURI

33 トリーズ りえ子 トリーズ リエコ 南蛮連合 RIEKO

34 下重 貴子 シモシゲ タカコ shimoko

35 横瀬 公一 ヨコセ コウイチ YSE

36 阿邊 宏子 アベ ヒロコ 三友システムアプレイザル ABE

37 加々美 朗子 カガミ アキコ AKO

38 海山 喜之 ウミヤマ ヨシユキ team MxK UMIYAMA

39 櫻井 大路 サクライ ヒロミチ Sakurai

40 下田 智大 シモダ トモヒロ SHIMODA

41 川本 雅夫 カワモト マサオ フラーレン masao

42 田中 雄太 タナカ ユウタ 東京陸協 TANAKA

43 森 由美 モリ ユミ 老体オールスターズ ゆーみん

44 山崎 耕三 ヤマサキ コウゾウ KOZO

45 近藤 崇央 コンドウ タカアキ kontaka

① PM 長江隆行

② PM 中山晃一

③ PM 塩谷信二

④ PM 栗山一輝

⑤ PM 安留ゆかり



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 10:12

ペースメーカー：①19分40秒、②20分00秒、③20分20秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 芹澤 充 セリザワ ミツル seri

2 池 政志 イケ セイジ 京都マスターズ IKE SEIJI

3 槙尾 三也子 マキオ ミヤコ MIYA

4 馬詰 義明 ウマヅメ ヨシアキ TeamMxK UMAZUME

5 泉 貴之 イズミ タカユキ TAKAYUKI

6 倉林 健太 クラバヤシ ケンタ Kenta

7 横川 美沙 ヨコカワ ミサ TeamM×K MISA

8 飯尾 健 イイオ ケン KEN

9 Hara Katsuhiko ハラ カツヒコ K.H

10 水谷 桂一朗 ミズタニ ケイイチロウ Keiichi

11 早坂 孝治 ハヤサカ タカハル アトミ＋MK練習会 Hayasaka

12 中澤 葉子 ナカザワ ヨウコ matsu

13 山木 宏記 ヤマキ アツノリ 自由の風ＡＣ ＡＴＳＵ

14 渡部 晃彦 ワタナベ アキヒコ クラブR2東日本 アッキー

15 平井 修 ヒライ オサム SAM

16 板橋 淳一 イタバシ ジュンイチ J

17 中野 拓 ナカノ タク NAKANO

18 小暮 慎太郎 コグレ シンタロウ Kogure

19 斉藤 隆義 サイトウ タカヨシ Taka

20 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ Miyoshi

21 井出 瞭 イデ リョウ Ide

22 桑形 雅臣 クワガタ マサオミ Masa

23 浦野 裕三 ウラノ ユウゾウ YU

24 中島 陽樹 ナカシマ ハルキ Nakashima

25 伊藤 公博 イトウ クニヒロ 小金井公園走友会 KUNI

26 荒井 寛太 アライ カンタ 横浜市陸協 ARAI

27 大東 宏次 ダイトウ コウジ ウイングAC cozy

28 諏訪 有貴子 スワ ユキコ 駒沢ジョギングクラブ bin

29 井上 航颯 イノウエ コウソウ INOUE

30 富永 憲亮 トミナガ ケンスケ トーマスRC KENSUKE

31 海老原 武 エビハラ タケシ 守谷インター ebihara

32 平岡 謙亮 ヒラオカ ケンスケ Keso

33 牧島 健次 マキシマ ケンジ MAKISHIMA

34 森 千紗 モリ チサ 埼玉陸協 morichi

35 村田 拓馬 ムラタ タクマ runners murataku

36 新免 佳幸 シンメン ヨシユキ Yoshi

37 市川 博明 イチカワ ヒロアキ ICHIKAWA

38 白鳥 明彦 シラトリ アキヒコ RDC RUN CLUB SWAN

39 三澤 いずみ ミサワ イズミ BT O-chan

40 松野下 大智 マツノシタ ダイチ ThomasRC Daichi

41 早川 和孝 ハヤカワ カズタカ KAZU

42 松崎 清吾 マツザキ セイゴ MATSUZAKI

43 栗原 秀彰 クリバラ ヒデアキ kuri

44 中尾 直次 ナカオ ナオツグ GRlab関東 NAOTSUGU

45 平山 謙司 ヒラヤマ ケンジ Kenji

① PM 長江隆行

② PM 栗山一輝

③ PM 安留ゆかり



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 10:36

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

2 鹿野 友章 カノ トモアキ KANO

3 鈴木 孝司 スズキ タカシ Takashi

4

5 橋本 誠紀 ハシモト マサノリ HASHI

6 内田 大晴 ウチダ タイセイ トーマスRC TAISEI

7 金山 拓郎 カナヤマ タクロウ くまクラブ TAKU

8 佐久間 康行 サクマ ヤスユキ やすげしょう商事 YASU

9 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウ モンベル YUICHIRO

10 小山 俊大 コヤマ トシヒロ ミマキエンジニアリング KOYAMA

11 中野 駿 ナカノ タカシ TAKASHI

12 平谷 健 ヒラタニ ケン Ken

13 渡辺 カズヒロ ワタナベ カズヒロ wata

14 松本 良伸 マツモト ヨシノブ MATSUMOTO

15 吉岡 誠一郎 ヨシオカ セイイチロウ ラフラフＲＣ YOSHIOKA

16 羽鳥 光郎 ハトリ ミツロウ MITSU

17 熊谷 修 クマガイ オサム KUMAGAI

18 大江 俊博 オオエ トシヒロ Toshihiro

19 村上 勇太 ムラカミ ユウタ よしざわ整形外科 Yuta

20 福田 亮太 フクダ リョウタ なし RYOTA

21 萩森 耕平 ハギノモリ コウヘイ HAGINOMORI

22 佐藤 貴康 サトウ タカヤス つぶらな瞳 TAKATY

23 井上 宜久 イノウエ ノリヒサ TeamM×K NORI

24 木山 宏 キヤマ ヒロシ H.KIYAMA

25 小野寺 利絵 オノデラ リエ 南蛮連合 RIE

26 井合 公義 イアイ キミヨシ Kimi

27 山口 浩満 ヤマグチ ヒロミツ ハートブレイク YAMAHIRO

28 鎌形 真悟 カマガタ シンゴ SHINGO

29 前田 大輔 マエダ ダイスケ maeda

30 山崎 直人 ヤマザキ ナオト ZAKI

31 小野 千愛 オノ チエ CHIE

32 田邊 亮子 タナベ リョウコ Ryoko

33 小金丸 浩史 コガネマル ヒロシ GANE_MARU

34 相馬 謙吾 ソウマ ケンゴ SOUMA

35 細田 義之 ホソダ ヨシユキ nana

36 藤沢 玲央 フジサワ レオ FUJI

37 大場 義洋 オオバ ヨシヒロ YOSHI

38 石井 明夫 イシイ アキオ ISHII

39 杉山 健太 スギヤマ ケンタ SUGIYAMA

40 本木 篤 モトキ アツシ MOTOKI

41 殿塚 恭士 トノヅカ ヤスシ TONOCHI

42 中村 京子 ナカムラ キョウコ KYOKO

43 酒井 辰哉 サカイ タツヤ 江田高ＯＢ TATSUYA

44

45

① PM 長江隆行

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4組 スタート時刻 11:00

ペースメーカー：①18分30秒、②18分50秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 菊池 雄太 キクチ ユウタ KIKU

2 松田 敏郎 マツダ トシロウ 多摩川サブ３ MATSU

3 岡部 和弘 オカベ カズヒロ amalyze kazu

4 鶴 一磨 ツル カズマ 多摩川サブ3 TSURU

5 梅田 卓資 ウメダ タクジ TEAM M＆K Takuji

6 廣瀬 健太郎 ヒロセ ケンタロウ HIROKen

7 尾崎 大吾 オザキ ダイゴ SCR DAIGO

8 林 俊宏 ハヤシ トシヒロ TOSHI

9 山部 英行 ヤマベ エイコウ EIKO

10 Coyle Nick コイル ニック 南蛮連合 NICK

11 冨樫 謙太郎 トガシ ケンタロウ OBOG TOGA

12 平原 渉太 ヒラハラ ショウタ HIRAHARA

13 山田 貴之 ヤマダ タカユキ 多摩川クラブ TAKA

14 佐藤 夏実 サトウ ナツミ NATSUMI

15 土井 伸一 ドイ シンイチ 中馬塾 DOIYAN

16 原田 芳一 ハラダ ヨシカズ 雨漏り110番 HARADA

17 石川 修一 イシカワ シュウイチ SHU

18 福田 和史 フクダ カズシ KAZU

19 山口 幹哉 ヤマグチ ミキヤ MKY

20

21 村松 健 ムラマツ ケン MATSUKEN

22 佐々木 喜一郎 ササキ キイチロウ KS

23 吉野 弘 ヨシノ ヒロシ 松戸市民ランナーズ hiro

24 橘 彩 タチバナ アヤ ユメリク女学園 AYA

25 布施 望 フセ ノゾム FUSE

26 中原 洋一 ナカハラ ヨウイチ 宮崎県庁 PARCY HINA

27 埴原 正樹 ハイバラ マサキ SWAC RIO

28 木村 正顯 キムラ マサアキ RAC masaaki

29 坂本 健二 サカモト ケンジ KENJI

30 佐野 隆志 サノ タカシ ザ・スペース TAKASHI

31 瀬尻 健太郎 セジリ ケンタロウ 三菱重工RC Kentaro

32 安田 裕輔 ヤスダ ユウスケ ティーズ yeah

33 芦澤 伸 アシザワ シン つじかぜAC ashin

34 本山 桃子 モトヤマ モモコ MOMO

35 村越 健司 ムラコシ ケンジ TopGear Kenji.M

36 庄田 真人 ショウダ マサト Team M×K SHODA

37 田代 紀子 タシロ ノリコ NORIKO

38 楠瀬 祐子 クスノセ ユウコ チームオリゴノール YUKOK

39 佐々木 克之 ササキ カツユキ 小金井公園走友会 KATSU

40 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 世界の中家 KAZUHIRO

41 丸山 惇 マルヤマ アツシ Matthew

42 田中 佑磨 タナカ ユウマ YT

43 城田 泰久 シロタ ヤスヒサ 小金井おじ練 YASUHISA

44 上田 陽子 ウエダ ヨウコ Team MxK YOKO

45

① PM 秋山太陽

② 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 11:23

ペースメーカー：①17分50秒、②18分05秒、③18分20秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 佐藤 慎二 サトウ シンジ ｍｅｎ

2 茂木 智也 モテギ トモヤ MOTEGI

3 松田 浩行 マツダ ヒロユキ H M

4 綾部 しのぶ アヤベ シノブ DreamAC SHINOBU

5 加藤 忠重 カトウ タダシゲ ＫＲＣ TAD

6 飯田 岳詩 イイダ タケシ Team M×K T-IIDA

7 五十嵐 航 イガラシ コウ 東京ドMランナーズ KOU

8 森安 利之 モリヤス トシユキ セカンドウィンドAC横浜 MORIYASU

9 内藤 裕久 ナイトウ ヒロヒサ 月島ランナーズ Hirohisa

10 岡 宏樹 オカ ヒロキ HIROKI

11 鶴原 聖也 ツルハラ マサヤ MASAYA

12 高橋 利和 タカハシ トシカズ TOSHI

13 安藤 裕飛 アンドウ ユウヒ YUHI

14 石井 浩和 イシイ ヒロカズ H.ISHII

15 八谷 英佑 ハチヤ エイスケ HACHI

16 濱田 憲和 ハマダ ノリカズ Norikazu

17 早川 貴浩 ハヤカワ タカヒロ TAKAHIRO

18 地曳 建太 ジビキ ケンタ フジパン(株) JIBIKI

19 竹内 崇馬 タケウチ ソウマ Souma

20 山口 延広 ヤマグチ ノブヒロ 小金井おじ練 GUCCY

21 前田 健輔 マエダ ケンスケ 平井ランニングクラブ M.K.H

22 近本 洋平 チカモト ヨウヘイ 横浜好走会 ジンブン

23 名知 哲也 ナチ テツヤ NACHI

24 小高 潤 オダカ ジュン TeamMxK JUN

25 前田 拓哉 マエダ タクヤ 東京ドMランナーズ mametaro

26 粕川 洋司 カスカワ ヨウジ 多摩川クラブ YOJI

27 上村 英生 カミムラ ヒデオ マンボウ Kamii

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

29 中村 卓哉 ナカムラ タクヤ TAKUYA

30 重松 健由 シゲマツ ケンユウ うたクラブ UTA

31 百瀬 翔真 モモセ ショウマ SHOMA

32 井田 健一 イダ ケンイチ KENICHI

33 小出 剛史 コイデ タケシ Namban Rengo TAKESHI

34 田中 佑磨 タナカ ユウマ YT

35 矢島 秀悟 ヤジマ ヒデノリ YAJIMA

36 松田 洋祐 マツダ ヨウスケ YOUSUKE

37 中野 昌則 ナカノ マサノリ 小金井走友会 NAKANO

38 富澤 薫 トミザワ カオル 台灣好吃放浪記 Eipapa

39 横澤 和哉 ヨコサワ カズヤ KAZUYA

40 中田 伸吾 ナカタ シンゴ SHIN

41 菅生 晶子 スゴウ アキコ AKIKO

42

43

44

45

① PM 秋山太陽

② PM 河野孝志

③ 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6組 スタート時刻 11:46

ペースメーカー：①17分30秒、②17分45秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 小野田 寛 オノダ ヒロシ ONODA

2 岩崎 太郎 イワサキ タロウ ４年松組 SAKU

3 村井 誠 ムライ マコト ポポロＡＣ MAKOTO

4 宰務 正 サイム タダシ Saimu

5 森下 浩 モリシタ ヒロシ kohaikun

6 高木 重人 タカギ シゲト 鶏ガラ男塾 TKG

7 大枝 茂 オオエダ シゲル OEDA

8 勘舎 方敬 カンジャ マサヨシ KANJA

9 八木 雅久 ヤギ マサヒサ 老体ＡＬＬスターズ chiikatsu

10 浮津 康宏 ウキツ ヤスヒロ Fuqua Ukky

11 瀧澤 圭一郎 タキザワ ケイイチロウ TAKIO

12 山本 貴政 ヤマモト タカマサ George

13 光田 国広 ミツタ クニヒロ MITSUTA

14 遠藤 庄吾 エンドウ ショウゴ 無所属 Shogo

15 Pellegrini Marco ペレグリニ マルコ SOGO Marco

16 粟井 慶悟 アワイ ケイゴ AWAI

17 小林 大輝 コバヤシ ダイキ d.Kobayashi

18 山内 瑛生 ヤマウチ エイジ EIJI YAMAUCHI

19 柘植 聡人 ツゲ サトシ チームＴ ＳＡＴＯ

20 澤田 善信 サワダ ヨシノブ 八王子プロジェクト SAWA

21 廣瀬 光子 ヒロセ ミツコ 東京WINGS HIROSE

22 神田橋 慧一 カンダバシ ケイイチ 湘南ランクラブ K.KAN

23 松岡 亮 マツオカ リョウ 城西AC Ryo

24 高野 直義 タカノ ナオヨシ 相模原市役所RC naoyoshi

25 島田 裕二 シマダ ユウジ SHIMA

26 吉田 迅文 ヨシダ トシフミ YOSHIDA

27 宮野 友里 ミヤノ ユリ GRlab関東 YURI

28 中谷 起也 ナカタニ タツヤ TATSUYA

29 飯島 健太郎 イイジマ ケンタロウ 大阪陸協 KENTARO

30 黒田 なつみ クロダ ナツミ GRlab関東 NATSUMI

31 上田 龍之介 ウエダ リユウノスケ UEPOYO

32 山崎 絵里子 ヤマザキ エリコ ERIKO

33 中山 裕路 ナカヤマ ヒロミチ ＳＮＲ N.HIROMICHI

34 千葉 義弘 チバ ヨシヒロ swac YOSHIHIRO

35 黒澤 遥介 クロサワ ヨウスケ Yohsuke

36 向野 宝 ムカノ タカラ MUKANO

37 髙橋 靖典 タカハシ ヤスノリ YASUNORI

38 植村 雄一郎 ウエムラ ユウイチロウ Breakthrough UEMURA

39 田口 祐治 タグチ ユウジ 三菱商事陸上同好会 GUCCI

40 仁平 直 ニヘイ タダシ SNR Nihei

41 二井谷 昇 ニイタニ ノボル NOBORU

42

43

44

45

① PM 兒玉雄介

② PM 辻川諒



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 12:08

ペースメーカー：①16分50秒、②17分05秒、③17分20秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 菅 佑輔 カン ユウスケ KAN

2 中野 裕介 ナカノ ユウスケ YUSUKE

3 トリーズ マイケル トリーズ マイケル 南蛮連合 TREESY

4 森田 裕太郎 モリタ ユウタロウ MORITA??

5 今野 豪 コンノ タケル KONTA

6 関谷 卓也 セキヤ タクヤ 東学大ARC Sekiya

7 青野 竜也 アオノ タツヤ CAC Tatsuya

8 林 正浩 ハヤシ マサヒロ サウルスJPN MASAHIRO

9 山下 弘樹 ヤマシタ ヒロキ HIROKI

10 阿部 巧 アベ タクミ abt

11 柳下 健太郎 ヤギシタ ケンタロウ 妙義男塾 Yagishita

12 高野 大輝 タカノ ダイキ 健ちゃん練 DAIKI

13 百瀬 大輝 モモセ マサキ MASAKI

14 副島 陽也 ソエジマ ハルヤ Soe

15 降矢 大地 フリヤ ダイチ Daichi

16 関 直人 セキ ナオト Amalyze SEKI

17 杉山 巧 スギヤマ サトシ SUGIYAN

18 玉田 祐介 タマダ ユウスケ 足柄男塾 tamayan

19 迫井 謙良 サコイ ケンリョウ ホノルルマラソンを走る会 SAKOI

20 和田 達也 ワダ タツヤ 相模原市役所ＲＣ ＷＡＤＡ

21 石田 常竹 イシダ ツネタケ tsune

22 植田 良 ウエタ リョウ ウェポン

23 伊藤 健一 イトウ ケンイチ Ken Ito

24 片山 真人 カタヤマ マサト ピッツキューブRC KATAYAN

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

26 木屋村 守 キヤムラ マモル 多摩川クラブ KiyaKiya

27 桂川 直也 カツラガワ ナオヤ Ka_Na

28 太田 聖 オオタ セイ SEI

29 永井 雅樹 ナガイ マサキ MASA

30 佐賀 国弘 サガ クニヒロ 橋本走友会 SAGA

31 青井 春輝 アオイ ハルキ Haru

32 金内 正 カネウチ タダシ タダシ

33 近藤 雄二 コンドウ ユウジ 東京陸協 YUJI

34 柳沼 幸一 ヤギヌマ コウイチ 小金井おじ練 YAGINUMA

35 川島 純平 カワシマ ジユンペイ JUMPEI

36 種田 和洋 オイダ カズヒロ OIDA

37 徳山 孝太郎 トクヤマ コウタロウ TOKU

38 岡部 紘輔 オカベ コウスケ 城西AC kousuke

39 上野 剛嗣 ウエノ タケシ TAKE

40 高橋 寛行 タカハシ ヒロユキ TAKAHASHI

41 渡辺 淳二 ワタナベ ジュンジ NABEYAN

42 酒井 優一 サカイ ユウイチ さいたま市陸協 YUICHI

43

44

45

① PM 河野孝志

② PM 須崎裕也

③ PM 兒玉雄介



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 12:30

ペースメーカー：①16分00秒、②16分20秒、③16分40秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 福地 亮太 フクチ リョウタ fuku

2 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ IKEUCHI

3 大石 賢 オオイシ ケン 内田治療院AC Oishi

4 小川 大輔 オガワ ダイスケ OGAWA

5 吉村 仁志 ヨシムラ ヒトシ YOSHIMURA

6 鷹觜 厚宜 タカノハシ アツキ ほうきの会 ＡＴ

7 村上 健太郎 ムラカミ ケンタロウ 神奈川大学陸上同好会 Kentabo

8 森 雅俊 モリ マサトシ MM

9 杉本 孝公 スギモト タカマサ SUGIMOTO

10 斉藤 斉 サイトウ ヒトシ 酒RUN RUNBO

11 太田 智也 オオタ トモヤ OTA

12 野本 大貴 ノモト ダイキ RSP酒RUN KATSUO

13 吉澤 剛司 ヨシザワ タケシ YOSHIZAWA

14 木幡 沢也 コハタ タクヤ Takuya

15 小坂 高史 コサカ タカシ kosaka

16 松下 純也 マツシタ ジュンヤ 城西AC JUNYA

17 星 大樹 ホシ ダイキ DAIKI

18 齊藤 悠介 サイトウ ユウスケ SAITO

19 嶋岡 雄大 シマオカ ユウタ SHIMA

20 鳥居 邦彦 トリイ クニヒコ T-Nex Trippin

21 草野 啓徳 クサノ タカノリ Thomas RC TAKANORI

22 伊藤 勇磨 イトウ ユウマ 酒RUN YUMA

23 田中 紀行 タナカ ノリユキ NORI

24 木住野 善男 キシノ ヨシオ KISSY

25 後町 康佑 ゴチョウ コウスケ なし GOTYO

26 岡 英一 オカ エイイチ ミネベアミツミ Oka

27 滝沢 貢 タキザワ ミツグ さがみんＲＣ SAGAMIN

28 阿部 靖 アベ ヤスシ ABE

29 山田 翔一郎 ヤマダ ショウイチロウ YAMADA

30 井上 慎一郎 イノウエ シンイチロウ SHIN

31 小林 博幸 コバヤシ ヒロユキ FridayTrackClub HIROYUKI

32 高見 瑞樹 タカミ ミズキ 足柄男塾 mizu

33 林 洋輔 ハヤシ ヨウスケ yosan

34 井上 靖数 イカミ ヤスカズ T・TーAC IKAMI

35 久保田 祥伍 クボタ ショウゴ 東大サブマイン KUBOSHO

36 畠山 康平 ハタケヤマ コウヘイ 永田町独身寮 HATAZO

37 原 慎弥 ハラ シンヤ SHINYA

38 肥沼 宏樹 コエヌマ ヒロキ 東京WINGS KOENUMA

39 斎藤 湧歩 サイトウ ユウホ HRN

40 吉平 拓也 ヨシヒラ タクヤ 東京陸協 TAKU

41 佐藤 隼 サトウ ジュン 炎のランナー JUN

42 大村 展弘 オオムラ ノブヒロ OOMURA

43 石井 洋平 イシイ ヨウヘイ 葛西RC YOH

44 吉田 尚平 ヨシダ ショウヘイ JINGER yossy

45 荒川 雅明 アラカワ マサアキ masa

① PM 辻川諒

② PM 阿部飛雄馬

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9組 スタート時刻 12:52

ペースメーカー：①14分35秒、②14分55秒、③15分15秒、④15分30秒、⑤15分50秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 横内 佑太朗 ヨコウチ ユウタロウ ASICS YUTARO

2 大川 隼平 オオカワ シュンペイ ELDORESO CHUMPEI

3 小山 大輝 コヤマ ダイキ koyadai

4 佐藤 歩 サトウ アユム SATO

5 藤野 滉生 フジノ コウキ GAZELLE KOUKI

6 宇佐美 亮児 ウサミ リョウジ RYOJI

7 川内 鮮輝 カワウチ ヨシキ Jaybird Jaybird

8 小林 和弥 コバヤシ カズヤ ＮＴＴ東京 KOBA

9 影山 英紀 カゲヤマ ヒデキ SPC RC SPC

10 土谷 和貴 ツチヤ カズキ KAZUTAKA

11 久保出 雄太 クボデ ユウタ 城西大学AC クボデユウタ

12 藤原 拓 フジワラ タク FUJIWARA

13 阿部 哲也 アベ テツヤ ABE

14 関口 頌悟 セキグチ ショウゴ GUCCHI

15 菊地 悠人 キクチ ユウト 東京陸協 TAN-SOCK

16 吉村 匠 ヨシムラ タクミ TAKUMI

17 田井 慎一郎 タイ シンイチロウ SHIN

18 田中 健祐 タナカ ケンスケ KENSUKE

19 内山 雄貴 ウチヤマ ユウキ YUKI

20 小檜山 江未留 コビヤマ エミル BNK23 EMIRATES

21 石津 雅章 イシズ マサアキ ISHIZU

22 刈谷 厚 カリヤ アツシ MERRY

23 行本 尚史 ユキモト ヒサシ YUKIMOTO

24 石井 琉聖 イシイ リュウセイ 伊勢原市陸協 RYUSEI

25 安田 京介 ヤスダ キョウスケ YSD

26 栗原 篤人 クリハラ アツヒト TKランニング倶楽部 KURIBOY

27 野口 悠 ノグチ ユウ 相模原市役所RC Yuu

28 片山 優史 カタヤマ ユウシ Yushi

29 酒井 敦志 サカイ アツシ 狛江市陸協 ATSUSHI

30

31 美濃田 拓紀 ミノダ ヒロキ 東京都庁 HIOHIKA

32 高木 颯大 タカキ ソウダイ JYUKEN-SEI

33

34 山田 佳史 ヤマダ ヨシフミ YOSHIFUMI

35 安部 嘉葵 アベ ヨシキ abechan

36 諸星 涼太 モロホシ リョウタ MORO

37 小林 勝太 コバヤシ ショウタ SHOTA

38

39 浜田 裕介 ハマダ ユウスケ 横浜鉄人クラブ HAMA

40

41

42

43

44

45

① PM 辻川諒 PM 須崎裕也

② PM 阿部飛雄馬

③ PM 門出康孝

④ PM 河野孝志

⑤ PM 兒玉雄介



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 13:13

ペースメーカー：①11分15秒、②11分30秒、③11分45秒、④12分00秒、⑤12分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 桧垣 知宏 ヒガキ トモヒロ Friday Track Club Gakky

2 杉田 雅宏 スギタ マサヒロ クラブR2東日本 MASA

3 伊東 宏晃 イトウ ヒロアキ 上天草四朗 HIRO

4 小川 夕希 オガワ ユウキ YUKI

5 成田 馨 ナリタ カオル narita

6 才藤 歩夢 サイトウ アユム 株式会社マイナビ AYUMU

7 柴田 遥華 シバタ ハルカ ＪＲ東日本千葉 HARUKA

8 篠原 真由美 シノハラ マユミ YUMA

9 片山 麻美 カタヤマ アサミ ＡＳＡM I

10 倉田 靖士 クラタ ヤスシ KURATA

11 森川 尚彦 モリカワ マサヒコ MASA

12 広井 渡 ヒロイ ワタル wata

13 樽川 智也 タルカワ トモヤ TOMOYA

14 岡崎 園子 オカザキ ソノコ SONIA

15 早坂 孝治 ハヤサカ タカハル アトミ＋MK練習会 Hayasaka

16 林 みづほ ハヤシ ミヅホ MIZUHO

17 廣嶋 優子 ヒロシマ ユウコ YUKO

18 新嶋 明 ニイジマ アキラ RSLAB AKIRA

19 松本 淳史 マツモト アツシ P

20 黒部 健 クロベ ケン 横浜市陸協 KEN

21 伏見 嘉朗 フシミ ヨシロウ YOSHIROU

22 関根 正之 セキネ マサユキ MASAYUKI

23 岡部 康矢 オカベ コウヤ SK練 KOYA

24 芦野 さやか アシノ サヤカ SK練 SAYAKA

25 清水 洋美 シミズ ヒロミ かっしー

26 小林 尚 コバヤシ タカシ RDC Tokyo Taka

27 濱 摩里子 ハマ マリコ ikechan

28 石田 亜伊 イシダ アイ Ai

29 林 成美 ハヤシ マサミ naru

30 増山 和伸 マスヤマ カズノブ KAZUNOBU

31 齊藤 譲 サイトウ ユズル YUZU

32 三枝 雄一郎 サエグサ ユウイチロウ SAEGUSA

33 高橋 淳 タカハシ キヨシ KTAKAHASHI

34

35

① PM 齋藤拓也

② PM 緑川優

③ PM 河合謙一

④ PM 佐久間祥

⑤ PM 竹澤想大



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 13:30

ペースメーカー：①10分30秒、②10分45秒、③11分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 清水 修 シミズ オサム 松岡水産 SHIMIZU

2 岩切 信泰 イワキリ ノブヤス 駒沢公園JC IWAKIRI

3 土屋 雅之 ツチヤ マサユキ Masa

4 岩間 政樹 イワマ マサキ ルナークス Ｍaccho

5 片桐 暁文 カタギリ アキフミ KATAGIRI

6 中村 亮太 ナカムラ リョウタ 大原簿記法律専門学校柏校 RYOTA

7 八木 慶太 ヤギ ケイタ Keita

8 黒田 なつみ クロダ ナツミ GRlab関東 NATSUMI

9 平野 雅士 ヒラノ マサシ JNJ MASASHI

10 鈴木 将夫 スズキ マサオ M

11 松崎 雅春 マツザキ マサハル MASA

12 和泉 真輝 イズミ マキ サウルスジャパン Maki

13 小川 創平 オガワ ソウヘイ SOHEI

14 西上 昌樹 ニシガミ マサキ サウルスジャパン GAMI

15 中島 隆幸 ナカシマ タカユキ Loud Runners NAKAZY

16 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ KISHIDA

17 天満 優一朗 テンマ ユウイチロウ TEMMA

18 花枝 聡 ハナエダ サトシ 8PRO HANAEDA

19 川﨑 由理奈 カワサキ ユリナ KAWASAKI

20 合田 なぎさ ゴウダ ナギサ nagisa

21 aoyagi ryo アオヤギ リョウ AOYAGI

22 小峯 隆 コミネ タカシ TK

23 川合 千春 カワイ チハル chiharu

24 渡邉 賢悟 ワタナベ ケンゴ ちゃれんじ KENZO

25 吉野 匠 ヨシノ タクミ TAKUMI

26 大槻 知史 オオツキ サトシ S&O

27 橋本 誠紀 ハシモト マサノリ HASHI

28 鈴木 光太郎 スズキ コウタロウ KOTARO

29 牧之瀬 修 マキノセ オサム osamu

30 樺島 俊幸 カバシマ トシユキ t-kabashima

31 野本 有紀子 ノモト ユキコ 駒沢公園ＪC YUKI

32 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 世界の中家 KAZUHIRO

33 熊澤 拓哉 クマザワ タクヤ KUMA

34

35

① PM 緑川優

② PM 河合謙一

③ PM 佐久間祥



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 13:44

ペースメーカー：①10分00秒、②10分15秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 高野 英二 タカノ エイジ サウルスジャパン TAKAEI

2 原 和裕 ハラ カズヒロ サウルスジャパン Kazuuu

3 笹本 浩司 ササモト コウジ SASA

4 長屋 博之 ナガヤ ヒロユキ 駒沢公園ＪＣ nagaya

5 幸本 裕司 コウモト ユウジ 越谷ランナーズ YK

6 鈴木 利幸 スズキ トシユキ SUZUKI

7 広瀬 弘宣 ヒロセ ヒロノブ hirose

8 勘舎 方敬 カンジャ マサヨシ KANJA

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

10 橋本 隆正 ハシモト タカマサ つじかぜＡＣ Ryusei

11 鈴木 翔太 スズキ ショウタ SHoTA

12 脇 挙 ワキ アグル WAKI

13 守家 英斗 モリヤ ヒデト Moriya

14 宮岡 淳 ミヤオカ ジュン JUN

15 田中 颯汰 タナカ ソウタ 非リア同好会 souta

16 高橋 純一 タカハシ ジュンイチ TAKAHASHI

17 中川 和将 ナカガワ カズマサ KAZUMASA

18 林 貴之 ハヤシ タカユキ TAKA

19 中山 知昭 ナカヤマ トモアキ GRlab関東 NAKAYAMA

20 礒間 浩幸 イソマ ヒロユキ 八王子PJT HIRO

21 西 健一 ニシ ケンイチ 東京消防庁 Nishi

22 皆川 麻美 ミナカワ アサミ Achami

23 宇根 治希 ウネ ハルキ haruki

24 小野田 寛 オノダ ヒロシ ONODA

25 浜田 和樹 ハマダ カズキ KAZUKI

26 根岸 祐太 ネギシ ユウタ 藤井一樹RC NY

27 小菅 雄太郎 コスゲ ユウタロウ KOSUGE

28 伊藤 孝義 イトウ タカヨシ Chuck Oh!

29 小清水 功 コシミズ イサオ KOSHI

30 坂口 裕紀 サカグチ ヒロキ ハノハノ陸上部 HIROKI

31 島貫 弘敬 シマヌキ ヒロタカ SHIMA

32

33

34

35

① PM 齋藤拓也

② 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4組 スタート時刻 13:58

ペースメーカー：①9分20秒、②9分35秒、③9分50秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 渡部 剛 ワタナベ ツヨシ さいたま市陸協 TSUYO

2 諸石 光聖 モロイシ コウセイ 座間市陸協 Moro

3 上川 英一郎 カミカワ エイイチロウ 920

4 平野 帆峻 ヒラノ ホダカ 三浦郡陸協 HIRANO

5 北崎 翔馬 キタザキ ショウマ SHOMA

6 座間 保成 ザマ ヤスナリ ＪＲ東日本千葉 ZETT

7 真柄 碧 マカラ アオイ AOI

8 小畑 光城 オバタ ミツシロ マイティマウスTT OBATA

9 野村 茂行 ノムラ シゲユキ 凡人RC NOMURA

10 澤田 洋志 サワダ ヒロシ RUNWEB HERO

11 幸田 祐輔 コウダ ユウスケ 日体クラブ YK

12 松藤 久 マツフジ ヒサシ 駒沢公園JC Hisashi

13 薄衣 丞生 ウスギヌ ジョウ Joh

14 内田 知希 ウチダ トモキ 小田原NR TOMOKI

15 鈴木 洋平 スズキ ヨウヘイ ランボーイズ YOHEI

16 杉本 孝公 スギモト タカマサ SUGIMOTO

17 河西 博希 カワニシ ヒロキ Breakthrough Hirohiro

18 櫻田 将 サクラダ マサル MAJ

19 川井 勉 カワイ ツトム Team M×K kawai

20 芳澤 康太郎 ヨシザワ コウタロウ YOSSY

21 桑野 博輔 クワノ ヒロスケ Breakthrough HIRO

22 長野 和生 ナガノ カズキ サウルスジャパン Kazuki

23 加治佐 純 カジサ ジュン jun

24 小幡 優 オバタ ユウ yu

25 清水 一希 シミズ カズキ MNRC KAZUKI

26 皆浦 巧 ミナウラ タクミ ＮＴＴ東京 TAKUMI

27 杉山 詠一 スギヤマ エイイチ 慶應義塾大学 Sugiyama

28 瀬沼 一成 セヌマ カズナリ ＳＥＮＵＭＡ

29 木川 大輔 キカワ ダイスケ DreamAC DICEK

30 荻原 慶也 オギハラ ケイヤ 浦安ランナーズ Ｋ

31 鍵谷 優希 カギタニ ユウキ サウルスジャパン KAGITANI

32 田畑 慎也 タバタ シンヤ えもと塾 SHINYA

33 川口 翔平 カワグチ ショウヘイ SHOHEI

34 田中 拓希 タナカ ヒロキ 南海放送 PIROKI

35 石川 雅浩 イシカワ マサヒロ Ｔ・Ｔ-ＡＣ ISHIKAWA

① PM 緑川優

② PM 河合謙一

③ PM 佐久間祥



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 14:12

ペースメーカー：①8分30秒、②8分45秒、③9分00秒、④9分15秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 桃澤 大祐 モモザワ ダイスケ サン工業 MOMO

2 玉澤 良太 タマザワ リョウタ 千葉陸協 TAMA

3 小澤 勇斗 オザワ ハヤト OZAWA

4 佐藤 歩 サトウ アユム SATO

5 坂上 佳也 サカガミ ヨシヤ RFA GAMI

6 有村 誠太朗 アリムラ セイタロウ RSLAB seita

7 前川 元気 マエカワ ゲンキ GENKI

8 濱崎 成平 ハマサキ ナルヘイ Naru

9 がんばれ ゆうすけ ガンバレ ユウスケ 吉本興業 GANBARE

10 村田 義広 ムラタ ヨシヒロ murayoshi

11 飯田 康平 イイダ コウヘイ 東京陸協 KOHEI

12 山田 瑞穂 ヤマダ ミズホ 埼玉陸協 Yaman

13 森 健也 モリ ケンヤ BANANA

14 楠本 修平 クスモト シュウヘイ KUSUMOTO

15 奥村 健広 オクムラ タツヒロ tatsu

16 飯田 光 イイダ アキラ ポポロAC AKIRA IIDA

17 長尾 暁人 ナガオ アキト Gao

18 宮口 奨平 ミヤグチ ショウヘイ 東京陸協 MIYAGUCHI

19 河野 陽一 コウノ ヨウイチ ＪＰ日本郵政グループ東京 YOICHI

20 秦野 稔己 ハタノ トシキ HATANO

21 壬生倉 拓弥 ミブクラ タクミ MIBUKURA

22 宮本 大資 ミヤモト ダイスケ SNR MIYAMON

23 内田 拓希 ウチダ ヒロキ 小田原NR SHIBA

24 長門 元太 ナガト ゲンタ Teamオオツキ NAGATO

25 小川 佳祐 オガワ ケイスケ OGAWA

26 杉山 悠 スギヤマ ユウ 栃木陸協 Y.S

27 高原 翼 タカハラ ツバサ tsubasa

28 齋藤 俊平太 サイトウ シュンペイタ MRC ぺーた

29 石井 剛彦 イシイ タケヒコ take

30 我妻 総 ワガツマ サトシ 鴨川走友会 satoshi

31 小林 亨輔 コバヤシ コウスケ 湘南ランタジスタ KOSHUKE

32 下村 和也 シモムラ カズヤ 市川ＭＣ SHIMOMUUU

33 堀 貴博 ホリ タカヒロ 大垣体連 TAKAHIRO

34

35

① PM 加藤拓海

② PM 竹澤想大

③ PM 齋藤拓也

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 14:26

ペースメーカー：①5分30秒、②5分45秒、③6分00秒、④6分15秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 新嶋 明 ニイジマ アキラ RSLAB AKIRA

2 伊従 希世彦 イヨリ キヨヒコ KIYOHIKO

3 新井 祐介 アライ ユウスケ Tokotokojog yusuke

4 樽川 智也 タルカワ トモヤ TOMOYA

5 吉村 明 ヨシムラ アキラ 東京陸協 IYs

6 武田 浩実 タケダ ヒロミ HIRO

7 福土 順子 フクド ジュンコ 駒沢公園ジョギング JFK

8 田村 麻由子 タムラ マユコ SBF TONOMAYU

9 吉田 大蔵 ヨシダ ダイゾウ RSLAB DAIZO

10 岡崎 園子 オカザキ ソノコ SONIA

11 早坂 孝治 ハヤサカ タカハル アトミ＋MK練習会 Hayasaka

12 小川 ゆかり オガワ ユカリ 夜明け前陸上部 YUKARI

13 西谷 茂章 ニシタニ シゲアキ DAC NISHITANI

14 横山 夢 ヨコヤマ ユメ TRACKTOKYO YUME

15 田中 靖士 タナカ ヤスシ yasujii

16 武田 太郎 タケダ タロウ TARO

17 沼澤 里日 ヌマサワ サトヒ 南蛮連合 SATOHI

18 山内 かおり ヤマウチ カオリ YAMAUCHI

19 山田 志乃 ヤマダ シノ 昭和アスリートクラブ Ｓ

20 梶野 良夫 カジノ ヨシオ 薬園台アスリートクラブ KAJINO

21 榎本 りか エノモト リカ 東野高校 ENOMOTO

22 榎本 眞弓 エノモト マユミ MAYU

23 岩村 直美 イワムラ ナオミ NAOMIN

24

① PM 澁谷宥介

② PM 秋葉直人

③ PM 岡本拓也

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2組 スタート時刻 14:36

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 國廣 啓太 クニヒロ ケイタ KEITA

2 塚田 亮一 ツカダ リョウイチ RYO

3 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ KISHIDA

4 牧之瀬 修 マキノセ オサム osamu

5 佐藤 貴康 サトウ タカヤス つぶらな瞳 TAKATY

6 松田 里彩子 マツダ リサコ 東野高校 MATUDA

7 鈴木 結衣 スズキ ユイ 東野高校 SUZUKI

8 杉田 雅宏 スギタ マサヒロ クラブR2東日本 MASA

9 北浜 秀則 キタハマ ヒデノリ HIDE

10 川島 大亮 カワシマ ダイスケ KAWASHIMA

11 天笠 伸行 アマガサ ノブユキ NOBU

12 諏訪 有貴子 スワ ユキコ 駒沢ジョギングクラブ bin

13 山田 浩太郎 ヤマダ コウタロウ 昭和アスリートクラブ Ｋ

14 前野 望恵 マエノ モエ 東野高校 MAENO

15 川﨑 由理奈 カワサキ ユリナ KAWASAKI

16 竹内 聡佳 タケウチ アキカ AKIKA

17 山崎 直人 ヤマザキ ナオト ZAKI

18 宇根 琴羽 ウネ コトハ koto

19 倉田 靖士 クラタ ヤスシ KURATA

20 岡崎 泰之 オカザキ ヤスユキ YASU

21

22

23

24

① PM 加藤拓海

② PM 竹澤想大

③ 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 14:45

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 小山 俊大 コヤマ トシヒロ ミマキエンジニアリング KOYAMA

2 葛山 貴士 カツヤマ タカシ TAKA

3 春山 裕介 ハルヤマ ユウスケ HARU3

4 村田 博 ムラタ ヒロシ hirs

5 小林 大介 コバヤシ ダイスケ TDMR koba

6 八木 慶太 ヤギ ケイタ Keita

7 小川 創平 オガワ ソウヘイ SOHEI

8 中川 詳太 ナカガワ ショウタ NAKA

9 天満 優一朗 テンマ ユウイチロウ TEMMA

10 正木 裕美 マサキ ヒロミ Hiromi

11 岩崎 啓昭 イワサキ ヒロアキ HIROAKI

12 福田 亮太 フクダ リョウタ なし RYOTA

13 瓜田 大輝 ウリタ タイキ Urita

14 大湯 忠彦 オオユ タダヒコ SEIBIYAMA YOU

15 渡邉 葵 ワタナベ アオイ 東野高校 WATANABE

16 会津 容子 アイヅ ヨウコ YOKO

17 渡辺 一充 ワタナベ カズアキ チームアタオカ Bebe

18 成田 馨 ナリタ カオル narita

19 狩谷 茂一 カリヤ シゲカズ 酒RUN OSIGE

20

21

22

23

24

① PM 加藤拓海

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4組 スタート時刻 14:54

ペースメーカー：①4分55秒、②5分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 山口 幹哉 ヤマグチ ミキヤ MKY

2 福守 勇魚 フクモリ イサナ FUKUMORI

3 片桐 暁文 カタギリ アキフミ KATAGIRI

4 重松 健由 シゲマツ ケンユウ うたクラブ UTA

5 田中 礼美 タナカ ヨシミ YOSHIMI

6 新城 かおり シンジョウ カオリ なめしち LEO

7 岩元 章二 イワモト ショウジ ＮＥＣ府中 GANTA

8 柏原 翔一 カシワバラ ショウイチ Shoichi

9 小長根 広貴 コナガネ ヒロキ HIROKI

10 河野 純平 カワノ ジュンペイ 島本プロジェクト JUNPEI

11 高橋 大稀 タカハシ タイキ 島本プロジェクト TAIKI

12 早川 忠孝 ハヤカワ タダタカ さいたま市陸協 Chuu

13 米倉 雄大 ヨネクラ タケヒロ TOTTOSAN

14 小峯 蘭 コミネ ラン RAN

15 田中 陽久 タナカ アキヒサ TANAKA2

16 安西 義則 アンザイ ヨシノリ anpu

17 佐藤 智明 サトウ トモアキ SATO

18 田中 佑磨 タナカ ユウマ YT

19 斉藤 拓也 サイトウ タクヤ i2ki

20 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 世界の中家 KAZUHIRO

21 浅井 秀治 アサイ ヒデハル ＨＩＤＥ

22 木下 裕介 キノシタ ユウスケ KINOSHITA

23

24

① PM 加藤拓海

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5組 スタート時刻 15:03

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 篠塚 明裕 シノヅカ アキヒロ SINO

2 梶浦 孝一郎 カジウラ コウイチロウ LOUDRUNNERS KAJI

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

4 一ノ瀬 博文 イチノセ ヒロフミ RunJog Ichi7

5

6 勘舎 方敬 カンジャ マサヨシ KANJA

7 佐伯 智 サエキ サトシ SAEKI

8 浅井 将尚 アサイ マサナオ ASAI

9 宇根 治希 ウネ ハルキ haruki

10 小永井 心 コナガイ シン 酒RUN KONA

11 鈴木 誠一 スズキ セイイチ MMナイトランナーズ SEIICHI

12 奥田 一之 オクダ カズユキ Kazu

13 西澤 果穂 ニシザワ カホ zawacho

14 萩原 拓也 ハギワラ タクヤ HAGI

15 熊切 有希 クマキリ ユウキ YUKI

16 林 勇太 ハヤシ ユウタ yu

17 大島 悠生 オオシマ ユウキ 東野高校 OSHIMA

18 桑原 優斗 クワハラ ユウト 東野高校 KUWAHARA

19 高橋 優介 タカハシ ユウスケ YUSUKE

20 鈴木 将夫 スズキ マサオ M

21 谷本 憲太郎 タニモト ケンタロウ KEN

22

23

24

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6組 スタート時刻 15:12

ペースメーカー：①4分40秒、②4分45秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 長谷川 智宏 ハセガワ トモヒロ DECHI

2 川島 淳 カワシマ アツシ kawashiman

3 藤平 真ノ介 トウヘイ シンノスケ GAZELLE manokai

4 滝口 直之 タキグチ ナオユキ ザ・スペース TAKKY

5 静谷 智泰 シズヤ トモヤス S.T

6 島田 悟 シマダ サトル 千葉県庁 smd

7 中村 仁 ナカムラ ジン 東野高校 JIN

8 伊藤 翔一朗 イトウ ショウイチロウ 東野高校 ITO

9 金内 正 カネウチ タダシ タダシ

10 三沢 大輔 ミサワ ダイスケ MISAWA

11 吉平 拓也 ヨシヒラ タクヤ 東京陸協 TAKU

12 宮本 類 ミヤモト ルイ RUI

13 長島 将希 ナガシマ マサキ MASA

14 三浦 明 ミウラ アキラ AKIRA

15 柳沢 春樹 ヤナギサワ ハルキ High

16 小林　 圭佑 コバヤシ ケイスケ merosuke

17 明田 圭一郎 アケタ ケイイチロウ akeCap

18 竹内 渉 タケウチ ワタル まっぷるRC MAPPLE KOHO

19 市川 雅晴 イチカワ マサハル MachoMan

20 宮崎 大志 ミヤザキ タイシ 慶應義塾大学 TAISHI

21 長坂 潤司 ナガサカ ジュンジ JUNJI

22 伊東 夕波 イトウ ユナ yuna

23 澤田 洋志 サワダ ヒロシ トラック野郎AC hero

24 石澤 毅士 コクザワ ツヨシ KOKU

① PM 澁谷宥介

② PM 岡本拓也



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 15:20

ペースメーカー：①4分30秒、②4分35秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 菅野 渉 カンノ ワタル Jクラブ WATARU

2 田畑 慎也 タバタ シンヤ えもと塾 SHINYA

3 今野 豪 コンノ タケル KONTA

4 白井 吾一 シライ ゴイチ 太鼓の達人 GOI

5 藤井 貴啓 フジイ タカヒロ FUJII

6 成島 一輝 ナルシマ カズキ Naru

7 山崎 省吾 ヤマザキ ショウゴ 小川町陸協 Yamazaki

8 飯島 理貴 イイジマ リキ 立教AC RIKI

9 石原 康太 イシハラ コウタ 東京陸上競技協会 KOUTA

10 吉田 樹 ヨシダ イツキ itsuki

11 武藤 俊作 ムトウ シュンサク 明治大学体同連陸上部 MUTO

12 平林 隼 ヒラバヤシ ハヤト 東野高校 HIIRABAYASHI

13 矢岸 啓悟 ヤギシ ケイゴ YAGIi

14 川島 亨二 カワシマ リョウジ RYOJI

15 原田 貴正 ハラダ タカマサ TAKAMASA

16 井野 寛司 イノ カンジ kanji

17 太田 聖 オオタ セイ SEI

18 小松 雄大 コマツ ユウダイ KOMATSU

19 内藤 研太郎 ナイトウ ケンタロウ NAIKEN

20 伊藤 幸一 イトウ コウイチ KOICHI

21 武田 哲治 タケダ テツジ TAROBE

22 阿部 靖 アベ ヤスシ ABE

23 遠藤 大輔 エンドウ ダイスケ 東京外国語大学 Dai

24

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8組 スタート時刻 15:28

ペースメーカー：①4分25秒、②4分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 村上 智哉 ムラカミ トモヤ tomoya

2 玉田 健次 タマダ ケンジ TAMA

3 鳥居 邦彦 トリイ クニヒコ なごみ堂整骨院 Trippin

4 小山 清和 コヤマ キヨカズ グッドパッチ Kiyokazu

5 矢島 颯大 ヤジマ ハヤタ YAJIMA

6 佐野 繁 サノ シゲル SS

7 櫻田 将 サクラダ マサル ＭＡＪ

8 風間 健範 カザマ タケノリ KAZAMA

9 皆浦 巧 ミナウラ タクミ ＮＴＴ東京 TAKUMI

10 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ IKEUCHI

11 濱中 大河 ハマナカ タイガ ばななRC hamachi

12 太田 朋希 オオタ トモキ OT

13 井上 真弥 イノウエ マサヤ 足柄男塾 Masa

14 芹沢 元秀 セリザワ モトヒデ 八王子プロジェクト Seri Chan

15 永井 義之 ナガイ ヨシユキ 八王子富士森走友会 YOSHI

16 射場本 綾 イバモト リョウ IBA

17 関 修行 セキ ノブユキ 多摩川サブ3会 SEKI

18 中村 淳一 ナカムラ ジュンイチ junichi

19 川井 勉 カワイ ツトム Team M×K kawai

20 三浦 和貴 ミウラ カズタカ 東京陸協 ＫＡＺＵ

21 星宮 一木 ホシミヤ カズキ KAZUKI

22 岡田 卓磨 オカダ タクマ okada

23 小畑 光城 オバタ ミツシロ マイティマウスTT OBATA

24

① PM 秋葉直人

② PM 岡本拓也



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 15:36

ペースメーカー：①4分20秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 福島 祐樹 フクシマ ユウキ 南蛮連合 Y U K I

2 山川 晃央 ヤマカワ テルオ 健ちゃん練 TERU

3 牧野 英明 マキノ ヒデアキ MAKINO

4 松永 健士 マツナガ ケンシ 健ちゃん練 KENSHI

5 渡辺 絢也 ワタナベ ジュンヤ 平塚市陸協 JUNYA

6 新野 元哉 ニイノ モトヤ GAZELLE iinon

7 長島 伸太郎 ナガシマ シンタロウ S.N

8 佐藤 希音 サトウ ケイン KEIN

9 河西 博希 カワニシ ヒロキ Breakthrough Hirohiro

10 山田 瑞穂 ヤマダ ミズホ 埼玉陸協 Tanukidon

11 Onohara To_y オノハラ トオイ to_y

12 落合 健太 オチアイ タケヒロ OCHIAI

13 松本 凱 マツモト カイ 埼玉陸協 songben

14 森田 拡希 モリタ ヒロキ 東京陸協 MORITA

15 神永 よしき カミナガ ヨシキ TKDプロジェクト yoshiki

16 笠井 勇馬 カサイ ユウマ 特になし Kasai

17 猪俣 蓮太 イノマタ レンタ 無所属 RENTA

18 流 竜一 ナガレ リュウイチ NAGARE

19 根子 琢行 ネコ タカユキ Necocchi

20 小野寺 慧至 オノデラ サトシ ONODERA

21 萩原 裕磨 ハギワラ ユウマ 健ちゃん練 はぎ

22 杉山 悠 スギヤマ ユウ 栃木陸協 Y.S

23 加藤 圭 ｶﾄｳ ｹｲ KATO

24 鈴木 貴裕 スズキ タカヒロ SUZUKI

① PM 澁谷宥介



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

1500m　男女10組 スタート時刻 15:44

ペースメーカー：①4分10秒、②4分15秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 大石 祐希 オオイシ ユウキ yuuki

2 木村 雄哉 キムラ ユウヤ パーソル PERSOL

3 北原 知孝 キタハラ トモタカ ともたカーニバル！ TOMO

4 齋藤 俊平太 サイトウ シュンペイタ MRC ぺーた

5 飯田 康平 イイダ コウヘイ 東京陸協 KOHEI

6 原口 孝徳 ハラグチ タカノリ Haraguchi

7 横森 一樹 ヨコモリ カズキ 長野市陸協 YOKOMORI

8 前田 一樹 マエダ カズキ 東京陸協 MAEDA

9 櫻井 佑吏 サクライ ユウリ BAGU

10 小澤 昂平 オザワ コウヘイ 東京都庁 OZAWA

11 長束 優輝 ナガツカ ユウキ YUUKI

12 安部 嘉葵 アベ ヨシキ abechan

13 前川 元気 マエカワ ゲンキ GENKI

14 加藤 達大 カトウ タツヒロ ほかん TATSUHIRO

15 葛西 亮太 カサイ リョウタ 國學院大學陸上同好会 HYONSU

16 椛 亮介 カバ リョウスケ KABA

17 林 望 ハヤシ ノゾム Hayashi

18 松平 伊織 マツダイラ イオリ IORI

19 宮川 研悟 ミヤガワ ケンゴ KENKEN

20 古木 洋輔 フルキ ヨウスケ YOSUKE

21 網谷 直紀 アミタニ ナオキ 富山陸協 naoki

22 長尾 暁人 ナガオ アキト Gao

23

24

① PM 秋葉直人

② PM 岡本拓也



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

1500m　男女11組 スタート時刻 15:52

ペースメーカー(1000m目安)：①2分35秒、②2分40秒、③2分45秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 大川 隼平 オオカワ シュンペイ ELDORESO CHUMPEI

2 米山 健太 ヨネヤマ ケンタ Sukiyaki

3 渥美 祐次郎 アツミ ユウジロウ yujiro

4 桃澤 大祐 モモザワ ダイスケ サン工業 MOMO

5 松ヶ野 毅 マツガノ タケル 川口市 MATSUGANO

6 横内 悠 ヨコウチ ユウ 東京陸協 YOKO

7 海老沼 太志 エビヌマ タイシ MKプロジェクト TAISHI

8 橋本 拓磨 ハシモト タクマ T

9 髙橋 駿太 タカハシ シュンタ Shun

10 鎌田 眞実 カマタ マサミ SERI

11 井上 昂明 イノウエ コウメイ 中山到税理士事務所陸上競技部 KANIKAMA58

12 穗苅 正太 ホカリ ショウタ HOKARI

13 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

14 向井 孝明 ムカイ タカアキ モンテローザ MUKAI

15 三橋 史明 ミツハシ フミアキ 東京陸協 Mitsuhashi

16 我妻 総 ワガツマ サトシ 鴨川走友会 satoshi

17 村田 諒 ムラタ リョウ RYO

18 高木 聖也 タカキ セイヤ セルソース SEIYA

19

20

21

22

23

24

① PM 井下裕貴

② PM 高橋風成

③ PM 澁谷宥介


