
＜日時＞

＜会場＞

＜受付＞

＜競技日程＞

組 スタート時刻 （現地集合） （受付締切） エントリー

1500m 男女 1組 14:30 14:25 14:00 23名

1500m 男女 2組 14:40 14:35 14:10 18名

1500m 男女 3組 14:50 14:45 14:20 21名

1500m 男女 4組 14:58 14:53 14:28 23名

1500m 男女 5組 15:06 15:01 14:36 22名

1500m 男女 6組 15:14 15:09 14:44 22名

1500m 男女 7組 15:22 15:17 14:52 22名

3000m 男女 1組 15:30 15:25 15:00 33名

3000m 男女 2組 15:50 15:45 15:20 32名

3000m 男女 3組 16:05 16:00 15:35 35名

3000m 男女 4組 16:20 16:15 15:50 33名

5000m 男女 1組 16:35 16:30 16:05 38名

5000m 男女 2組 17:05 17:00 16:35 44名

5000m 男女 3組 17:30 17:25 17:00 45名

5000m 男女 4組 17:55 17:50 17:25 43名

5000m 男女 5組 18:20 18:15 17:50 45名

5000m 男女 6組 18:45 18:40 18:15 45名

5000m 男女 7組 19:10 19:05 18:40 38名

5000m 男女 8組 19:35 19:30 19:05 45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。

・エントリー多数につき、当日エントリーは受付できませんので、ご了承ください。

・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。

・記録証は希望者全員に、記録掲示後に発行します。開催日当日に発行所までお越しください。

　※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

第32回 MxKディスタンストライアル

2020年7月12日（日）14時30分～19時50分

代々木公園陸上競技場（織田フィールド）

13時20分～競技開始30分前迄　代々木公園陸上競技場　入口

http://team-mk.net/mkdc/


MxKディスタンストライアル （非公認の部）
1500m 男女1組 スタート時刻 14:30

ペースメーカー:①5分15秒、②5分30秒、③5分45秒、④6分00秒、⑤6分30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 足立 俊宏 アダチ トシヒロ toshi
3 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ HIDENORI
4 吉野 匠 ヨシノ タクミ RC砂田 TAKUMI
5 栗原 秀彰 クリバラ ヒデアキ KURI
6 谷口 智哉 タニグチ トシヤ TANIGUCHI
7 荒井 万悠 アライ マハル 明星学園中 ARAI
8 今泉 愛子 イマイズミ アイコ Aiko
9 星 広美 ホシ ヒロミ HOSHI
10 木村 哲 キムラ サトシ TETSU
11 倉田 靖士 クラタ ヤスシ K-YASUSHI
12 吉田 和彦 ヨシダ カズヒコ 小鳥キッス KAZUHIKO
13 佐藤 勇介 サトウ ユウスケ SUKE
14 山﨑 詩大 ヤマザキ ウタ 矢口ランニングクラブ UTA
15 西山 花音 ニシヤマ カノ 矢口ランニングクラブ KANO
16 鈴木 徹平 スズキ テッペイ team MxK suzuhei
17 橋本 誠紀 ハシモト マサノリ HASHI
18 宇賀 大地 ウガ ダイチ daichi
19 飯田 徹 イイダ トオル MIP TORU
20 石川 恵 イシカワ メグミ 東京WINGS MEG
21 塚越 葵葉 ツカコシ アオバ 矢口ランニングクラブ AOBA
22 後藤 崇 ゴトウ タカシ Goto
23 橋本 龍 ハシモト リュウ 成城学園 RYU
- PM 高橋風成
- PM 竹澤想大
- PM 澁谷宥介
- PM 岡本拓也
- PM 山口純平



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 14:40

ペースメーカー:①5分00秒、②5分05秒、③5分10秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 埴原 正樹 ハイバラ マサキ 東京陸協 HAIBARA
2 尾方 優作 オガタ ユウサク YUSAKU
3 岩切 信泰 イワキリ ノブヤス IWAKIRI
4 高木 朋之 タカギ トモユキ Tomo
5 仙波 知夏 センバ チナツ CHINATSU
6 岡田 拓也 オカダ タクヤ 京大持久走OB OKADA
7 小川 創平 オガワ ソウヘイ SOHEI
8 中島 立人 ナカジマ リツト レジェンズ Ritsuto
9
10 鈴木 祐太 スズキ ユウタ suzuki
11 外間 結那 ソトマ ユイナ 矢口ランニングクラブ YUINA
12 河野 純平 カワノ ジュンペイ 島本プロジェクト JUNPEI
13 日高 晋介 ヒダカ シンスケ DAAHII
14 櫻井 芳夫 サクライ ヨシオ 富山県庁 SAKURAI
15 徳山 孝太郎 トクヤマ コウタロウ TOKUYAMA
16 高橋 宏仁 タカハシ ヒロヒト 埼玉BG走友会 TAKAHASHI
17 山崎 忠勝 ヤマザキ タダマサ ZAKI
18 武田 哲治 タケダ テツジ TAROBE
19 菅原 初江 スガワラ ハツエ 東京ＷＩＮＧＳ HATSUE
20
21
22
23
- PM 岡本拓也
- PM 山口純平
- 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3組 スタート時刻 14:50

ペースメーカー:①4分45秒、②4分50秒、③4分55秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 佐賀 国弘 サガ クニヒロ トラックヤロウと水曜織田練 SAGA
2 田畑 一 タバタ ハジム TABA
3 鈴木 秀人 スズキ ヒデト SUZU
4 五畿田 道夫 ゴキタ ミチオ チームあろ～は gokita
5 行武 秀臣 ユクタケ ヒデオミ ＫＡ YUKUOMI
6 平井 知生 ヒライ トモオ 明星学園中 HIRAI
7 石榑 昌也 イシグレ マサヤ GURE
8 浅倉 和史 アサクラ カズフミ チームランたな KAZU
9 佐伯 智 サエキ サトシ SAEKI
10 榊原 大樹 サカキバラ ヒロキ 埼玉大井RC HIRO
11 小林 啓之 コバヤシ ヒロシ HIROSHI
12 北川 悟 キタガワ サトル SATORU
13 木村 優基 キムラ ユウキ 矢口ランニングクラブ KIMURA
14 石井 浩行 イシイ ヒロユキ shanti
15 平田 昭雄 ヒラタ アキオ 東京陸協 AQUIO
16 菅野 駿之介 カンノ シュンノスケ ウマボーイ.com KANNO
17 鈴木 将夫 スズキ マサオ M
18 相澤 良幸 アイザワ ヨシユキ YOSHI
19 入角 健也 イリスミ ケンヤ KENYA
20 橋渡 直樹 ハシワタリ ナオキ Gozaru
21 中川 哲 ナカガワ テツ NAKAGAWA
22
23
- PM 高橋風成
- PM 竹澤想大
- PM 山口純平



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 14:58

ペースメーカー:①4分30秒、②4分35秒、③4分40秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 齋藤 堪汰 サイトウ カンタ 島本プロジェクト KANTA
2 佐藤 大宇 サトウ ダイウ 島本プロジェクト DAIU
3 多賀 ⾧門 タガ ナガト 島本プロジェクト NAGATO
4 新井 優太 アライ ユウタ 坂戸市陸協 ARAI
5 篠田 琉誓 シノダ リュウセイ 腹ペコめぐみんLv100 ♂ SUZUKATA
6 石井 優佑 イシイ ユウスケ 明星学園中 ISHII
7 芹沢 元秀 セリザワ モトヒデ 多摩サブ SERIZAWA
8 山口 聡史 ヤマグチ サトシ satoshi
9 田口 祐治 タグチ ユウジ 三菱商事陸上同好会 TAGUCHI
10 小堀 光 コボリ ヒカリ 樂走組 KOBO
11 今野 豪 コンノ タケル KONTAKE
12 平原 淳 ヒラハラ ジュン JMA JMA
13 笹本 浩司 ササモト コウジ SASA
14 伊藤 悠真 イトウ ユウマ YUMA
15 原田 貴正 ハラダ タカマサ TAKAMASA
16 坪地 宏嘉 ツボチ ヒロヨシ 自治医科大学 HIRO
17 大村 泰平 オオムラ タイヘイ 東京マスターズ TAIHEI
18 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト TORI
19 成島 一輝 ナルシマ カズキ sbf Naru
20 野口 健史 ノグチ タケシ ポポロＡＣ NOGUTAN
21 村松 健 ムラマツ ケン MATSUKEN
22 吉田 秀諭 ヨシダ ヒデツグ TDMR YOHIDA
23 大友 圭介 オオトモ ケイスケ OTOMO
- PM 山口純平
- PM 澁谷宥介
- PM 須崎裕也



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 15:06

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 山田 瑞穂 ヤマダ ミズホ 埼玉陸協 YAMACHE
2
3 今福 遼太 イマフク リョウタ 青山陸上愛好会 RYOTA
4 川北 大喜 カワキタ ダイキ DAIKI
5 坪井 豪志 ツボイ ゴウシ GOSHI
6 木内 博之 キウチ ヒロユキ WindRun KIUCHI
7 浦霧 誠也 ウラギリ セイヤ URA
8 坂本 達哉 サカモト タツヤ 東京陸協 TATSUYA
9 大西 竜洋 オオニシ タツヒロ 末脚ダイナマイト TAZ
10 小澤 昂平 オザワ コウヘイ OZAWA
11 並河 大樹 ナミカワ ダイキ NAMIKAWA
12 福井 準 フクイ ジュン 千葉陸協 JUN
13 増子 亘輝 マシコ コウキ Kouki
14 渡邉 遼平 ワタナベ リョウヘイ WindRun RYOHEI
15 藤平 真ノ介 トウヘイ シンノスケ GAZELLE manokai
16 形部 旭 カタベ アサヒ asahi
17 森 孝博 モリ タカヒロ MORI
18 湯本 雅俊 ユモト マサトシ 上尾市陸協 Yumoto
19 渡辺 毅 ワタナベ タケシ 東久留米 Take
20 森山 幸司 モリヤマ コウジ 二子玉川走友会 MORIYAMA
21 渡邉 学 ワタナベ マナブ 東京ドMランナーズ WATANABE
22 舟引 雅太 ﾌﾅﾋﾞｷ ｶﾌﾞﾄ 都足立 ＫＡＢＵＴＯ
23 羽入 天喜 ﾊﾆｭｳ ﾀｶﾖｼ 都足立 ＴＡＫＡＹＯＳＨＩ

- PM 高橋風成
- PM 竹澤想大
- 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6組 スタート時刻 15:14

ペースメーカー:①4分10秒、②4分15秒、③4分20秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 玉田 修平 タマダ シュウヘイ レジェンズ SHUHEI
2 宇津木 亮 ウツキ リョウ 東京陸協 RYO
3 橋場 守 ハシバ マモル 東大和高 HASHIBA
4 三浦 翔太 ミウラ ショウタ RUN JO KAI MIUSHO
5 相川 拓真 アイカワ タクマ iku
6 富士田 覚 フジタ サトル 三鷹市陸協 FUJITA
7 髙野 奏生 タカノ カナル さいたま市陸協 canal
8 ⾧副 紘樹 ナガソエ ヒロキ GRlab関東 NAGASOE
9 絹山 誉紹 キヌヤマ タカツグ 川越市陸協 KINUYAMA
10 鈴木 護弘 スズキ モリヒロ SUZUKI
11 小川 悠太郎 オガワ ユウタロウ YUTAROOGAWA

12 井上 天祐 イノウエ テンユウ 神奈川陸劦 TENYU
13 三ツ本 正美 ミツモト マサミ 埼玉陸協 MASAMI
14 大西 峻二 オオニシ シュンジ 末脚ダイナマイト SHUNBOWWW

15 大高 達典 オオタカ タツノリ 能代山本陸協 OTAKA
16 新田 魁洲 ニッタ カイシュウ 千葉陸協 NITTA
17 根本 夏生 ネモト ナツオ 東京陸協 NEMOTO
18 加藤 達大 カトウ タツヒロ 早大ほかん TATSUHIRO
19 松藤 久 マツフジ ヒサシ KJC HISASHI
20 伊與田 和希 イヨダ カズキ 立教AC DAAPIYO
21 石田 拳人 イシダ ケント KENTO
22 平野 賢 ヒラノ ケン WindRun KEN
23
- PM 澁谷宥介
- PM 山口純平
- PM 須崎裕也



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 15:22

ペースメーカー:①3分52~55秒、②4分00秒、③4分05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ランニングクラブ SHUMPEI
2 平野 慶介 ヒラノ ケイスケ keifarah
3 江原 由弘 エハラ ヨシヒロ 東京陸協 YOSHIHIROEHARA

4 嶋崎 敬太 シマザキ ケイタ 東京陸協 KEITA
5 福澤 元己 フクザワ モトキ 東京陸協 Fukuzawa
6 堀内 省吾 ホリウチ ショウゴ ボズウチ重工(株) SHOGO
7
8 伊藤 翔流 イトウ カケル 日大生産工 KAKERU
9 秋葉 直人 アキバ ナオト RFA Japan NAOTO
10 新田 良太郎 ニッタ リョウタロウ RUNNING SCIENCE LAB RYOTARO
11 福元 翔輝 フクモト ショウキ 明星学園教員 FUKUMOTO
12 宮本 力 ミヤモト チカラ Chikara
13 田村 翼 タムラ ツバサ 上尾市陸協 Tubasa
14 南雲 信之介 ナンクモ シンノスケ 東京陸協 SHINNOSUKE
15 中谷 謙太 ナカヤ ケンタ さいたま市陸協 nakaya
16 山崎 凜太郎 ヤマザキ リンタロウ 駒澤大学AC陸上競技同好会 YAMAZAKI
17 荒谷 謙 アラタニ ケン 茨城陸協 ARATANI
18 小坂 啓悟 コサカ ケイゴ KEIGO
19 浜崎 航太郎 ハマサキ コウタロウ 早稲田大学陸上同好会 kotaro
20 祝部 健太 ホウリ ケンタ 川口市陸協 HORIKEN
21 板倉 佳克 イタクラ ヨシカツ 横浜市陸協 ITASAN
22 松本 大寛 マツモト マサヒロ MATSUMOTO
23 森田 雄貴 モリタ ユウキ 東京理科大学 YUKI
- PM 三津家貴也
- PM 竹澤想大
- PM 澁谷宥介
- PM 高橋風成



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 15:30
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 斎藤 絵美 サイトウ エミ クラブR2東日本 eMi
2 桜井 健一郎 サクライ ケンイチロウ SAKURAI
3 早川 忠孝 ハヤカワ タダタカ さいたま市陸協 chuu
4 入江 卓也 イリエ タクヤ ランデザイン TAKUYA
5 佐藤 良憲 サトウ ヨシノリ SATO
6 浅倉 和史 アサクラ カズフミ チームランたな KAZU
7 川西 宏幸 カワニシ ヒロユキ T.T-AC KAWANISHI
8 松田 文貴 マツダ フミタカ BUN
9 杉田 雅宏 スギタ マサヒロ クラブR2 MASA
10 夏井 和俊 ナツイ カズトシ 天馬RC KAZU
11 鈴木 秀人 スズキ ヒデト SUZU
12 櫻井 芳夫 サクライ ヨシオ 富山県庁 SAKURAI
13 田頭 郁 タガシラ カオル KAORU
14 斉藤 拓也 サイトウ タクヤ Ta-Saito
15 戸田 研太郎 トダ ケンタロウ tdk
16 田口 亜利沙 タグチ アリサ DreamAC東京 ARISA
17 大松 知恵 オオマツ チエ CHIEOMATSU
18 浦 もみじ ウラ モミジ MOMIJI
19 杉森 智 スギモリ サトシ TeamMxK SUGIMORI
20 飯田 徹 イイダ トオル MIP TORU
21 古賀 三千人 コガ ミチンド MICHINDO
22 村木 葵 ムラキ アオイ さいたま市陸協 MURAKI
23 橋本 誠紀 ハシモト マサノリ HASHI
24 石川 恵 イシカワ メグミ 東京WINGS MEG
25 芳野 高太郎 ヨシノ コウタロウ YOSHI
26 梅下 かおり ウメシタ カオリ KAORI
27 梶野 良夫 カジノ ヨシオ 薬園台AC KAJINO
28 杤谷 有紀 トチヤ ユキ YUKI
29
30 才藤 歩夢 サイトウ アユム Ayumu
31 菅原 初江 スガワラ ハツエ 東京ＷＩＮＧＳ HATSUE
32 皆川 麻美 ミナカワ アサミ ASAMI
33 林 正仁 ハヤシ マサヒト MASA
34 正木 裕美 マサキ ヒロミ Hiromi
35
- PM 岡本拓也
- PM 山口純平
- PM 大角重人
- PM 塩谷信二
- PM 高橋風成



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 15:50

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 今野 豪 コンノ タケル KONTAKE
2 小山 清和 コヤマ キヨカズ KIYOKAZU
3 ⾧屋 博之 ナガヤ ヒロユキ 駒沢公園JＣ nagaya
4 平原 淳 ヒラハラ ジュン JMA JMA
5 中島 圭一 ナカシマ ケイイチ NAKASHIMAKEIICHI

6 鈴木 慶 スズキ ケイ さいたま市陸協 K
7 木川 大輔 キカワ ダイスケ DreamAC DICEK
8 阿部 ゆかり アベ ユカリ BEBE
9 山崎 洋輔 ヤマザキ ヨウスケ ラチエンAC Yosuke
10 白石 貢一 シライシ コウイチ KOICHI
11 松崎 雅春 マツザキ マサハル TeamM×K MATSUZAKI
12 浦野 優太郎 ウラノ ユウタロウ URN
13 太田 聖 オオタ セイ SEI
14 石田 智士 イシダ サトシ SATOSHI
15 寺尾 隆宏 テラオ タカヒロ rollingbase TERAO
16 小林 啓之 コバヤシ ヒロシ HIROSHI
17 黒田 なつみ クロダ ナツミ BeBe NATSUMI
18 林 和佳奈 ハヤシ ワカナ PLUS VOX WAKANA
19 川島 純平 カワシマ ジュンペイ JUMPEI
20 嶋崎 清明 シマザキ キヨアキ Jクラブ solo
21
22 宇田 達貴 ウダ タツキ TEAM宇田家 TATSUKI
23 濵﨑 由莉 ハマサキ ユリ YURI
24 菅野 駿之介 カンノ シュンノスケ ウマボーイ.com KANNO
25 冨内 達矢 トミウチ タツヤ TOMIUCHI
26 船木 和成 フナキ カズナリ KAZUNARI
27 石井 浩行 イシイ ヒロユキ shanti
28 鈴木 萌乃香 スズキ ホノカ HONOKA
29 藤井 将大 フジイ マサヒロ TEEN×2 Agers F
30 中島 健治 ナカジマ ケンジ IBUKI KEN
31 荻原 慶也 オギハラ ケイヤ 浦安ランナーズ KYP
32 テンヘイブ 麻莉夏 テンヘイブ マリナ アメリカンスクール・イン・ジャパン MARINA
33 星宮 一木 ホシミヤ カズキ KAZUKI
34
35
- PM 大川隼平
- PM 須崎裕也
- PM 岡本拓也



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 16:05

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 中倉 幸陽 ナカクラ コウヨウ DREAM NAKAKURA
2 杉山 健人 スギヤマ タケヒト TAKE
3 加藤 達大 カトウ タツヒロ 早大ほかん TATSUHIRO
4 奥村 哲生 オクムラ テツオ 静岡陸協 OKU
5 浦霧 誠也 ウラギリ セイヤ URA
6 森 雅俊 モリ マサトシ MM
7 松藤 久 マツフジ ヒサシ KJC HISASHI
8 北崎 翔馬 キタザキ ショウマ SHOMA
9 石川 直樹 イシカワ ナオキ NAOKI
10 森田 拡希 モリタ ヒロキ 東京医科大学 MORITA
11 吉田 暖大 ヨシダ ヒナタ YOSHIDA
12 井上 康訓 イノウエ ヤスノリ INOUE
13 谷口 和希 タニグチ カズキ KAZUKI
14 奥 泰貴 オク タイキ hinata
15 木村 創 キムラ ツクル 埼玉陸協 KIMURA
16 杉本 孝公 スギモト タカマサ SUGIMOTO
17 笠谷 駿介 カサヤ シュンスケ ハートブレイク SHUNSUKE
18 山口 聡史 ヤマグチ サトシ satoshi
19 網谷 直紀 アミタニ ナオキ 富山陸協 AMI
20 小田切 大城 オタギリ ダイキ 済美山ナイトクラブ OTA
21 玉置 将法 タマキ マサノリ さいたま市陸協 Makky
22 増子 亘輝 マシコ コウキ Kouki
23 吉本 優貴 ヨシモト ユウキ YUKI
24 赤澤 省吾 アカザワ ショウゴ 東京地下鉄 SHOGO
25 須藤 剛 スドウ ツヨシ WindRun TSUYOSHI
26 草野 翔吾 クサノ ショウゴ SHOGO
27 中澤 徹 ナカザワ トオル NAKAZAWA
28 大木 陽平 オオキ ヨウヘイ さいたま市陸協 YOHEY
29 中山 知昭 ナカヤマ トモアキ GRlab関東 NAKAYAMA
30 新井 優太 アライ ユウタ 坂戸市陸協 ARAI
31 本宮 亨 モトミヤ トオル ラチエンAC TOHRU
32 小柳 祐介 オヤナギ ユウスケ さいたま市陸協 OYANAGI
33 井上 裕介 イノウエ ユウスケ YUSUKE
34 西片 優二 ニシカタ ユウジ YUJI
35 衣笠 一喜 キヌガサ カズキ KINUGASA
- PM 澁谷宥介
- PM 児玉雄介
- PM 岡本拓也



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 16:20

ペースメーカー:①8分15秒、②8分30秒、③8分45秒、④9分00秒、⑤9分15秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 梶原 有高 カジワラ アリタカ ひらまつ病院 KAJIWARA
2 新田 良太郎 ニッタ リョウタロウ RUNNING SCIENCE LAB RYOTARO
3 横内 悠 ヨコウチ ユウ TRACKTOKYO YOKOCHIN
4 山田 祐生 ヤマダ ユウキ YUKIYAMADA
5 内田 昌寛 ウチダ マサヒロ MASA
6 渡辺 将悟 ワタナベ ショウゴ 東京陸協 SHOGO
7 柳原 真人 ヤナギハラ マサト 坂戸市陸協 ICETAGRAM
8 田村 翼 タムラ ツバサ 上尾市陸協 Tubasa
9 加藤 拓海 カトウ タクミ RFA Japan KATO
10 三浦 拓哉 ミウラ タクヤ RUN JO KAI MURTakuya
11 佐川 元太 サガワ ゲンタ GRC GENTA
12 羽生田 智彦 ハニウダ トモヒコ ぬまちゃんず HNEW
13 川嶋 洋平 カワシマ ヨウヘイ 坂戸市陸協 YOHEI
14 猪瀬 祐輔 イノセ ユウスケ 吉本興業 YUSUKE
15 板垣 洋平 イタガキ ヨウヘイ 立川市陸協 ITAGAKI
16 麻田 悠馬 アサダ ユウマ 温室学院大学 ONSHITSU
17 中澤 真大 ナカザワ マヒロ 川越富士見中 MAHIRO
18 鈴木 健祐 スズキ ケンスケ SUZUKI
19 千田 聖太郎 センダ セイタロウ seitaro
20 斎藤 湧歩 サイトウ ユウホ HRN
21 風戸 啓希 カザト ヒロキ TeamMxK HIRO
22 緒方 甫哉 オガタ モトキ 東京海上日動火災保険株式会社 MOTOKI
23 南雲 信之介 ナンクモ シンノスケ 東京陸協 SHINNOSUKE
24 島田 仁 シマダ ジン 羽生陸協 Jin
25 左近 実智隆 サコン ミチタカ 早大同 sakon
26 安田 有佑 ヤスダ ユウスケ 東京外国語大学 TapiokaNomitai

27 飯田 光 イイダ アキラ ポポロAC IIDAAKIRA
28 佐藤 壮 サトウ タケシ T
29 村川 雄一 ムラカワ ユウイチ 東京陸協 U1
30 井上 明弘 イノウエ アキヒロ 横須賀市陸協 AKIHIRO
31 松崎 哲平 マツザキ テッペイ 三鷹市陸上競技協会 MATSUZAKI
32 吉田 匠吾 ヨシダ ショウゴ SHOGO
33 田島 祐介 タジマ ユウスケ TAJI
34
35
- PM 高橋風成
- PM 竹澤想大
- PM 三津家貴也
- PM 須崎裕也
- PM 児玉雄介
- PM 大川隼平
- PM 山口純平



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 16:35
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 ゼッケン名
1 石井 洋佑 イシイ ヨウスケ YSKII
2 木村 哲 キムラ サトシ TETSU
3 黒部 健 クロベ ケン 横浜陸協 KEN
4 村木 建治 ムラキ ケンジ KENJI
5 飯尾 健 イイオ ケン KEN
6 鈴木 徹平 スズキ テッペイ team MxK suzuhei
7 川口 太希 カワグチ タイキ KAWAGUCHI
8 馬詰 義明 ウマヅメ ヨシアキ TeamMxK UMAZUME
9 岡崎 園子 オカザキ ソノコ Go up! SONIA
10 西尾 元宏 ニシオ モトヒロ MOTO
11 市川 博明 イチカワ ヒロアキ ICHIKAWA
12 冨森 ゆみ子 トミモリ ユミコ YUMIKO
13 田中 久善 タナカ ヒサヨシ Team M×K TANAKA
14 石元 理恵子 イシモト リエコ ISHIMOTO
15 山下 美智子 ヤマシタ ミチコ chico
16 小竹 雄士 コタケ ユウシ なし KOTAKE
17 竹内 愛 タケウチ アイ EDGEKO
18 李 顕史 リ ケンジ 内田治療院AC LEE
19 大西 久美子 オオニシ クミコ KUMI
20 坂本 杏奈 サカモト アンナ ANNA
21 川島 正樹 カワシマ マサキ MASAKI
22 倉田 靖士 クラタ ヤスシ K-YASUSHI
23 後藤 崇 ゴトウ タカシ Goto
24 新嶋 明 ニイジマ アキラ RSLAB AKIRA
25 山崎 直人 ヤマザキ ナオト ZAKI
26 横川 美沙 ヨコカワ ミサ TeamM×K YOKOKAWA
27 半谷 謙寿 ハンガイ ケンジュ ハリアーズ HANGAI
28 中島 美音 ナカジマ ミオ MIO
29 下田 智大 シモダ トモヒロ TOMO
30 市耒 小弓 イチキ サユミ CR2東日本 sayumi
31 原 信治 ハラ シンジ きのこRunインスタ部 HARA3
32 細谷 みゆき ホソヤ ミユキ MIYUKI
33 阿邊 宏子 アベ ヒロコ 三友システムアプレイザル HIROCHAN
34 芝木 恒治 シバキ コウジ 右田病院駅伝部 SHIBAKI
35 武田 浩実 タケダ ヒロミ HIROMI
36 鈴木 雅勝 スズキ マサカツ MASAKATSU
37 杉山 健太 スギヤマ ケンタ SUGIYAMA
38 神原 百合 カンバラ ユリ 南蛮連合 YURI
39
40
41
42
43
44
45
- PM 塩谷信二
- PM 緑川優
- PM 大角重人
- PM 須崎裕也
- PM 山口純平



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 17:05

ペースメーカー:①19分30秒、②19分45秒、③20分00秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 久冨 道玄 ヒサトミ ミチハル TOMMY
2 祢津 知広 ネヅ トモヒロ WindRun NEZU
3 川合 千春 カワイ チハル chippa
4 関 直人 セキ ナオト Amalyze trail run club SEKI
5 緒方 明浩 オガタ アキヒロ OGATA
6 松本 郷平 マツモト キョウヘイ ランたなちゃんねる KYOHEI
7 石川 修一 イシカワ シュウイチ SHU
8 高須 進一 タカス シンイチ 立川バス taka
9 井手 一幸 イデ カズユキ IDE
10 ジョンソン クリスティーナ ジョンソン クリスティーナ Christina Johnson Christina
11 保岡 昌彦 ヤスオカ マサヒコ YASUOKA
12 高橋 宏仁 タカハシ ヒロヒト 埼玉BG走友会 TAKAHASHI
13 進 麻美子 シン マミコ Mami
14 井合 公義 イアイ キミヨシ KIMI
15 傍島 稔也 ソバジマ トシヤ TOSHIYA
16 高橋 博之 タカハシ ヒロユキ 海老名市陸協 HEROYOUSKI
17 小島 直樹 コジマ ナオキ 埼玉大井RC KOJI
18 小林 尚 コバヤシ タカシ RDC Tokyo TAKA
19 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ HIDENORI
20 池田 司 イケダ ツカサ IKEDA
21 内藤 ひょうま ナイトウ ヒョウマ HYOMA
22 佐藤 康子 サトウ ヤスコ ニッポンランナーズ YASUKO
23 萩野谷 賢太 ハギノヤ ケンタ HAGI
24 槙尾 三也子 マキオ ミヤコ MIYA
25 井上 宜久 イノウエ ノリヒサ TeamM×K INOUE
26 石井 明夫 イシイ アキオ 樂走組 ISHII
27 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル Team RxL Yamachan
28 鈴木 剛 スズキ タケシ T-SUZUKI
29 中尾 直次 ナカオ ナオツグ GRlab関東 NAOTSUGU
30 吉野 匠 ヨシノ タクミ RC砂田 TAKUMI
31
32 小高 潤 オダカ ジュン ODAKA
33 中川 暢生 ナカガワ ノブオ NOBU
34 伊藤 公博 イトウ クニヒロ 小金井公園走友会 KUNI
35 加藤 崇 カトウ タカシ KATO
36 石井 靖子 イシイ ヤスコ yacchan
37 石井 正樹 イシイ マサキ masaki
38 牧野 絵里子 マキノ エリコ KACKY
39 浅倉 和史 アサクラ カズフミ チームランたな KAZU
40 木山 宏 キヤマ ヒロシ HIROSHI
41 庄田 真人 ショウダ マサト TeamM×K SHODA
42 大坂 好和 オオサカ ヨシカズ BaSRC YOSHI
43 吉田 和彦 ヨシダ カズヒコ 小鳥キッス KAZUHIKO
44 大松 知恵 オオマツ チエ CHIE
45 奥野 友美 オクノ トモミ TOMO
- PM 門出康孝
- PM 児玉雄介
- PM 山口純平



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 17:30

ペースメーカー:①18分40秒、②19分00秒、③19分20秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 北川 浩之 キタガワ ヒロユキ KITAGAWA
2 宮本 類 ミヤモト ルイ MIYAMOTO
3 山口 幹哉 ヤマグチ ミキヤ MKY
4 佐藤 朋哉 サトウ トモヤ SATO
5 中村 卓哉 ナカムラ タクヤ TAKUYA
6 杉山 ヘンリー スギヤマ ヘンリー LOSPA HARRY
7 川井 勉 カワイ ツトム TEAM M×K KAWAI
8 前田 拓哉 マエダ タクヤ Mラン mametaro
9 吉田 迅文 ヨシダ トシフミ YOSHIDA
10 名知 哲也 ナチ テツヤ NACHI
11 森木 健太郎 モリキ ケンタロウ 湘南海岸RC KENTARO
12 片桐 駿介 カタギリ シュンスケ SHUNSUKE
13 高橋 立志 タカハシ リツシ TAKAHASHI
14 佐久間 康行 サクマ ヤスユキ YASU
15 鶴 一磨 ツル カズマ TSURU
16 村上 寛之 ムラカミ ヒロユキ HIRO
17 高橋 順一 タカハシ ジュンイチ JUN
18 武田 哲治 タケダ テツジ TAROBE
19 好士 理恵子 コウシ リエコ KOSHI
20 梅田 進也 ウメダ シンヤ UMEDA
21 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ KISHIDA
22 土屋 絢太郎 ツチヤ シュンタロウ 無所属 SHUN
23 吉岡 誠一郎 ヨシオカ セイイチロウ ラフラフＲＣ YOSHIOKA
24 高橋 夏美 タカハシ ナツミ NATSU
25 羽鳥 光郎 ハトリ ミツロウ mitsu
26 染野 かずみ ソメノ カズミ kazu
27 白井 吾一 シライ ゴイチ 太鼓の達人 JOHNNY
28 山市 剛 ヤマイチ ツヨシ YAMAICHI
29 糸山 誠一朗 イトヤマ セイイチロウ 小金井公園走友会 ITOYAMA
30 関野 敏正 セキノ トシマサ 東京都陸連 TOSHI
31 木村 正顯 キムラ マサアキ kimura
32 伏木 智哉 フシキ トモヤ TOMOYA
33 伊藤 公哲 イトウ タカアキ ITO
34 谷口 智哉 タニグチ トシヤ TANIGUCHI
35 鈴木 将夫 スズキ マサオ M
36 薄隅 直人 ウスズミ ナオト NAOTO
37 吉留 隆行 ヨシドメ タカユキ YOSHIDOME
38 松崎 公平 マツザキ コウヘイ 埼玉大井ＲＣ KOUHEI
39 前田 健輔 マエダ ケンスケ 平井ランニングクラブ HRC
40 村松 健 ムラマツ ケン MATSUKEN
41 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウ モンベル YUICHIRO
42 玉田 真之介 タマダ シンノスケ YuiEnaRC TAMA
43 石井 正吾 イシイ ショウゴ ISHII
44 北 寿一 キタ トシカズ ニツポンランナーズ kita
45 堀川 翔悟 ホリカワ ショウゴ SHOGO
- PM 塩谷信二
- PM 緑川優
- PM 大角重人



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 17:55

ペースメーカー:①18分00秒、②18分15秒、③18分30秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 籾山 勇次 モミヤマ ユウジ さいたま走友会 MOMIYAMA
2 辻本 和道 ツジモト カズミチ TSUJIMOTO
3 富澤 薫 トミザワ カオル 台湾好吃放浪記 EIPAPA
4 山崎 剛士 ヤマザキ ツヨシ かながわクラブ YAMA-TSUYO
5 立野 幸紀 タテノ コウキ 東京ハオチーRC KOKI
6 鳥越 章良 トリゴエ アキラ TORIGOE
7 瀧波 美緒 タキナミ ミオ DreamAC MIO
8 松尾 紀能 マツオ ノリヨシ NORITA
9 白井 正和 シライ マサカズ 太鼓の達人 KAZ
10 後藤 公秀 ゴトウ キミヒデ GOTO
11 柳澤 仁弥 ヤナギサワ ジンヤ かたくり第2 Jin
12 二井谷 昇 ニイタニ ノボル NOBORU
13 山谷 良登 ヤマタニ ヨシト Dani
14 ポチロン ヨアン ポチロン ヨアン YOANN
15 笠田 大洋 カサダ タイヨウ TAiyor
16 冨田 道也 トミタ ミチヤ RAC TOMITA
17 早川 貴浩 ハヤカワ タカヒロ TAKA
18 中野 喜文 ナカノ ヨシフミ ENNE Nakano
19 小幡 優 オバタ ユウ Yuu
20 菅 佑輔 カン ユウスケ KAN
21 柳田 靖 ヤナギタ ヤスシ YANAGITA
22 浅井 将尚 アサイ マサナオ ASAI
23 九島 玲欧奈 クシマ レオナ REONAKUSHIMA

24 光田 国広 ミツタ クニヒロ エボーリュRC mitsuta
25 馬場 建一 ババ ケンイチ BABA
26 鳥山 浩 トリヤマ ヒロシ TORI
27 布施 望 フセ ノゾム NOZOMU
28 島田 和幸 シマダ カズユキ SHIMAKAZU
29 高木 朋之 タカギ トモユキ Tomo
30 安藤 地平 アンドウ チヘイ CHIHEI
31 梅田 卓資 ウメダ タクジ Ｔｅａｍ Ｍ×Ｋ TAKUJI
32 阿部 克臣 アベ カツオミ うさおＲＣ ABE
33 佐野 恭平 サノ キョウヘイ SANO
34 近藤 瞳 コンドウ ヒトミ エボーリュRC HITOMI
35 指山 浩志 サシヤマ ヒロシ SASHIYAMA
36 佐藤 夏実 サトウ ナツミ NATSUMI
37 山本 雄一朗 ヤマモト ユウイチロウ Yamamoto
38 中村 浩之 ナカムラ ヒロユキ Hiro
39 松田 洋祐 マツダ ヨウスケ YOUSUKE
40 片桐 暁文 カタギリ アキフミ KATAGIRI
41 近内 京太 コンナイ キョウタ Windrun KON
42
43 アレン ポール アレン ポール PAUL
44 廣瀬 誠 ヒロセ マコト 結城ＲＣ MAKO
45
- PM 秋山太陽
- PM 児玉雄介
- 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5組 スタート時刻 18:20

ペースメーカー:①17分10秒、②17分30秒、③17分50秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 毎田 篤彦 マイダ アツヒコ atsuzo
2 片山 等 カタヤマ ヒトシ TOSHI
3 井上 靖数 イカミ ヤスカズ Ｔ・ＴーＡＣ IKAMI
4 小堀 光 コボリ ヒカリ 樂走組 KOBO
5 望月 佐夢 モチヅキ サム SAMU
6 野口 健史 ノグチ タケシ ポポロＡＣ NOGUTAN
7 衣笠 一喜 キヌガサ カズキ KINUGASA
8 本郷 孝知 ホンゴウ タカアキ Team MxK HG
9 佐々木 啓至 ササキ ヒロシ ソンナバナナ BANANA
10 安藤 遼太郎 アンドウ リョウタロウ ANDY
11 鈴木 宏之 スズキ ヒロユキ 茨城爆走会 SUZUMARU
12 矢澤 文朗 ヤザワ フミロウ トップギア F-YAZAWA
13 桂川 直也 カツラガワ ナオヤ Ka_Na
14 佐々木 雅典 ササキ マサノリ MASANORI
15 若月 法洋 ワカツキ ノリヒロ WAKA
16 久我 洋介 クガ ヨウスケ DAC KUGA
17 前田 凱史 マエダ ヨシフミ MAEDA
18 家野 英治アレックス イエノ エイジ EIJI
19 永井 雅樹 ナガイ マサキ TopGear MASAKI
20 渡辺 毅 ワタナベ タケシ 東久留米 Take
21 北川 悟 キタガワ サトル SATORU
22 しまた 洸一 シマダ コウイチ SHIMADA
23 高橋 純一 タカハシ ジュンイチ TAKAHASHI
24 北條 孝樹 ホウジョウ コウキ HOJO
25 佐藤 賢一 サトウ ケンイチ 立川バス SAFA
26 石榑 昌也 イシグレ マサヤ GURE
27 甲元 辰雄 コウモト タツオ TATSUOKOMOTO

28 岡本 壮太郎 オカモト ソウタロウ SO
29 鳥居 恒太 トリイ コウタ Kota
30 戸村 健 トムラ ケン TOMURA
31 大塚 稔 オオツカ ミノル 東京陸協 OTSUKA
32 井野 寛司 イノ カンジ KANJI
33 寺西 利之 テラニシ トシユキ アミトラ Teva
34 横山 正尭 ヨコヤマ マサタカ YOKOYAMA
35 俵 淳 タワラ アツシ BTP TAWARA
36 土橋 宏一 ツチハシ コウイチ 小金井公園走友会 TSUCHIHASHI

37 徳山 孝太郎 トクヤマ コウタロウ TOKUYAMA
38 秋山 充二郎 アキヤマ ミツジロウ 江東区トライアスロン連合 AKIYAMA
39 新井 健至 アライ ケンジ ARAI
40 木住野 善男 キシノ ヨシオ KISSY
41 大槻 順朗 オオツキ カズアキ 凡人ＲＣ OHTSUKIK
42 高橋 寛行 タカハシ ヒロユキ TAKAHASHI
43 熊谷 智弘 クマガイ トモヒロ TKUMAN
44 小川 高弘 オガワ タカヒロ taka
45 鈴木 翔太 スズキ ショウタ SUZUKISHOTA

- PM 齋藤拓也
- PM 緑川優
- 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6組 スタート時刻 18:45

ペースメーカー:①16分30秒、②16分45秒、③17分00秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 大野 瑛 オオノ アキラ AKIRA
2 阿部 靖 アベ ヤスシ ABE
3 山本 貴政 ヤマモト タカマサ GEORGE
4 千田 俊輔 センダ シュンスケ クラブR2北海道 SEN
5 北村 政貴 キタムラ マサキ MASAKI
6 植村 雄一郎 ウエムラ ユウイチロウ UEMURA
7 大西 竜洋 オオニシ タツヒロ 末脚ダイナマイト TAZ
8 風間 龍介 カザマ リュウスケ SUKESUKE
9 尾崎  芳史 オザキ ヨシフミ さいたま市陸協 SOSU
10 渡部 剛 ワタナベ ツヨシ カナガワRC TSUYO
11 高橋 優太 タカハシ ユウタ Takahashi
12 山田 瑞穂 ヤマダ ミズホ 埼玉陸協 YAMACHE
13 古城戸 真之 フルキド マサユキ 鳩印G＆T川崎 FURUKIDO
14 嶋岡 雄大 シマオカ ユウタ 東京陸連 SHIMA
15 柳沢 薫 ヤナギサワ カオル 東京陸協 YANAGISAWA
16 郡司 真彦 グンジ マサヒコ 東京陸協 MA-KUN
17 野田 大晴 ノダ タイセイ TAISEI
18 高見 瑞樹 タカミ ミズキ 足柄男塾 MIZU
19 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ IKEUCHI
20 水越 元洋 ミズコシ モトヒロ Wisdom.RC GEN
21 角田 幹之 ツノダ モトユキ TRACK TOKYO TSUNODA
22 川西 淳司 カワニシ ジュンジ NIS
23 竹村 渉 タケムラ ワタル さいたま市陸協 WATARU2
24 鈴木 新 スズキ シン SHIN
25 乗松 祐里 ノリマツ ユリ MMナイトラン NORIMATSU
26 八木 慶太 ヤギ ケイタ Keita
27 大森 陽生 オオモリ ハルキ もりランナー OMORI
28 太田 智也 オオタ トモヤ 東京陸協 OTA
29 中丸 大樹 ナカマル ダイキ DAIKI
30 桑野 博輔 クワノ ヒロスケ Breakthrough HIRO
31 黒崎 群 クロサキ グン GUN
32 徳原 健太郎 トクハラ ケンタロウ ソンナバナナ TOKU
33 斉藤 斉 サイトウ ヒトシ 酒RUN MAMUSHI
34 前原 雅樹 マエハラ マサキ 上尾市陸協 MAITY
35 松田 拓朗 マツダ タクロウ TAKURO
36 酒井 拓磨 サカイ タクマ 江東区陸協 takkun
37 堀越 竣人 ﾎﾘｺｼ ｼｭﾝﾄ 都足立 ＳＹＵＮＴＯ
38 大角 重人 オオスミ シゲト OSUMI
39 木下 裕美子 キノシタ ユミコ YUMIKO
40 小池 孝範 コイケ タカノリ KOIKE
41 吉田 秀諭 ヨシダ ヒデツグ TDMR YOSHIDA
42 平尾 悠貴 ヒラオ ユウキ HIRAO
43 酒井 優一 サカイ ユウイチ YUICHI
44 桑原 大樹 クワハラ ダイキ JR東海陸上クラブ DAIKI
45 眞坂 哲平 マサカ テッペイ 肉の大山 tepe
- PM 梶原有高
- PM 井下裕貴
- 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 19:10

ペースメーカー:①15分50秒、②16分05秒、③16分20秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 遠藤 正陽 エンドウ マサハル 東京大学 MASAHARU
2 中山 貴史 ナカヤマ タカシ 花巻ＡＣ NAKAYAMA
3 宮川 研悟 ミヤガワ ケンゴ KENGO
4 松本 郁也 マツモト フミヤ 東京大学 FUMIYA
5 古川 優太 フルカワ ユウタ KYB YUTA
6 佐藤 懸 サトウ ケン 松戸市陸協 KEN
7 若松 鉄也 ワカマツ テツヤ TETSU
8 桶川 聡 オケガワ サトシ OKE
9 二宮 大樹 ニノミヤ タイキ NINO
10 加藤 可己 カトウ ヨシキ ＷｉｎｄＲｕｎ KATO
11 鷹觜 厚宜 タカノハシ アツキ 埼玉陸上競技協会 AT
12 我妻 総 ワガツマ サトシ 農林水産省 SATOSHI
13 田村 亮 タムラ リョウ かっこよく走り隊 milk
14 堀 貴博 ホリ タカヒロ TAKAHIRO
15 海津 淳 カイヅ ジュン 八王子富士森走友会 JUNchan
16 加藤 淳司 カトウ アツシ 八王子富士森走友会 KATOUHAAAN

17 岡田 昌平 オカダ ショウヘイ さいたま市陸協 OKADA
18 宮原 武也 ミヤハラ タケヤ CIA TAKEYA
19 新井 一匡 アライ カズマサ KAZU
20 ジョンソン ジェレッド ジョンソン ジェレッド Jared Johnson Jared
21 山本 晃之 ヤマモト アキユキ AKIYUKI
22 浅井 創太 アサイ ソウタ 陸上競技多摩川クラブ SOTA
23 ⾧副 紘樹 ナガソエ ヒロキ GRlab関東 NAGASOE
24 舩越 悠介 フナコシ ユウスケ 東京陸協 FUNAKOSHI
25 蓮見 明久 ハスミ アキヒサ 小川町陸協 HASUMI
26 笠井 勇馬 カサイ ユウマ Kasai
27 森田 大智 モリタ ダイチ さいたま市陸協 moridai
28 吉村 仁志 ヨシムラ ヒトシ YOSHIMURA
29 下村 和也 シモムラ カズヤ 市川ＭＣ SHIMO
30 射場本 綾 イバモト リョウ IBA
31 五木田 駿 ゴキタ シュン GOKKY
32 藤曲 夏樹 フジマガリ ナツキ 東京都庁 FUJIMAGARI
33
34 森田 裕太郎 モリタ ユウタロウ MORITA
35 兼重 志帆 カネシゲ シホ SATOCHA
36 兼重 優介 カネシゲ ユウスケ GRlab Oshigechi
37 土濃塚 渉 トノヅカ ワタル さいたま市陸協 WATARU1
38 森野 隆盛 モリノ リュウセイ MORINO
39 土田 逸朗 ツチダ イツロウ 横浜市陸協 TSUCHIRO
40
41
42
43
44
45
- PM サイラス・ジュイ

- PM 河野孝志
- PM 齋藤拓也



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 19:35

ペースメーカー:①14分30秒、②14分45秒、③15分00、④15分15秒、⑤15分30秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 大橋 秀星 オオハシ シュウセイ 小平市陸協 SHUSEI
2 塩田 匠 シオダ タクミ SHIODA
3 樽木 将吾 タルキ ショウゴ TARU
4 黒木 瞬 クロキ シュン 甲斐市陸協 KUROKI
5 荒木 数也 アラキ カズヤ kazuyaaraki
6 丸山 大輝 マルヤマ ダイキ DAIKI
7 斉藤 雄基 サイトウ ユウキ さいたま市陸協 YUKI
8 平野 慶介 ヒラノ ケイスケ keifarah
9 瀬川 京祐 セガワ ケイスケ KEISUKE
10 山田 泰生 ヤマダ ヒロキ まるお製作所 Hiroki
11 松本 翔 マツモト ショウ TeamMxK TeamMxK
12 横内 佑太朗 ヨコウチ ユウタロウ TeamASICS YUTARO
13 姫田 賢希 ヒメダ ゲンキ ハートブレイク HIMEGEN
14 嶋崎 敬太 シマザキ ケイタ 東京陸協 KEITA
15 富張 裕紀 トミハリ ユウキ 矢口ランニングクラブ TOMIHARI 
16 加藤 亮一 カトウ リョウイチ 東京陸協 kato
17 加藤 幸一郎 カトウ コウイチロウ 神奈川県陸協 kato
18 川内 鮮輝 カワウチ ヨシキ Jaybird Jaybird
19 藤野 滉生 フジノ コウキ GAZELLE KOUKI
20 市塚 遊 イチツカ ユウ さいたま市陸協 ICHI
21 浜崎 成平 ハマサキ ナルヘイ NARU
22 高島 良平 タカシマ リョウヘイ 東京陸協 Takassy
23 瀬﨑 裕次 セザキ ユウジ さいたま市陸協 zakky
24 勝又 洋人 カツマタ ヒロト 東京陸協 KATSUMATA
25 清原 和博 キヨハラ カズヒロ つじかぜac KAZUHIRO
26 増山 啓人 マスヤマ ケイト run
27 佐藤 勝茂 サトウ カツシゲ さいたま市陸協 SATO
28 山本 亮 ヤマモト リョウ さいたま市陸協 yamaryo
29 氏原 健介 ウジハラ ケンスケ さいたま市陸協 UJIHARA
30 大熊 啓史 オオクマ ヒロシ KUMA
31 合田 佳功 ゴウダ ヨシノリ YOSHINORI
32 櫻井 裕貴 サクライ ユウキ KARC Yuki
33 吹切 洋平 フッキリ ヨウヘイ YOHEEEEEEEEEEEEY

34 梅村 一輝 ウメムラ カズキ 横浜国立大学 KAZUKI
35 小原 哲典 オバラ アキノリ OBARA
36 前川 元気 マエカワ ゲンキ GENKI
37 河野 陽一 コウノ ヨウイチ KOUNO
38 町田 拓弥 マチダ タクヤ TAKU
39 内山 雄貴 ウチヤマ ユウキ YUKIUCHIYAMA

40 庄子 将 ショウジ タモツ 東京陸協 SHOJI
41 菅 慎治 カン シンジ 川口市陸協 KAN
42 松本 一希 マツモト カズキ MATSUMOTO
43 伏木 蒼太郎 フシキ ソウタロウ 富士森走友会 SOU
44 小檜山 利輝 コビヤマ リキ RUNNING SCIENCE LAB KOBIYAMA
45 清谷 公紀 セダニ コオキ 横浜市陸上競技協会 SEDANI
- PM 梶原有高
- PM 井下裕貴
- PM サイラス・ジュイ

- PM 河野孝志
- PM 齋藤拓也
- PM 秋山太陽


