
＜日時＞ 2022年7月18日（月）16時00分～19時30分

＜会場＞ 代々木公園陸上競技場（織田フィールド）

＜受付＞ 14時45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 1~2組 16:00 14:45 15:40 15:55 10名

1500m 男女 1組 16:10 14:55 15:50 16:05 16名

1500m 男女 2組 16:20 15:05 16:00 16:15 22名

1500m 男女 3組 16:29 15:14 16:09 16:24 21名

1500m 男女 4組 16:38 15:23 16:18 16:33 24名

1500m 男女 5組 16:46 15:31 16:26 16:41 21名

1500m 男女 6組 16:54 15:39 16:34 16:49 19名

1500m 男女 7組 17:02 15:47 16:42 16:57 17名

3000m 男女 1組 17:10 15:55 16:50 17:05 36名

3000m 男女 2組 17:27 16:12 17:07 17:22 34名

3000m 男女 3組 17:41 16:26 17:21 17:36 35名

5000m 男女 1組 17:55 16:40 17:35 17:50 43名

5000m 男女 2組 18:22 17:07 18:02 18:17 40名

5000m 男女 3組 18:46 17:31 18:26 18:41 42名

5000m 男女 4組 19:10 17:55 18:50 19:05 21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55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 16:00

1組目

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 KARIN

2 kana-kana

3 ISSEI

4

5 KENTA 

6

7

8

2組目

No 氏　名 カナ 所　属

1 MAKOTO

2 HINATA

3 HONOKA

4 HARUHI

5 SHOMA

6 ran 

7

8



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 16:10

ペースメーカー：①6分00秒、②6分15秒、③6分30秒、④7分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 青山 結彩 アオヤマ ユウリ 文京高校 ＹＵ－ＲＩ

2 糸見 久美子 イトミ クミコ ITO

3 力徳 正輝 リキトク マサキ rikima.com masabon

4 矢都木 二郎 ヤトギ ジロウ JIRO YATOGI

5 初鹿野 直美 ハツカノ ナオミ Naomi

6 魚尾 英生 ウオオ ヒデキ HIDEKI

7 稲葉 恭子 イナバ キヨウコ kyoko

8 榎本 眞弓 エノモト マユミ MAYU

9 関 信乃 セキ シノ Shino

10 伊藤 千鈴 イトウ チスズ chirin

11 木梨 安奈 キナシ アンナ anna

12 中山 純子 ナカヤマ ジュンコ RDC N JUNKO

13 下重 貴子 シモシゲ タカコ TAKAKO

14 国府田 郁絵 コウダ イクエ ゼロベースRC Iku

15 中村 奈々重 ナカムラ ナナ nanae

16 岡本 ゆい オカモト ユイ yui 

17

18

19

20

21

22

23

24

25

① PM 荒幡寛人

② PM 辻川諒

③ PM 竹澤想大

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 16:20

ペースメーカー：①5分10秒、②5分20秒、③5分30秒、④5分40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 鈴木 秀人 スズキ ヒデト ｓｅｋｉｆｕ

3 小堀 明位 コボリ アキイ KOBO

4 金子 武史 カネコ タケフミ KANEKO

5 渡村 恵子 トムラ ケイコ TOM

6 上村 英生 カミムラ ヒデオ Molamola Kamii

7 西浜 悟史 ニシハマ サトシ SATOSHI

8 大槻 知史 オオツキ サトシ STS

9 平賀 恵子 ヒラガ ケイコ HUIZI

10 谷口 智哉 タニグチ トシヤ TANIGUCHI

11 高橋 勇揮 タカハシ ユウキ ラウドランナーズ YUUKI

12 森 智哉 モリ トモヤ TOMOYA

13 対馬 研 ツシマ ケン カナガワＲＣ Ken

14 本田 牧子 ホンダ マキコ まるお製作所RC kuma

15 本部 由佳 ホンブ ユカ HOMBU

16 石元 理恵子 イシモト リエコ ISHIMOTO

17 鈴木 愛花 スズキ アイカ ai

18 田中 佑磨 タナカ ユウマ YT

19 森 雅史 モリ マサシ MORI

20 荒谷 正 アラヤ タダシ ARAYA

21 伊達 慎一郎 ダテ シンイチロウ shin 

22 宮本 明 ミヤモト アキラ AKIRA

23

24

25

① PM 荒幡寛人

② PM 辻川諒

③ PM 竹澤想大

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3組 スタート時刻 16:29

ペースメーカー：①4分55秒、②5分00秒、③5分05秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 池田 岳弘 イケダ タケヒロ TAKEHIRO

2 前田 健輔 マエダ ケンスケ 平井ランニングクラブ HRC 

3 黒澤 遥介 クロサワ ヨウスケ Yohsuke

4 野崎 拓也 ノザキ タクヤ Nozaki

5 佐々木 喜一郎 ササキ キイチロウ KIICHI

6 金子 高志 カネコ タカシ zunzuman

7 加藤 倫亜 カトウ リンア Ｒ・Ｋ

8 百瀬 大輝 モモセ マサキ SCR MASAKI

9 百瀬 翔真 モモセ ショウマ SCR モモくん

10 梅田 進也 ウメダ シンヤ SHINYA

11 小甲 将史 コカブ マサシ JOHHOKU CABALLO KKB

12 堀川 翔悟 ホリカワ ショウゴ JOHHOKU CABALLO SHOGO

13 萩原 貴彦 ハギワラ タカヒコ PIKO

14 有本 周翔 アリモト アマネ Arimoto

15 佐藤 弘 サトウ ヒロシ SATOU

16 岩永 浩二 イワナガ コウジ KI

17 藤田 知広 フジタ トモヒロ こゆき TOMO

18 永井 隆太 ナガイ リュウタ RIRU

19 吉野 匠 ヨシノ タクミ TAKUMI

20 山本 雄一朗 ヤマモト ユウイチロウ Yuichiro

21 平野 真史 ヒラノ マサシ Masa

22

23

24

25

① PM 荒幡寛人

② PM 辻川諒

③ 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 16:38

ペースメーカー：①4分40秒、②4分45秒、③4分50秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 鈴木 貴雄 スズキ タカオ takawon

2 松本 将馬 マツモト ショウマ 文京高校 SHOWMA

3 小川 瑞樹 オガワ ミズキ 文京高校 MIZUKI

4 石井 浩行 イシイ ヒロユキ hiro

5 小林 淳一 コバヤシ ジュンイチ KOBA

6 高橋 利和 タカハシ トシカズ Toshi

7 梶田 進一郎 カジタ シンイチロウ FJRC KAJI

8 柳澤 仁弥 ヤナギサワ ジンヤ jin

9 鈴木 将夫 スズキ 将夫 M

10 宇田 達貴 ウダ タツキ TATSUKI

11 松崎 雅春 マツザキ マサハル MASA

12 窪田 俊郎 クボタ トシロウ ピッツキューブRC kubota

13 山内 優 ヤマウチ スグル GURU

14 伊藤 健一 イトウ ケンイチ ITO KEN

15 長坂 潤司 ナガサカ ジュンジ JUNJI

16 大井 義人 オオイ ヨシヒト ooi

17 石田 友樹 イシダ トモキ TOMOKI

18 花田 康 ハナダ ヤスシ DA-HANA

19 宮原 春樹 ミヤハラ ハルキ 横浜市陸協 MIYA

20 塩見 昌人 シオミ マサト shiomasa

21 榊原 利紀 サカキバラ トシノリ SAKAKI

22 柳沢 春樹 ヤナギサワ ハルキ High

23 山下 和真 ヤマシタ カズマ YAMASHI

24 笹本 浩司 ササモト コウジ SASA

25

① PM 土谷和貴

② PM 荒幡寛人

③ PM 辻川諒



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 16:46

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 中山 祐介 ナカヤマ ユウスケ YUSUKE

2 金野 秀平 コンノ シュウヘイ konno

3 佐藤 公倫 サトウ コウリン korin

4 田中 平勝 タナカ トシカツ 温室学院大学 TOSHI

5 作美 祐介 サクミ ユウスケ YUSUKE

6 江夏 健太 エナツ ケンタ Ken

7 藤平 真ノ介 トウヘイ シンノスケ GAZELLE manokai

8 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ IKEUCHI

9 武田 哲治 タケダ テツジ TAROBE

10 尾方 優作 オガタ ユウサク YUSAKU

11 木村 祐輔 キムラ ユウスケ 埼玉陸協 YUSUKE

12 小林　 圭佑 コバヤシ ケイスケ merosuke

13 与野 幹人 ヨノ ミキト miki

14 森山 俊介 モリヤマ シュンスケ Moriyama

15 中野 舞 ナカノ マイ TOKYO BAY RC NAKANO

16 瀧野 秀則 タキノ ヒデノリ TAKINO

17 前畑 光一郎 マエハタ コウイチロウ Maehata

18 高野 英二 タカノ エイジ サウルスジャパン TAKAEI

19 伊藤 高雄 イトウ タカオ T.ITO

20 徳山 孝太郎 トクヤマ コウタロウ 佐久市陸協 TOKU

21 大岡 稜 オオオカ リョウ RYO

22

23

24

25

① PM 竹澤想大

② PM 土谷和貴

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6組 スタート時刻 16:54

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 岡田 卓磨 オカダ タクマ takuma

2 小田切 大城 オタギリ ダイキ 川崎市陸協 OTASU

3 高岡 尚司 タカオカ ショウジ ゼロベースRC TAKAOKA

4 森田 拡希 モリタ ヒロキ 東京陸協 MORITA

5 溝上 恭輔 ミゾカミ キョウスケ MK

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 朝間 玲羽 アサマ リョウ ASAMA

8 並河 大樹 ナミカワ ダイキ NAMIKAWA

9 本長谷 好富 モトハセ ヨシトミ 東京陸協 YOSHITOMI

10 佐々木 大輔 ササキ ダイスケ SSK

11 花原 隆介 ハナハラ リュウスケ Hanahara

12 木村 大典 キムラ ダイスケ Dodger Blue

13 杉本 瑞樹 スギモト ミズキ SUGIMOTO

14 増田 翔 マスダ ショウ SHO

15 井野 寛司 イノ カンジ kanji

16 矢島 翔平 ヤジマ ショウヘイ SHOHEI

17 稲葉 伸正 イナバ ノブマサ NOBU

18

19 行武 秀臣 ユクタケ ヒデオミ チームＫＡ ＨＹ

20 川井 勉 カワイ ツトム TeamM×K TK

21

22

23

24

25

① PM 辻川諒

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7組 スタート時刻 17:02

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 ゼッケン名

1 長束 優輝 ナガツカ ユウキ YUKI

2 三村 将太 ミムラ ショウタ 東京工業大学 sanson

3 坂本 達哉 サカモト タツヤ TATSUYA

4 西郷 孝一 サイゴウ タカヒト TAKA

5 麻田 悠馬 アサダ ユウマ 温室学院大学 INKYA

6 坂東 裕一郎 バンドウ ユウイチロウ Bando

7 松本 龍晴 マツモト リュウセイ MATSUMOTO

8 片瀬 祐樹 カタセ ユウキ BOY

9 奥津 大志 オクツ タイシ OKUTSU

10 山崎 宇哲 ヤマザキ ヒロアキ Utetsu

11 栗原 篤人 クリハラ アツヒト TKランニング倶楽部 KURIBOY

12 渡邊 珠生 ワタナベ タマキ 駒場東邦 ZONE

13 中水 佑 ナカミズ ユウ フジシロ YU

14 山上 洋祐 ヤマガミ ヨウスケ YOSUKE

15 椎葉 義仁 シイバ ヨシヒト 日野自動車 shiiba

16 北崎 翔馬 キタザキ ショウマ SHOMA

17 鈴木 智喜 スズキ トモキ TOMOKI

18

19

20

21

22

23

24

25

① PM 荒幡寛人

② PM 辻川諒

③ 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1組 スタート時刻 17:10

ペースメーカー：①10分30秒、②11分00秒、③11分30秒、④12分00秒、⑤13分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 小林 博幸 コバヤシ ヒロユキ Friday Track Club HIROYUKI

2 坂尾 裕介 サカオ ユウスケ U-CAN

3 鈴木 友也 スズキ トモヤ フジシロ TOM

4 渡邉 一博 ワタナベ カズヒロ NABE

5 森 菖真 モリ ショウマ MORI

6 藤本 友華 フジモト ユカ YUKA

7 石井 浩行 イシイ ヒロユキ hiro

8 鈴木 秀人 スズキ ヒデト ｓｅｋｉｆｕ

9 本山 桃子 モトヤマ モモコ MOMO

10 國松 保 クニマツ タモツ KT

11 鈴木 稜河 スズキ リヨウガ Sergio

12 木村 光宏 キムラ ミツヒロ 越谷ランナーズ KIMURA

13 狩谷 茂一 カリヤ シゲカズ 酒RUN OSHIGE

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

15 秋元 武宏 アキモト タケヒロ 椎葉塾 TAKEHIRO

16 瀬尻 健太郎 セジリ ケンタロウ 三菱重工RC Kentaro

17 中山 雅継 ナカヤマ マサツグ 酒ＲUN NAKA

18 新井 ほたる アライ ホタル 文京高校 ＨＯＴＡＲＵ

19 伊従 希世彦 イヨリ キヨヒコ KIYOHIKO

20 今井 規雄 イマイ ノリオ Norio

21 川島 卓 カワシマ タク 上野木型陸上部 KAWASHIMA

22 西畑 弓太郎 ニシハタ キュウタロウ ホノマラ NISHIHATA

23 本田 達也 ホンダ タツヤ HONDA

24 魚尾 英生 ウオオ ヒデキ 万葉健友会 HIDE

25 石川 美貴子 イシカワ ミキコ ゼロベースランニングクラブ M

26 原 信治 ハラ シンジ きのこRUNインスタ部 HARA

27 芳賀 博 ハガ ヒロシ HIROS

28 力徳 正輝 リキトク マサキ rikima.com masabon

29 下重 貴子 シモシゲ タカコ TAKAKO

30 芳野 高太郎 ヨシノ コウタロウ YOSHI

31 種田 達也 タネダ タツヤ まるお製作所RC 埼玉支部 TANE

32 齊藤 譲 サイトウ ユズル エルドレッソラウドランナーズ YUZU

33 中田 伸吾 ナカタ シンゴ SHIN

34 中島 隆幸 ナカシマ タカユキ Nakazy

35 中嶋 拓哉 ナカシマ タクヤ JOHHOKU CABALLO NAKASHI TAKU

36 池崎 貢司 イケザキ コウジ みつかー陸上部 chama

① PM 土谷和貴

② PM 須河宏紀

③ PM 河合謙一

④ PM 秋葉直人

⑤ PM 安留ゆかり



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 17:27

ペースメーカー：①9分40秒、②9分50秒、③10分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 井辻 祐太郎 イツジ ユウタロウ dream grants YUTARO

2 桑野 博輔 クワノ ヒロスケ Breakthrough HIRO

3 安達 功 アダチ イサオ TEAM R×L + ISAO

4 森 誠人 モリ マサト MASATO

5 丸岡 真輝 マルオカ マサキ 天童東村山陸協 MASAKI

6 森田 裕太郎 モリタ ユウタロウ MORITA

7 木住野 善男 キシノ ヨシオ Kissy

8 八巻 太郎 ヤマキ タロウ Taro

9 小西 諒 コニシ リョウ ホノルルマラソンを走る会 KNS

10 吉田 智哉 ヨシダ トモヤ YOSHIDA

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

12 佐々木 厚太 ササキ コウタ COSSACK

13 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ IKEUCHI

14 市東 勝 シトウ マサル 江戸川陸協 shito

15 茂木 智也 モテギ トモヤ MOTEGI

16 山崎 純二 ヤマザキ ジュンジ yama

17 新村 隆幸 シンムラ タカユキ Shimmura

18 菅原 伸明 スガワラ ノブアキ SUGAWARA

19 内田 大晴 ウチダ タイセイ ホノルルマラソンを走る会 TAISEI

20 鈴木 拓人 スズキ タクト MUSASHINO

21 山口 延広 ヤマグチ ノブヒロ 小金井おじ練 GUCCY

22 武部 健一 タケベ ケンイチ KENICHI

23 上村 佳嗣 カミムラ ヨシツグ YOSHI

24 川口 翔平 カワグチ ショウヘイ SHOHEI

25 中川 和将 ナカガワ カズマサ KAZUMASA

26 川井 勉 カワイ ツトム TeamM×K TK

27 伊藤 能久 イトウ ヨシヒサ YOSHIHISA

28 小菅 雄太郎 コスゲ ユウタロウ KOSUGE

29 椎葉 義仁 シイバ ヨシヒト 日野自動車 shiiba

30 鹿野内 駿 カノウチ シュン JOHHOKU CABALLO KANOCHI

31 酒井 拓磨 サカイ タクマ み～たんず takkun

32 岡田 雅之 オカダ マサユキ OKA

33 影山 彰 カゲヤマ アキラ AK

34 松村 拓希 マツムラ ヒロキ MATSUMURA

35

① PM 須河宏紀

② PM 河合謙一

③ PM 秋葉直人



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 17:41

ペースメーカー：①先頭（8分25秒）、②8分45秒、③9分00秒、④9分15秒、⑤9分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 松下 稜 マツシタ リョウ 三好市陸協 RYO

2 木村 直人 キムラ ナオト Nao

3 坂巻 知樹 サカマキ トモキ TOMOKI

4 川内 鮮輝 カワウチ ヨシキ Jaybird Jaybird

5 池田 力 イケダ リキ Riki

6 小川 真誉 オガワ マヨ 東京陸協 Mayo

7 手塚 大亮 テヅカ ダイスケ TEZUKA

8 松本 啓明 マツモト ヒロアキ 館林クラブ KIYOPEN

9 加賀谷 弥人 カガヤ ヒロト 宮古市陸協 KAGAYA

10 下村 和也 シモムラ カズヤ 市川ＭＣ SHIMOMUUU

11 土屋 舜太朗 ツチヤ シュンタロウ SHUNTARO

12 宮原 克典 ミヤハラ カツノリ MIYA

13 浦霧 誠也 ウラギリ セイヤ URA

14 中水 佑 ナカミズ ユウ フジシロ YU

15 大村 展弘 オオムラ ノブヒロ OOMURA

16 日野 歩夢 ヒノ アユム AYUMU

17 加藤 優一 カトウ ユウイチ KATO

18 原 寛樹 ハラ ヒロキ 湘南ランタジスタ Pi-chan

19 坂詰 北斗 サカヅメ ホクト HOKUTO

20 石川 直 イシカワ タダシ 神奈川M ISHIKAWA

21 西郷 孝一 サイゴウ タカヒト TAKA

22 葛西 悦星 カサイ エッセイ tokyobayrc Essay

23 座間 保成 ザマ ヤスナリ ＪＲ東日本千葉 ZETT

24 森 基哉 モリ モトヤ 東京工業大学大学院 Molly

25 福地 亮太 フクチ リョウタ fuku

26 毛利 拓真 モウリ タクマ Takuma

27 佐々木 拓 ササキ タク TAKU

28 林 健太 ハヤシ ケンタ チームハヤシ(メンバー募集中) HAYASHI

29 丸尾 擁平 マルオ ヨウヘイ MARU

30 小檜山 江未留 コビヤマ エミル BNK23 EMIRATES

31 齋藤 俊平太 サイトウ シュンペイタ 玄関田公園RC ペーた

32 堀内 翔太 ホリウチ ショウタ SHOHTA

33 大垣 秀介 オオガキ シュウスケ 東京陸協 Ogaki

34 矢島 翔平 ヤジマ ショウヘイ SHOHEI

35 菊地 悠人 キクチ ユウト TOUYU

① PM 辻川諒 PM 荒幡寛人

② PM 須河宏紀

③ PM 竹澤想大

④ PM 土谷和貴

⑤ PM 河合謙一



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 17:55

ペースメーカー：①19分30秒、②20分00秒、③20分30秒、④21分00秒、⑤21分30秒、⑥22分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 佐崎 貴斎 ササキ タカヨシ OWRC chacha

2 池田 力 イケダ リキ SOUHEI

3 矢津 一正 ヤヅ カズマサ つくばの風 YAZU

4 佐藤 弘 サトウ ヒロシ SATOU

5 清水 修 シミズ オサム 松岡水産 OSAMU

6 田村 衛 タムラ マモル カナガワRC MAMORU

7 野村 佳彦 ノムラ ヨシヒコ NOMURA

8 樽川 智也 タルカワ トモヤ TOMOYA

9 照井 大介 テルイ ダイスケ TERU

10 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル Team RxL Yamazaki

11 島村 啓周 シマムラ ヒロチカ HIRO

12 中村 健太 なかむら けんた NAKAMURA

13 松浦 義人 マツウラ ヨシト Mats

14 田村 一也 タムラ カズヤ TARA-CHAN

15 池田 美樹 イケダ ミキ MIKI

16 天野 功一 アマノ コウイチ AMA

17 魚尾 英生 ウオオ ヒデキ HIDEKI

18 山崎 耕三 ヤマサキ コウゾウ Kozo

19 田村 瑠紗 タムラ リサ 舎人会陸上部 Risa

20 本田 牧子 ホンダ マキコ まるお製作所RC kuma

21 林 ゆかり ハヤシ ユカリ YUKARI

22 半田 裕美 ハンダ ヒロミ hachi

23 外尾 修子 ホカオ シュウコ 多摩川クラブ HOKAO

24 宮島 龍冴 ミヤジマ リョウガ RYOGA

25 宮越 英幸 ミヤゴシ ヒデユキ HIDE

26 小島 正彦 コジマ マサヒコ M.KOJIMA

27 上村 志保 カミムラ シホ shiho

28 半谷 謙寿 半 谷謙寿 ハリアーズ HGR

29 國島 秀二 クニシマ シュウジ ハリアーズ kuni

30 白壁 奏子 シラカベ カナコ KANA

31 溝口 敬司 ミゾグチ ケイシ MIZOGUCHI

32 君塚 千泰 キミヅカ チヒロ KIMI

33 梶谷 治 カジタニ オサム KAJ

34 細谷 みゆき ホソヤ ミユキ 松戸21RC MIYUKI

35 高野 正規 タカノ マサノリ なし MASANORI

36 石井 俊太 イシイ シュンタ SHUN

37 磯崎 学 イソザキ マナブ ISOZAKI

38 橋岡 聡 ハシオカ サトシ MIP Satoshi

39 藤原 隆 フジワラ タカシ WARA

40 染井 貴子 ソメイ タカコ ARC東京 TAKAKO

41 ueno masaki ウエノ マサキ U

42 石井 正樹 イシイ マサキ ishii

43 森下 歩 モリシタ アユム morishita ayumu

44

45

① PM 須河宏紀

② PM 河合謙一

③ PM 秋葉直人

④ PM 安留ゆかり

⑤ PM 中山晃一

⑥ PM 河野孝志



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 18:22

ペースメーカー：①18分20秒、②18分40秒、③19分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 増山 和伸 マスヤマ カズノブ たまくろ KAZUNOBU

2 佐々木 夢士 ササキ ユメジ スイーツAC SASAKI

3 籾山 勇次 モミヤマ ユウジ さいたま走友会 MOMIYAMA

4 宇田 達貴 ウダ タツキ TATSUKI

5 富澤 薫 トミザワ カオル 台灣好吃放浪記 Eipapa

6 荒山 悦子 アラヤマ エツコ ASRC ARAYAMA

7 水谷 文俊 ミズタニ フミトシ MIZUTANI

8 金子 武史 カネコ タケフミ KANEKO

9 寺尾 洋人 テラオ ヒロト HIROTO

10 岩瀬 豪 イワセ ゴウ IWASE

11 新免 佳幸 シンメン ヨシユキ YOSHI

12 今村 菜津子 イマムラ ナツコ 多摩川クラブ Natsuko

13 廣瀬 健太郎 ヒロセ ケンタロウ HIRO KEN

14 佐々木 喜一郎 ササキ キイチロウ KIICHI

15 田邊 亮子 タナベ リョウコ Ryoko

16 井野 寛司 イノ カンジ kanji

17 武部 健一 タケベ ケンイチ KENICHI

18 西島 百香 ニシジマ モモカ GRlab関東 momoka

19 佐野 恭平 サノ キョウヘイ SANO

20 萩野谷 賢太 ハギノヤ ケンタ HAGI

21 浅倉 和史 アサクラ カズフミ たまくろ練 KAZU

22 古幡 一彦 フルハタ カズヒコ 多摩川サブスリー会 Nin

23 倉下 直樹 クラシタ ナオキ KURASHITA

24 浜田 隆 ハマダ タカシ ウルプロ HAMATAKA

25 梅田 進也 ウメダ シンヤ SHINYA

26 井合 公義 イアイ キミヨシ kimi

27 加藤 崇 カトウ タカシ tmkato

28 小田中 隆二 オダナカ リユウジ ODANAKA

29 大塚 信司　 オオツカ シンジ SHIN

30 福田 和史 フクダ カズシ KAZU

31 遠藤 創 エンドウ ハジメ ENDO

32 石井 明夫 イシイ アキオ ISHII

33 谷口 智哉 タニグチ トシヤ TANIGUCHI

34 阿部 隼弥 アベ シュンヤ SHUNYA

35 北村 一誠 キタムラ カズモト J-KAZ

36 小長谷 友也 コナガヤ トモヤ TOMOYA

37 岩崎 一朗 イワサキ イチロウ 男列伝 ICHIRO

38 佐藤 智明 サトウ トモアキ SATO

39 下津 公敬 シモツ ヒロタカ 世田谷区陸協 SHIMOTSU

40 望月 祐輔 モチズキ ユウスケ YUSUKE

41

42

43

44

45

① PM 秋山太陽

② PM 中山晃一

③ PM 河野孝志



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 18:46

ペースメーカー：①17分00秒、②17分20秒、③17分40秒、④18分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 中村 天之丞 ナカムラ テンノジョウ 横浜市陸上競技協会 NAKAMURA

2 福田 圭介 フクダ ケイスケ KEISUKE

3 小林 祐一 コバヤシ ユウイチ RUNARX Coby

4 杉本 瑞樹 スギモト ミズキ SUGIMOTO

5 菅原 伸明 スガワラ ノブアキ SUGAWARA

6 篠崎 賢一 シノザキ ケンイチ 東京陸協 shino

7 櫻井 翔 サクライ ショウ なし syo

8 本長谷 好富 モトハセ ヨシトミ 東京陸協 YOSHITOMI

9 後藤 公秀 ゴトウ キミヒデ ＳＯＭＰＯＲＣ GOTO

10 早野 透 ハヤノ トオル TORU

11 近内 京太 コンナイ キョウタ Windrun KON

12 石川 雅浩 イシカワ マサヒロ T・T－ＡＣ ISHIKAWA

13 傍島 稔也 ソバジマ トシヤ TOSHI

14 桂川 直也 カツラガワ ナオヤ Ka_Na

15 島田 裕二 シマダ ユウジ SHIMA

16 藤吉 亮輔 フジヨシ リョウスケ ビバラン東京 TOUKICHI

17 矢澤 文朗 ヤザワ フミロウ タイヤーズ YAZAWA

18 松田 好弘 マツダ ヨシヒロ 蒼穹クラブ MATSUDA

19 加藤 倫亜 カトウ リンア Ｒ・Ｋ

20 白井 正和 シライ マサカズ 武蔵工大OB KAZ

21 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト Tori

22 佐藤 圭 サトウ ケイ 鶏プルA chikin

23 安田 訓裕 ヤスダ クニヒロ yasu

24 高橋 利和 タカハシ トシカズ Toshi

25 池田 耕一郎 イケダ コウイチロウ SRC904関西 IKEDA

26 岩間 政樹 イワマ マサキ RUNARX masaki

27 平谷 健 ヒラタニ ケン Ken

28 関 侑華 セキ ユウカ YUKA

29 齋藤 凜之介 サイトウ リンノスケ なし Necosuke

30 川西 宏幸 カワニシ ヒロユキ T.Tアスリート Kawanishi

31 上村 英生 カミムラ ヒデオ Mola mola Kamii

32 高岡 尚司 タカオカ ショウジ ゼロベースRC TAKAOKA

33 宮本 直樹 ミヤモト ナオキ ゼロベースランニング NAOKI

34 片桐 雄一郎 カタギリ ユウイチロウ Yuichiro

35 石井 浩行 イシイ ヒロユキ hiro

36 向井 陸 ムカイ リク RIKU

37 山田 俊介 ヤマダ シュンスケ SHUN

38 飯田 隼人 イイダ ハヤト HAYA

39 飯田 岳詩 イイダ タケシ TeamM×K T-IIDA

40 菊地 正治 キクチ ショウジ アシックス商事 SHOJI

41 鳥山 浩 トリヤマ ヒロシ TORI

42 馬越 貴洋 ウマコシ タカヒロ 伊藤忠商事陸上部 UMA

43

44

45

① PM 秋山太陽

② PM 井下裕貴

③ PM 澁谷有介

④ 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4組 スタート時刻 19:10

ペースメーカー：①15分00秒、②15分30秒、③16分00秒、④16分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 藪田 峻也 ヤブタ タカヤ 銚子神栖 YABUTA

2 美濃田 拓紀 ミノダ ヒロキ 東京都庁 hiohikahito

3 細田 誠 ホソダ マコト 埼玉嵐山走友会 Makoto

4 小川 真誉 オガワ マヨ 東京陸協 Mayo

5 嶋崎 功一 シマザキ コウイチ KO-ICHI

6 山口 拓海 ヤマグチ タクミ ぬまちゃんず TAKUMI

7 川内 鮮輝 カワウチ ヨシキ Jaybird Jaybird

8 鈴木 健祐 スズキ ケンスケ Kensuke

9 吉田 智哉 ヨシダ トモヤ YOSHIDA

10 小山 健太郎 コヤマ ケンタロウ Kentaro.k

11 田中 角治 タナカ カクハル えもと塾 kakuzi

12 森田 拡希 モリタ ヒロキ 東京陸協 MORITA

13 西口 龍之介 ニシグチ リュウノスケ RYU

14 近藤 敏明 コンドウ トシアキ TOSHIAKI

15 阿部 靖 アベ ヤスシ ABE

16 大村 展弘 オオムラ ノブヒロ OOMURA

17 滝瀬 伸行 タキセ ノブユキ AIR TAKISE

18 大野 力 オオノ チカラ ohno

19 斉藤 斉 サイトウ ヒトシ RUNBO

20 島津 正孝 シマヅ マサタカ SHIMAO

21 高見 瑞樹 タカミ ミズキ 足柄妙義男塾 mizu

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

① PM 井下裕貴

② PM 澁谷有介

③ PM 秋山太陽

④ PM 齋藤拓也


