
＜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 15:30 15:20 15:00 40名
5000m 男女 2組 16:00 15:50 15:30 32名
5000m 男女 3組 16:25 16:15 15:55 35名
5000m 男女 4組 16:50 16:40 16:20 43名
5000m 男女 5組 17:15 17:05 16:45 37名
1500m 男女 1組 17:40 17:30 17:10 22名
1500m 男女 2組 17:50 17:40 17:20 21名
1500m 男女 3組 18:00 17:50 17:30 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 18:10 18:00 17:40 25名
1500m 男子 2組 18:20 18:10 17:50 26名
1500m 男子 3組 18:30 18:20 18:00 24名
5000m 男子 1組 18:40 18:30 18:10 49名
5000m 男子 2組 19:05 18:55 18:35 42名
5000m 男子 3組 19:30 19:20 19:00 48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。
・非公認の部では追加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
　下記のサイトよりお申込みの上で当日受付にて料金（3,000円）をお支払いください。
　（非公認の部） https://moshicom.com/31690/
・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24回 MxKディスタンス プログラム

2019年7月21日（日）15時30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 15:30

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 記録
1 石井 明夫 イシイ アキオ 樂走組 着
2 半谷 謙寿 ハンガイ ケンジュ 東京陸協 着
3 吉野 十史郎 ヨシノ トウシロウ なし 着
4 伊藤 公博 イトウ クニヒロ 小金井公園走友会 着
5 新嶋 明 ニイジマ アキラ 藤原商会 着
6 小口 龍馬 オグチ リョウマ TMRC 着
7 長坂 伸司 ナガサカ シンジ 大江戸月島RC 着
8 川島 大亮 カワシマ ダイスケ なし 着
9 横川 美沙 ヨコカワ ミサ TeamM×K 着
10 着
11 山崎 忠勝 ヤマザキ タダマサ なし 着
12 吉村 真友子 ヨシムラ マユコ ＲＵＮＷＥＢ 着
13 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル Team RxL 着
14 碓井 暢浩 ウスイ マサヒロ なし 着
15 久保田 雄希 クボタ ユウキ なし 着
16 岡崎 園子 オカザキ ソノコ なし 着
17 三澤 覚 ミサワ サトル なし 着
18 岩佐 徹 イワサ トオル Harriers 着
19 松澤 優希 マツザワ ユウキ なし 着
20 大西 久美子 オオニシ クミコ なし 着
21 三枝 明 サンシ アキラ なし 着
22 福地 葉子 フクチ ヨウコ なし 着
23 平山 貴史 ヒラヤマ タカシ なし 着
24 中山 拓也 ナカヤマ タクヤ なし 着
25 庄田 真人 ショウダ マサト なし 着
26 栗林 功裕 クリバヤシ ノリヒロ なし 着
27 石川 和佳 イシカワ カズヨシ なし 着
28 宮本 明 ミヤモト アキラ TRACKTOKYO 着
29 中島 雄 ナカジマ ユウ なし 着
30 水野 麻子 ミズノ アサコ なし 着
31 星野 謙 ホシノ ケン なし 着
32 関 洋一郎 セキ ヨウイチロウ なし 着
33 藤田 美和子 フジタ ミワコ なし 着
34 原 信治 ハラ シンジ SWAC 着
35 石井 正樹 イシイ マサキ なし 着
36 仁平 浩正 ニヒラ ヒロマサ なし 着
37 秋山 和則 アキヤマ カズノリ なし 着
38 小田 吉哉 オダ ヨシヤ なし 着
39 橋本 誠紀 ハシモト マサノリ 東京陸協 着
40 中尾 直次 ナカオ ナオツグ GRlab関西 着
41 松村 浩一 マツムラ コウイチ なし 着
42 着
43 着
44 着
45 着
- 河合 謙一 カワイ ケンイチ 東京陸協 20分30秒0 着
- 緑川 優 ミドリカワ ユウ 栃木陸協 21分00秒0 着
- 中山 晃一 ナカヤマ コウイチ Team MxK 21分30秒0 着
- 土谷 和貴 ツチヤ カズタカ Team MxK 22分00秒0 着
- 塩谷 信二 シオヤ シンジ Team MxK 22分30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 16:00

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 記録
1 一之瀬 陽 イチノセ ヨウ なし 着
2 植村 育子 ウエムラ イクコ Breakthrough 着
3 谷元 通隆 タニモト ミチタカ なし 着
4 乗松 圭太 ノリマツ ケイタ なし 着
5 三澤 いずみ ミサワ イズミ Breakthrough 着
6 川村 正俊 カワムラ マサトシ なし 着
7 高木 一成 タカギ カズアキ なし 着
8 石川 修一 イシカワ シュウイチ なし 着
9 藤木 真 フジキ マコト なし 着
10 井上 宜久 イノウエ ノリヒサ Team MxK 着
11 龍野 貴光 リュウノ タカミツ なし 着
12 中島 勅人 ナカジマ ノリト なし 着
13 原田 芳一 ハラダ ヨシカズ 雨漏り110番 着
14 富澤 薫 トミザワ カオル 台灣好吃放浪記 着
15 布施 望 フセ ノゾム なし 着
16 後藤 真志 ゴトウ シンジ バンバンクラブ 着
17 櫻井 芳夫 サクライ ヨシオ 富山県庁 着
18 鍵本 繁幸 カギモト シゲユキ 大阪マスターズ 着
19 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウモンベル 着
20 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ なし 着
21 川合 千春 カワイ チハル なし 着
22 島村 啓周 シマムラ ヒロチカ なし 着
23 宮澤 奈央 ミヤザワ ナオ なし 着
24 小暮 慎太郎 コグレ シンタロウ なし 着
25 高須 進一 タカス シンイチ なし 着
26 田中 久善 タナカ ヒサヨシ Team M×K 着
27 高野 聡之 タカノ トシユキ 富士吉田 着
28 馬詰 義明 ウマヅメ ヨシアキ TeamMxK 着
29 森 正行 モリ マサユキ なし 着
30 関 祐一 セキ ユウイチ なし 着
31 山田 賢 ヤマダ マサル なし 着
32 大平 裕美子 オオヒラ ユミコ なし 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
- 中山 晃一 ナカヤマ コウイチ Team MxK 19分30秒0
- 土谷 和貴 ツチヤ カズタカ Team MxK 19分45秒0
- 塩谷 信二 シオヤ シンジ Team MxK 20分00秒0

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 16:25

ペースメーカー：①18分50秒、②19分05秒、③19分20秒
No 氏　名 カナ 所　属 記録
1 遊佐 慎 ユサ マコト ＧＭアスリート 着
2 木村 哲 キムラ サトシ なし 着
3 吉田 和彦 ヨシダ カズヒコ 小鳥キッス 着
4 小笠原 信 オガサワラ マコト 小金井公園走友会 着
5 鷺森 愛子 サギモリ アイコ なし 着
6 伊東 朋 イトウ トモ なし 着
7 川端 悠史 カワバタ ユウジ なし 着
8 相澤 良幸 アイザワ ヨシユキ BaSRC 着
9 西山 和博 ニシヤマ カズヒロ なし 着
10 瀬尾 崇 セオ タカシ なし 着
11 石井 佑典 イシイ ユウスケ ハリアーズ 着
12 後藤 洋一 ゴトウ ヨウイチ なし 着
13 牧之瀬 修 マキノセ オサム ポポロＡＣ 着
14 泉澤 直人 イズミサワ ナオト なし 着
15 飯田 徹 イイダ トオル 千葉真子ベストスマイルランニングクラブ 着
16 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ クラブR2東日本 着
17 中野 昌則 ナカノ マサノリ なし 着
18 西 理広 ニシ ミチヒロ なし 着
19 糸山 誠一朗 イトヤマ セイイチロウ小金井公園走友会 着
20 前田 幸男 マエダ ユキオ なし 着
21 横山 友洋 ヨコヤマ トモヒロ なし 着
22 吉野 匠 ヨシノ タクミ なし 着
23 伊藤 智章 イトウ トモアキ ライラック治療院 着
24 杉田 雅宏 スギタ マサヒロ クラブR2東日本 着
25 前表 幸作 マエオモテ コウサク 藤井一樹RC 着
26 栗原 涼 クリハラ リョウ 富士見市陸協 着
27 根津 奨 ネヅ ススム F.G.L.T 着
28 宮野 友里 ミヤノ ユリ Okojo 着
29 國島 秀二 クニシマ シュウジ ハリアーズ 着
30 佐藤 悠司 サトウ ユウジ ランデザイン 着
31 西川 和彦 ニシカワ カズヒコ 東京陸協 着
32 本多 世史三 ホンダ ヨシミ フジシロ 着
33 大坂 好和 オオサカ ヨシカズ BaSRC 着
34 下津 公敬 シモツ ヒロタカ トップギア 着
35 着
36 着
37 着
38 着
39 着
40 植村 雄一郎 ウエムラ ユウイチロウBreakthrough 着
41 着
42 着
43 着
44 着
45 着
- 河合 謙一 カワイ ケンイチ 東京陸協 18分50秒0 着
- 緑川 優 ミドリカワ ユウ 栃木陸協 19分05秒0 着
- 土谷 和貴 ツチヤ カズタカ Team MxK 19分20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 16:50

ペースメーカー：①17分45秒、②18分00秒、③18分20秒、④18分40秒
No 氏　名 カナ 所　属 記録
1 菅 佑輔 カン ユウスケ なし 着
2 永山 誉隆 ナガヤマ ヨシタカ TOKYOBAYRC 着
3 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト なし 着
4 今野 豪 コンノ タケル なし 着
5 吉村 健一郎 ヨシムラ ケンイチロウなし 着
6 鈴木 翔太 スズキ ショウタ なし 着
7 青海 理人 アオウミ マサト Go up 着
8 川井 勉 カワイ ツトム 東京陸協 着
9 梅田 進也 ウメダ シンヤ なし 着
10 戸村 健 トムラ ケン なし 着
11 山口 幹哉 ヤマグチ ミキヤ なし 着
12 小杉 翔 コスギ ショウ なし 着
13 木下 侑介 キノシタ ユウスケ なし 着
14 梅田 卓資 ウメダ タクジ Team M×K 着
15 渡部 晃司 ワタナベ コウジ なし 着
16 藤岡 峰 フジオカ タカシ なし 着
17 鈴木 友也 スズキ トモヤ フジシロ 着
18 長谷川 翔 ハセガワ ショウ なし 着
19 松田 浩行 マツダ ヒロユキ なし 着
20 田村 一也 タムラ カズヤ 埼玉南走友会 着
21 佐々木 俊治 ササキ シュンジ なし 着
22 森本 晃史 モリモト アキフミ なし 着
23 藤岡 英二 フジオカ エイジ JBAT 着
24 小林 智行 コバヤシ トモユキ なし 着
25 飯田 健太郎 イイダ ケンタロウ なし 着
26 田中 清明 タナカ キヨアキ エアラン東京 着
27 福井 順 フクイ ジュン 日本M&Aセンター 着
28 中村 淳一 ナカムラ ジュンイチなし 着
29 薄隅 直人 ウスズミ ナオト なし 着
30 宮城 克基 ミヤギ カツキ なし 着
31 広瀬 弘宣 ヒロセ ヒロノブ TEAMベベ練 着
32 白井 永一 シライ エイイチ なし 着
33 新井 恭兵 アライ キョウヘイ 藤岡地域 着
34 萩原 拓也 ハギワラ タクヤ ポップライン 着
35 保坂 行輝 ホサカ コウキ なし 着
36 神能 竜哉 ジンノウ タツヤ 早稲田アスレチック倶楽部 着

※ 37 田口 奈緒 タグチ ナオ 埼玉陸協 着
38 土橋 宏一 ツチハシ コウイチ 小金井公園走友会 着
39 近藤 瞳 コンドウ ヒトミ なし 着
40 植村 雄一郎 ウエムラ ユウイチロウBreakthrough 着
41 佐々木 雅典 ササキ マサノリ なし 着
42 小杉 岬生 コスギ ミサキ 渡邊エンターテイメント 着
43 杉山 健太 スギヤマ ケンタ なし 着
44 着
45 着
- 河合 謙一 カワイ ケンイチ 東京陸協 17分45秒0 着
- 緑川 優 ミドリカワ ユウ 栃木陸協 18分00秒0 着
- 中山 晃一 ナカヤマ コウイチ Team MxK 18分20秒0 着
- 岡本 拓也 オカモト タクヤ マイティマウスTT 18分40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 17:15

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 永野 裕也 ナガノ ユウヤ 藤井一樹RC 着
2 大木 康生 オオキ コウセイ なし 着
3 藤田 学 フジタ マナブ なし 着
4 田久保 豊 タクボ ユタカ TKBアスリーツ 着
5 中水 佑 ナカミズ ユウ フジシロ 着
6 大久保 弘治郎 オオクボ コウジロウ なし 着
7 木村 成志 キムラ セイジ 藤岡地域 着
8 爲石 太一朗 タメイシ タイチロウ なし 着
9 森田 裕太郎 モリタ ユウタロウ なし 着
10 箱崎 怜 ハコザキ サトシ なし 着
11 永田 聖人 ナガタ マサト なし 着
12 鈴木 拓人 スズキ タクト なし 着
13 松岡 泰宏 マツオカ ヤスヒロ ジョギング同好会相模原 着
14 渡辺 浩史 ワタナベ ヒロシ トラック野郎AC 着
15 甲元 辰雄 コウモト タツオ なし 着
16 菊地 将広 キクチ マサヒロ なし 着
17 阿部 大介 アベ ダイスケ なし 着
18 鈴木 新 スズキ シン なし 着
19 内藤 研太郎 ナイトウ ケンタロウ なし 着
20 芳澤 卓矢 ヨシザワ タクヤ なし 着
21 佐々木 良章 ササキ ヨシアキ システム・プロダクト 着
22 桂川 直也 カツラガワ ナオヤ なし 着
23 石澤 毅士 コクザワ ツヨシ トラック野郎AC 着
24 福地 芳律 フクチ ヨシノリ 東京陸協 着
25 澤田 洋志 サワダ ヒロシ なし 着
26 乗松 祐里 ノリマツ ユリ MMナイトラン 着
27 進藤 昭洋 シンドウ アキヒロ 東京陸協 着
28 高橋 英雄 タカハシ ヒデオ ころちゃんず 着
29 安藤 裕飛 アンドウ ユウヒ なし 着
30 鈴木 祐太 スズキ ユウタ なし 着
31 神田 康太郎 カンダ コウタロウ 横浜市陸協 着
32 黒部 剛 クロベ ツヨシ 横浜陸協 着
33 石井 浩行 イシイ ヒロユキ なし 着
34 宮坂 直樹 ミヤサカ ナオキ 小金井公園走友会 着
35 鎌田 眞実 カマタ マサミ なし 着
36 野本 大貴 ノモト ダイキ teamMxK 着
37 着
38 着
39 着
40 植村 雄一郎 ウエムラ ユウイチロウBreakthrough 着
41 着
42 着
43 着
44 着
45 着
- 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 日税ビジネス 16分30秒0 着
- 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 千葉陸協 17分00秒0 着
- 風戸 啓希 カザト ヒロキ 東京海上日動 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 17:40

ペースメーカー：①5分15秒、②5分30秒、③5分45秒

No 氏　名 カナ 所　属 記録
1 田村 友和 タムラ トモカズ 東京陸協 着
2 佐藤 篤志 サトウ アツシ GO  UP！ 着
3 外間 結那 ソトマ ユイナ TMRC 着
4 長谷川 瑠海 ハセガワ ルカ なし 着
5 鈴木 愛花 スズキ アイカ なし 着
6 綱 淳壱郎 ツナ ジュンイチロウ なし 着
7 島 雄佑 シマ ユウスケ なし 着
8 山﨑 詩大 ヤマザキ ウタ TMRC 着
9 綱 淳壱郎 ツナ ジュンイチロウ なし 着
10 着
11 着
12 着
13 牧之瀬 修 マキノセ オサム ポポロＡＣ 着
14 富澤 薫 トミザワ カオル 台灣好吃放浪記 着
15 飯田 徹 イイダ トオル 千葉真子ベストスマイルランニングクラブ 着
16 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ クラブR2東日本 着
17 櫻井 芳夫 サクライ ヨシオ 富山県庁 着
18 鍵本 繁幸 カギモト シゲユキ 大阪マスターズ 着
19 松澤 優希 マツザワ ユウキ なし 着
20 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ なし 着
21 川合 千春 カワイ チハル なし 着
22 島村 啓周 シマムラ ヒロチカ なし 着
23 宮澤 奈央 ミヤザワ ナオ なし 着
24 中山 拓也 ナカヤマ タクヤ なし 着
25 庄田 真人 ショウダ マサト なし 着
- 岡本 拓也 オカモト タクヤ マイティマウスTT 5分15秒0 着
- 荒木 数也 アラキ カズヤ ももんが動物園 5分30秒0 着
- 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 5分45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 17:50

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 遊佐 慎 ユサ マコト ＧＭアスリート 着
2 木村 哲 キムラ サトシ なし 着
3 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト なし 着
4 今野 豪 コンノ タケル なし 着
5 吉村 健一郎 ヨシムラ ケンイチロウなし 着
6 伊東 朋 イトウ トモ なし 着
7 青海 理人 アオウミ マサト Go up 着
8 相澤 良幸 アイザワ ヨシユキ BaSRC 着
9 梅田 進也 ウメダ シンヤ なし 着
10 瀬尾 崇 セオ タカシ なし 着
11 山崎 忠勝 ヤマザキ タダマサ なし 着
12 後藤 洋一 ゴトウ ヨウイチ なし 着
13 佐伯 智 サエキ サトシ なし 着
14 吉田 家国 ヨシダ イエクニ なし 着
15 棟方 恭太郎 ムナカタ キョウタロウなし 着
16 木村 優基 キムラ ユウキ TMRC 着

※ 17 早川 忠孝 ﾊﾔｶﾜ ﾀﾀﾞﾀｶ さいたま市陸協 着
18 石原 洋祐 イシハラ ヨウスケ 静岡陸協 着
19 河野 純平 カワノ ジュンペイ 島本プロジェクト 着
20 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 樂走組 着
21 着
22 森本 晃史 モリモト アキフミ なし 着
23 着
24 着
25 着
- 風戸 啓希 カザト ヒロキ 東京海上日動 4分45秒0
- 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 日税ビジネス 4分52秒5
- 岡本 拓也 オカモト タクヤ マイティマウスTT 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 18:00

ペースメーカー：①4分25秒、②4分30秒、③4分40秒

No 氏　名 カナ 所　属 記録
1 秋元 洋希 アキモト ヒロキ なし 着
2 中山 駿介 ナカヤマ シュンスケ なし 着
3 松井 啓 マツイ ケイ なし 着
4 佐藤 隼 サトウ ジュン なし 着
5 和地 克典 ワチ ヨシノリ なし 着
6 太田 悠介 オオタ ユウスケ なし 着
7 島村 飛成星 シマムラ ヒナセ 小松島南 着
8 小幡 浩士 オバタ コウジ なし 着
9 高坂 知央 コウサカ トモヒロ なし 着
10 美坂 康太 ミサカ コウタ なし 着
11 藤巻 亮 フジマキ リョウ なし 着
12 武次 淳 タケツグ アツシ なし 着
13 本間 広大 ホンマ コウダイ なし 着
14 武藤 由依 ムトウ ユイ なし 着
15 小原 秀暁 オバラ ヒデアキ 藤沢市陸協 着
16 入角 健也 イリスミ ケンヤ 東京陸協 着
17 着
18 着
19 着
20 着
21 着
22 着
23 石澤 毅士 コクザワ ツヨシ トラック野郎AC 着
24 福地 芳律 フクチ ヨシノリ 東京陸協 着
25 飯田 健太郎 イイダ ケンタロウ なし 着
- 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 日税ビジネス 4分25秒0 着
- 荒木 数也 アラキ カズヤ ももんが動物園 4分30秒0 着
- 岡本 拓也 オカモト タクヤ マイティマウスTT 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 18:10

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 木幡 真人 コハタ マサト 東京陸協 東京都 着
2 吉田 暖大 ヨシダ ヒナタ 東山中学校 東京都 着
3 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
4 河本 陸 カワモト リク 東京陸協 東京都 着
5 並河 大樹 ナミカワ ダイキ 東京陸協 東京都 着
6 上村 佳嗣 カミムラ ヨシツグ 東京陸協 東京都 着
7 藤平 真ノ介 トウヘイ シンノスケ GAZELLE 千葉県 着
8 猪狩 成司 イガリ セイジ 東京地下鉄 東京都 着
9 佐藤 広大 サトウ コウダイ 東京陸協 東京都 着
10 清水 巧 シミズ タクミ 東京陸協 東京都 着
11 橘 明徳 タチバナ アキノリ 東京陸協 東京都 着
12 荒幡 哲治 アラハタ テツハル 東京陸協 東京都 着
13 小山 清和 コヤマ キヨカズ 東京陸協 東京都 着
14 田川 誠志郎 タガワ セイシロウ 目黒区立東山中学校 東京都 着
15 森 孝博 モリ タカヒロ 東京陸協 東京都 着
16 秋山 貫太 アキヤマ カンタ 東京陸協 東京都 着
17 秋山 信行 アキヤマ ノブユキ NINE TOCHGI TC 栃木県 着
18 坂本 達哉 サカモト タツヤ 東京陸協 東京都 着
19 大場 達也 オオバ タツヤ クラブR2東日本 東京都 着
20 着
21 着
22 加藤 可己 カトウ ヨシキ WindRun 東京都 着
23 勘舎 方敬 カンジャ マサヨシ Team M×K 東京都 着
24 佐藤 圭太 サトウ ケイタ 滋賀陸協 滋賀県 着
25 矢沢 悠真 ヤザワ ユウマ 中央学院大学AC 千葉県 着
26 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 東京都 4分25秒0 着
27 荒木 数也 アラキ カズヤ ももんが動物園 東京都 4分30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 18:20

ペースメーカー：①4分15秒、②4分20秒

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録
1 木内 博之 キウチ ヒロユキ 千葉陸協 千葉県 着
2 内藤 和也 ナイトウ カズヤ 千葉陸協 千葉県 着
3 多賀 長門 タガ ナガト 島本プロジェクト 東京都 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 戸田 昂 トダ タカシ 東京陸協 東京都 着
6 林 洋輔 ハヤシ ヨウスケ 神奈川陸協 神奈川県 着
7 北崎 翔馬 キタザキ ショウマ 東京陸協 東京都 着
8 森本 祥之 モリモト ショウジ 東京大学 兵庫県 着

※ 9 森田 大智 ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾁ さいたま市陸協 埼玉県 着
10 小坂 啓悟 コサカ ケイゴ 東京陸協 東京都 着
11 村川 雄一 ムラカワ ユウイチ 東京陸協 東京都 着
12 油井 星羅 ユイ セイラ 東京大学 神奈川県 着
13 井上 真弥 イノウエ マサヤ 千葉陸協 千葉県 着
14 田中 亮也 タナカ リョウヤ 東京大学 東京都 着
15 射場本 綾 イバモト リョウ T-T.AC 東京都 着
16 宇田 達貴 ウダ タツキ 東京陸協 東京都 着
17 粟野 峻 アワノ シュン 神町自衛隊 山形県 着
18 佐藤 国光 サトウ クニミツ 安中市陸協 群馬県 着
19 井阪 謙太 イサカ ケンタ 東京陸協 東京都 着
20 大橋 陽 オオハシ ヨウ NO-BORDER 栃木県 着
21 夏目 晋太郎 ナツメ シンタロウ 東京陸協 東京都 着
22 遊佐 慧佑 ユサ ケイスケ 東京陸協 東京都 着
23 新出 航平 シンデ コウヘイ 石川陸協 石川県 着
24 上野 翔太郎 ウエノ ショウタロウ 目黒区東山中学校 東京都 着
25 着
26 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 東京都 4分15秒0 着
27 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 日税ビジネス 東京都 4分20秒0 着

着順



MxKディスタンスチャレンジ　（公認の部）
1500m　男子3組 スタート時刻 18:30

ペースメーカー：①3分50-55秒、②4分00秒、③4分05秒、④4分10秒

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録
※ 1 岡田 隆之介 ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ さいたま市陸協 埼玉県 着
※ 2 市塚 遊 ｲﾁﾂｶ ﾕｳ さいたま市陸協 埼玉県 着

3 古賀 淳平 コガ ジュンペイ 東京大学 栃木県 着
4 鬼頭 壮平 キトウ ソウヘイ 東京大学 東京都 着
5 斎藤 湧歩 サイトウ ユウホ WindRun 東京都 着
6 左近 実智隆 サコン ミチタカ 早大同 東京都 着
7 鈴木 樹林 スズキ ジュリン マイティマウスTT 静岡県 着
8 平井 駿 ヒライ シュン 那賀郡陸協 徳島県 着
9 岡田 拓己 オカダ タクミ 東京陸協 東京都 着
10 森 淳弘 モリ アツヒロ 高崎経済大 栃木県 着
11 保科 毅欣 ホシナ タカヨシ 高崎経済大 群馬県 着
12 杉本 陸 スギモト リク 早大同 東京都 着
13 袴田 翔 ハカマタ ショウ 東京陸協 東京都 着
14 小川 勝也 オガワ カツヤ カナガワRC 埼玉県 着
15 森田 拡希 モリタ ヒロキ 東京医科大学 東京都 着

※ 16 松村 陣之介 マツムラ ジンノスケ コモディイイダ 東京都 着
※ 17 黒河 一輝 クロカワ カズキ コモディイイダ 東京都 着
※ 18 田村 翼 タムラ ツバサ 上尾市陸協 埼玉県 着

19 風戸 啓希 カザト ヒロキ 東京海上日動 千葉県 3分50秒0 着
20 井下 裕貴 イノシタ ユウキ 川越市陸協 埼玉県 4分00秒0 着

※ 21 田口 雅也 タグチ マサヤ 上尾市陸協 埼玉県 着
22 着
23 着
24 着
25 着
26 須崎 裕也 スザキ ユウヤ 川崎市役所 神奈川県 4分05秒0 着
27 阿部 飛雄馬 アベ ヒユウマ 東京大学 岩手県 4分10秒0 着

※ 28 桃澤 大祐 モモザワ ダイスケ サン工業 長野県 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30秒、②16分45秒、③17分00秒
No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録
1 大西 竜洋 オオニシ タツヒロ 東京陸協 東京都 着
2 会沢 直矢 アイザワ ナオヤ SWAC 千葉県 着
3 山内 俊輔 ヤマウチ シュンスケ 横須賀市陸協 神奈川県 着
4 柳沢 憲 ヤナギサワ アキラ 東京陸協 東京都 着
5 大村 展弘 オオムラ ノブヒロ 東京陸協 東京都 着
6 千田 俊輔 センダ シュンスケ クラブＲ２北海道 北海道 着
7 瀧野 幹拡 タキノ ミキヒロ DAC(筑駒高) 東京都 着
8 岡田 拓己 オカダ タクミ 東京陸協 東京都 着
9 太田 智也 オオタ トモヤ 東京陸協 東京都 着
10 酢谷 耕太 スダニ コウタ Ｒ×Ｌプラス 埼玉県 着

※ 11 土濃塚 渉 ﾄﾉﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ さいたま市陸協 埼玉県 着
※ 12 中野 洸介 ﾅｶﾉ ｺｳｽｹ さいたま市陸協 埼玉県 着
※ 13 石井 哲也 ｲｼｲ ﾃﾂﾔ さいたま市陸協 埼玉県 着

14 奥洞 雄也 オクボラ ユウヤ タカママラソンクラブ 岐阜県 着
15 岡田 匠平 オカダ ショウヘイ 東京陸協 東京都 着
16 松金 友宏 マツカネ トモヒロ 埼玉西部消防局 埼玉県 着
17 岩崎 瞭介 イワサキ リョウスケ 東京大学 三重県 着
18 藤井 信介 フジイ シンスケ 高崎経済大 岡山県 着
19 芹沢 元秀 セリザワ モトヒデ TeamMxK 東京都 着
20 高橋 純一 タカハシ ジュンイチ TeamMxK 東京都 着
21 中山 知昭 ナカヤマ トモアキ GRlab関東 東京都 着
22 遊佐 慧佑 ユサ ケイスケ 東京陸協 東京都 着
23 新出 航平 シンデ コウヘイ 石川陸協 石川県 着
24 佐藤 圭太 サトウ ケイタ 滋賀陸協 滋賀県 着
25 矢沢 悠真 ヤザワ ユウマ 中央学院大学AC 千葉県 着
26 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 東京都 16分30秒0 着
27 荒木 数也 アラキ カズヤ ももんが動物園 東京都 17分00秒0 着
28 斉藤 斉 サイトウ ヒトシ 県北陸協 福島県 着
29 池田 大助 イケダ ダイスケ 東京陸協 東京都 着
30 松野下 大智 マツノシタ ダイチ 高崎経済大 鹿児島県 着
31 渡辺 龍平 ワタナベ リュウヘイ 高崎経済大 福島県 着
32 東方 宏興 トウホウ ヒロキ 東京陸協 東京都 着
33 小泉 勇人 コイズミ ハヤト 筑波ウィンドAC 茨城県 着

※ 34 竹村 渉 ﾀｹﾑﾗ ﾜﾀﾙ さいたま市陸協 埼玉県 着
35 長谷 知弥 ナガタニ トモヤ TMRC 東京都 着
36 出淵 文也 イズブチ フミヤ 高崎経済大 広島県 着
37 町田 達彦 マチダ タツヒコ 東京陸協 東京都 着
38 大塚 稔 オオツカ ミノル クラブR2東日本 東京都 着
39 本郷 孝知 ホンゴウ タカアキ TeamMxK 東京都 着
40 植村 雄一郎 ウエムラ ユウイチロウBreakthrough 東京都 着
41 阿部 靖 アベ ヤスシ 東京陸協 東京都 着
42 一柳 里樹 イチヤナギ サトキ 東京大学 東京都 着
43 角田 幹之 ツノダ モトユキ TRACK TOKYO 東京都 着
44 清水 一希 シミズ カズキ 埼玉陸協 埼玉県 着
45 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 千葉陸協 千葉県 16分45秒0 着
46 須藤 剛 スドウ ツヨシ WindRun 東京都 着
47 小原 秀暁 オバラ ヒデアキ 藤沢市陸協 神奈川県 着
48 吉田 健吾 ヨシダ ケンゴ 栃木陸協 栃木県 着
49 大野 瑛 オオノ アキラ 東京陸協 東京都 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50秒、②16分00秒、③16分15秒

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録
1 猪瀬 和広 イノセ カズヒロ 北極星AC 北海道 着
2 田村 亮 タムラ リョウ 上州アスリートクラブ 群馬県 着
3 庄子 将 ショウジ タモツ 東京陸協 東京都 着
4 有福 悠汰 アリフク ユウタ 早稲田大学陸上競技同好会 東京都 着
5 村瀬 史樹 ムラセ フミキ 秦野RC 神奈川県 着
6 山中 優 ヤマナカ ユウ 一橋大学 東京都 着
7 井上 玲於 イノウエ レオ 川崎市陸協 神奈川県 着
8 孫田 礼人 マゴタ アヤト 小松島市陸協 徳島県 着
9 鷹觜 厚宜 タカノハシ アツキ 埼玉陸協 埼玉県 着
10 奥森 講平 オクモリ コウヘイ 東京陸協 東京都 着
11 蓮見 明久 ハスミ アキヒサ 小川町陸協 埼玉県 着
12 助川 皓洸 スケガワ ヒロタケ 東京大学 東京都 着
13 加藤 泰斗 カトウ タイト 東京大学 神奈川県 着
14 額田 裕己 ヌカタ ユウキ 東京大学 東京都 着
15 石塚 一大 イシズカ イッタ 高崎経済大 秋田県 着
16 湯川 友博 ユカワ トモヒロ 高崎経済大 和歌山県 着
17 渡邉 建太 ワタナベ ケンタ 高崎経済大 宮崎県 着
18 佐藤 国光 サトウ クニミツ 安中市陸協 群馬県 着
19 井阪 謙太 イサカ ケンタ 東京陸協 東京都 着
20 大橋 陽 オオハシ ヨウ NO-BORDER 栃木県 着
21 夏目 晋太郎 ナツメ シンタロウ 東京陸協 東京都 着
22 加藤 可己 カトウ ヨシキ WindRun 東京都 着
23 勘舎 方敬 カンジャ マサヨシ TeamM×K 東京都 着
24 酒井 敦志 サカイ アツシ 狛江市陸協 2東京都 着
25 千島 悠司 チシマ ユウジ 三菱商事陸上競技同好会 東京都 着
26 小西 宏侑 コニシ ヒロユキ TeamMxK 東京都 着
27 風間 龍介 カザマ リュウスケ 東京陸協 東京都 着
28 恵藤 宏紀 エトウ ヒロキ カナガワRC 埼玉県 着
29 佐藤 仰 サトウ コウ 一橋大学 埼玉県 着
30 松田 拓朗 マツダ タクロウ 福井陸協 福井県 着
31 佐藤 悠介 サトウ ユウスケ 東京大学 東京都 着
32 勘舎 方敬 カンジャ マサヨシ Team M×K 1東京都 着
33 平山 大智 ヒラヤマ ダイチ 牛久走友会 茨城県 着
34 菊地 正治 キクチ ショウジ 埼玉陸協 埼玉県 着
35 篠崎 賢一 シノザキ ケンイチ 東京陸協 東京都 着
36 緑川 優 ミドリカワ ユウ 栃木陸協 栃木県 着
37 濱田 岳 ハマダ タケル 帝京平成大学 千葉県 着
38 花井 志朗 ハナイ シロウ クラブR2北海道 北海道 着
39 一楽 信尚 イチラク ノブヒサ アラスカAC 東京都 着
40 着
41 松本 翔 マツモト ショウ 日税ビジネス 東京都 15分50秒0 着
42 着
43 岡本 拓也 オカモト タクヤ マイティマウスTT 静岡県 16分15秒0 着
44 河野 孝志 コウノ タカシ 東京陸協 東京都 16分00秒0 着
45 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、⑤15分45秒

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録
1 内田 昌寛 ウチダ マサヒロ 神奈川陸協 神奈川県 着
2 荒幡 寛人 アラハタ ヒロト 東京理科大学 埼玉県 着
3 山田 祐生 ヤマダ ユウキ まるお製作所 東京都 着
4 川内 鮮輝 カワウチ ヨシキ Jaybird 埼玉県 着
5 関根 大和 セキネ ヤマト 千葉陸協 千葉県 着
6 左近 実智隆 サコン ミチタカ 早大同 東京都 着
7 鈴木 樹林 スズキ ジュリン マイティマウスTT 静岡県 着
8 平井 駿 ヒライ シュン 那賀郡陸協 徳島県 着
9 丸山 翔太郎 マルヤマ ショウタロウ東京理科大学 東京都 着
10 淵本 光 フチモト ヒカル NINE TOCHIGI TC 栃木県 着
11 遠藤 正陽 エンドウ マサハル 東京大学 島根県 着
12 石澤 由祐 イシザワ ユウスケ 高崎経済大 長野県 着
13 丸山 達広 マルヤマ タツヒロ 高崎経済大 長野県 着
14 富張 裕紀 トミハリ ユウキ TMRC 東京都 着
15 吉崎 佑 ヨシザキ タスク 東京陸協 東京都 着
16 岡本 賢太 オカモト ケンタ 早大同 東京都 着
17 丸山 開陸 マルヤマ カイリ 駿大AC 群馬県 着
18 加藤 悠生 カトウ ユウキ 東京大学 埼玉県 着
19 大垣 秀介 オオガキ シュウスケ 東京陸協 東京都 着
20 井下 裕貴 イノシタ ユウキ 川越市陸協 埼玉県 14分45秒0 着
21 中山 壮一 ナカヤマ ソウイチ 横浜市陸協 神奈川県 着
22 松本 一希 マツモト カズキ 東京理科大学 東京都 着
23 柴田 瀬允 シバタ セイン 東京工業大学 東京都 着
24 斎藤 俊平太 サイトウ シュンペイタ横浜市陸協 神奈川県 着
25 森 淳弘 モリ アツヒロ 高崎経済大 栃木県 着
26 須崎 裕也 スザキ ユウヤ 川崎市役所 神奈川県 15分00秒0 着
27 阿部 飛雄馬 アベ ヒユウマ 東京大学 岩手県 15分15秒0 着

※ 28 桃澤 大祐 モモザワ ダイスケ サン工業 長野県 着
29 柚木 友哉 ユノキ ユウヤ 東北大学 岡山県 着
30 丸山 登夢 マルヤマ トウム 上州アスリート 群馬県 着
31 町田 拓弥 マチダ タクヤ 埼玉西部消防局 埼玉県 着
32 比企野 創典 ヒキノ ソウスケ 紫波郡陸協 岩手県 着
33 河合 勇樹 カワイ ユウキ 東京陸協 東京都 着
34 石川 将貴 イシカワ マサキ Harriers 東京都 着
35 坂上 佳也 サカガミ ヨシヤ 千葉陸協 千葉県 着
36 山田 泰生 ヤマダ ヒロキ まるお製作所 東京都 着

※ 37 中谷 圭佑 ナカタニ ケイスケ コモディイイダ 東京都 着
※ 38 金子 晃裕 カネコ アキヒロ コモディイイダ 東京都 着
※ 39 佐藤 晃章 サトウ テルアキ コモディイイダ 東京都 着
※ 40 田島 光 タジマ ヒカル コモディイイダ 東京都 着

41 松本 翔 マツモト ショウ 日税ビジネス 東京都 着
※ 42 大久保 陸人 オオクボ リクト コモディイイダ 東京都 着

43 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 東京都 着
44 河野 孝志 コウノ タカシ 東京陸協 東京都 15分30秒0 着
45 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 千葉陸協 千葉県 15分45秒0 着

※ 46 田村 翼 タムラ ツバサ 上尾市陸協 埼玉県 着
※ 47 中島 充博 ナカジマ ミツヒロ 上尾市陸協 埼玉県 着
※ 48 谷 星輝 タニ ホシキ コモディイイダ 東京都 着

着順


