
＜日時＞ 2021年7月22日（木）14時50分～19時15分

＜会場＞ 舎人公園 陸上競技場

＜受付＞ 13時45分～競技開始30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

1500m 男女 1組 14:50 13:45 14:20 14:45 24名

1500m 男女 2組 15:00 13:45 14:30 14:55 23名

1500m 男女 3組 15:09 13:54 14:39 15:04 21名

1500m 男女 4組 15:18 14:03 14:48 15:13 18名

1500m 男女 5組 15:27 14:12 14:57 15:22 23名

1500m 男女 6組 15:36 14:21 15:06 15:31 23名

1500m 男女 7組 15:45 14:30 15:15 15:40 16名

1500m 男女 8組 15:54 14:39 15:24 15:49 18名

3000m 男女 1組 16:03 14:48 15:33 15:58 36名

3000m 男女 2組 16:20 15:05 15:50 16:15 35名

3000m 男女 3組 16:34 15:19 16:04 16:29 31名

3000m 男女 4組 16:48 15:33 16:18 16:43 33名

5000m 男女 1組 17:02 15:47 16:32 16:57 42名

5000m 男女 2組 17:28 16:13 16:58 17:23 42名

5000m 男女 3組 17:52 16:37 17:22 17:47 40名

5000m 男女 4組 18:16 17:01 17:46 18:11 36名

5000m 男女 5組 18:38 17:23 18:08 18:33 41名

5000m 男女 6組 19:00 17:45 18:30 18:55 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、追加・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。

＜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45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）

1500m　男女1組 スタート時刻 14:50

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 本田 牧子 ホンダ マキコ 関東ＲＣ KUMA

2 新嶋 明 ニイジマ アキラ RSLAB AKIRA

3 西谷 茂章 ニシタニ シゲアキ DAC NISHITANI

4 中山 知洋 ナカヤマ チヒロ nakayama

5 藤井 悠果 フジイ ハルカ 矢口ランニングクラブ HARUKA

6 池崎 貢司 イケザキ コウジ CHAMA

7 島田 進司 シマダ シンジ SHIMAJIRO

8 吉村 明 ヨシムラ アキラ 東京陸協 yos

9 倉田 桃花 クラタ モモカ 矢口ランニングクラブ MOMOKA

10 岩村 直美 イワムラ ナオミ RSLAB NAOMIN

11 磯崎 学 イソザキ マナブ MANABU

12 和田 直太朗 わだ ナオタロウ 東大和10小 NAOTARO

13 早坂 孝治 ハヤサカ タカハル MK練習会 Hayasaka

14 君塚 竜介 キミヅカ リュウスケ RYU

15 井野 浩彦 イノ ヒロヒコ HiroIno

16 榎本 眞弓 エノモト マユミ MAYU

17 塚越 葵葉 ツカコシ アオバ 矢口ランニングクラブ AOBA

18 山内 かおり ヤマウチ カオリ YAMAUCHI

19 西山 花音 ニシヤマ カノ 矢口ランニングクラブ KANO

20 沼澤 里日 ヌマサワ サトヒ 南蛮連合 satohi

21 山崎 香奈絵 ヤマザキ カナエ KANAE

22 君塚 正幸 キミヅカ マサユキ KIMICHAN

23 石上 聡子 イシガミ サトコ SATOKO

24 櫻井 大路 サクライ ヒロミチ Sakurai

① PM 秋葉直人

② PM 加藤拓海

③ PM 佐久間祥

④ 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2組 スタート時刻 15:00

ペースメーカー：①5分05秒、②5分10秒、③5分15秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 小川 夕希 オガワ ユウキ 8PRO YUKI

2 橋本 誠紀 ハシモト マサノリ HASHI

3 岡田 拓也 オカダ タクヤ OKADA

4 栗山 哲也 クリヤマ テツヤ TK

5 國廣 啓太 クニヒロ ケイタ KEITA

6 清水 修 シミズ オサム 松岡水産 SHIMIZU

7 村松 健 ムラマツ ケン MATSUKEN

8 殿塚 恭士 トノヅカ ヤスシ TONOCHI

9 吉野 弘 ヨシノ ヒロシ 松戸市民ランナーズ hiro

10 佐藤 康子 サトウ ヤスコ ニッポンランナーズ yasuko

11 前田 健輔 マエダ ケンスケ 平井ランニングクラブ M.K.H

12 伊従 希世彦 イヨリ キヨヒコ KIYOHIKO

13 北 寿一 キタ トシカズ なり kita

14 竹内 愛 タケウチ アイ AI

15 山崎 直人 ヤマザキ ナオト ZAKI

16 庄田 真人 ショウダ マサト TeamM×K SHODA

17 手塚 友喜 テヅカ ユキ YUKI

18 柴田 遥華 シバタ ハルカ RUNNING SCIENCE LAB HARUKA

19 吉留 隆行 ヨシドメ タカユキ YOSHIDOME

20 森 雅史 モリ マサシ 0:00 MORI

21 松崎 清吾 マツザキ セイゴ MATSUZAKI

22 川島 大亮 カワシマ ダイスケ KAWASHIMA

23 狩谷 茂一 カリヤ シゲカズ OSHIGE

① PM 井下裕貴

② PM 三津家貴也

③ 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3組 スタート時刻 15:09

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 河野 純平 ｶﾜﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 島本プロジェクト JUNPEI

2 高橋 大稀 ﾀｶﾊｼ ﾀｲｷ 島本プロジェクト TAIKI

3 大湯 忠彦 オオユ タダヒコ SEIBIYAMA YOU

4 小峯 蘭 コミネ 蘭 RAN

5 綛田 侑三 カセダ ユウゾウ YUZO

6 鹿野 友章 カノ トモアキ kano

7 佐藤 智明 サトウ トモアキ SATO

8 小山 俊大 コヤマ トシヒロ エニタイムフィットネス等々力店 KOYAMA

9 重松 健由 シゲマツ ケンユウ うたクラブ UTA

10 明石 雄人 アカシ ユウト YUTO

11 倉田 優子 クラタ ユウコ ストライドラボ KURARA

12 杉田 雅宏 スギタ マサヒロ クラブR2東日本 MASA

13 会津 容子 アイヅ ヨウコ Yoko

14 川島 祥 カワシマ ショウ SHO

15 林 勇太 ハヤシ ユウタ yu

16 萩原 拓也 ハギワラ タクヤ TAKU

17 小川 創平 オガワ ソウヘイ OGASO

18 谷口 智哉 タニグチ トシヤ TANIGUCHI

19 沖 健吏 オキ タケシ oki

20 森谷 日向夕 モリヤ ヒナタ HINATA

21 森谷 十月 モリヤ トツキ TOTSUKI

22

① PM 秋葉直人

② PM 加藤拓海



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 15:18

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 萩野谷 賢太 ハギノヤ ケンタ HAGI

2 福島 拓治 フクシマ タクジ TKJ

3 佐伯 智 サエキ サトシ SAEKI

4 大久保 由紀夫 オオクボ ユキオ Y.Okubo

5 飯塚 湧也 イイヅカ ユウヤ YUYA

6 真崎 貴弘 マサキ タカヒロ TAKA

7 岡田 航 オカダ ワタル WATARU

8 中野 裕介 ナカノ ユウスケ YUSUKE

9 浦田 裕之 ウラタ ヒロユキ 中央化成品(仮) HIRO

10 木内 武志 キウチ タケシ ニッポンランナーズ kiucchi

11 天満 優一朗 テンマ ユウイチロウ TEMMA

12 久原 健太 クハラ ケンタ インド走友会 KEN

13 長塚 結南 ナガツカ ユイナ 東葛RC YUINA

14 武田 亮平 タケダ リョウヘイ TAKEDA

15 浅井 秀治 アサイ ヒデハル HIDE

16 田中 礼美 タナカ ヨシミ YOSHIMI

17 三枝 秀徳 サイグサ ヒデノリ アトミクラブ SANCHAN

18 山岡 正也 ヤマオカ マサヤ 小金井おじ練 MASAYA

19

20

21

22

① PM 佐久間祥

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5組 スタート時刻 15:27

ペースメーカー：①4分35秒、②4分40秒、③4分45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 川島 淳 カワシマ アツシ KAWASHIMAN

3 井野 寛司 イノ カンジ kanji

4 西崎 昌宏 ニシザキ マサヒロ 小金井おじ練 NISSHY

5 中田 航輝 ナカタ コウキ 駿河台大学 Nakata

6 三宅 大二郎 ミヤケ ダイジロウ 夜明け前陸上部 DAI

7 宮崎 大志 ミヤザキ タイシ TAISHI

8 山田 啓介 ヤマダ ケイスケ 蕪組織 KONAPO

9 内藤 兵磨 ナイトウ ヒヨウマ HYOMA

10 静谷 智泰 シズヤ トモヤス S.T

11 石榑 昌也 イシグレ マサヤ GURE

12 大崎 仁 オオサキ ヒトシ 滋賀陸協 OSAKI

13 大久保 勝明 オオクボ カツアキ OKUBO

14 Onohara To_y オノハラ トオイ to_y

15 力石 隆広 チカライシ タカヒロ EVO T.C pawa

16 福守 勇魚 フクモリ イサナ FUKUMORI

17 鈴木 宏之 スズキ ヒロユキ ニッポンランナーズ suzumaru

18 井田 健一 イダ ケンイチ Ken-Ichi

19 笹本 浩司 ササモト コウジ SASA

20 白鳥 さゆり シラトリ サユリ SHIRATORI

21 尾方 優作 オガタ ユウサク YUSAKU

22 秋葉 雄大 アキバ ユウダイ Yudai

23 堤 俊行 ツツミ トシユキ TOSHI

① PM 井下裕貴

② PM 三津家貴也

③ 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6組 スタート時刻 15:36

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 川井 直巳 カワイ ナオミ 宮城陸協 KAWAI

2 海老澤 武尊 エビサワ タケル EBISAWA

3 佐野 繁 サノ シゲル ss

4 笠谷 駿介 カサヤ シュンスケ MG SHARKS SHUN

5 桑野 博輔 クワノ ヒロスケ RUNNING SCIENCE LAB HIRO

6 芹沢 元秀 セリザワ モトヒデ 小金井おじ練 SERI

7 吉田 樹 ヨシダ イツキ itsuki

8 三浦 和貴 ミウラ カズタカ 東京陸協 ＫＡＺＵ

9 坂詰 北斗 サカヅメ ホクト HOKUTO

10 井辻 祐太郎 イツジ ユウタロウ DreamGrants Yutaro

11 中澤 徹 ナカザワ トオル なかなか NAKAZAWA

12 窪田 俊郎 クボタ トシロウ ピッツキューブRC KUBOTA

13 安部 嘉葵 アベ ヨシキ ABE

14 大森 教尋 オオモリ ノリヒロ omori

15 石田 常竹 イシダ ツネタケ tsune

16 石井 浩行 イシイ ヒロユキ Hiro

17 常葉 貴志 トキワ タカシ Tokiwa

18 山口 亮太郎 ヤマグチ リョウタロウ RYOTARO

19 兵頭 武蔵 ヒョウドウ ムサシ 和家がりあん Musashi

20 高倉 晃治 タカクラ コウジ 埼玉陸協 TAKAKURA KOUJI

21 星宮 一木 ホシミヤ カズキ KAZUKI

22 宗石 和久 ムネイシ カズヒサ kmzn

23 川井 勉 カワイ ツトム Team M×K kawai

① PM 秋葉直人

② PM 加藤拓海



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 15:45

ペースメーカー：①4分15秒、②4分20秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 小坂 高史 コサカ タカシ kosaka202

2 林 望 ハヤシ ノゾム Hayashi

3 多賀 長門 ﾀｶﾞ ﾅｶﾞﾄ 島本プロジェクト NAGATO

4 佐藤 大宇 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｳ 島本プロジェクト DAIU

5 萩原 久也 ハギワラ ヒサヤ Hisaya

6 椛 亮介 カバ リョウスケ KABA

7 坂東 宗明 バンドウ ソウメイ BANDO

8 宮川 研悟 ミヤガワ ケンゴ KENKEN

9 北崎 翔馬 キタザキ ショウマ SHOMA

10 田島 祐介 タジマ ユウスケ TJM

11 有冨 弘朗 アリトミ ヒロアキ 東京ヴェルディトライアスロンセッション Aritomic Fire

12 村田 雅明 ムラタ マサアキ MASAAKI

13 上川 英一郎 カミカワ エイイチロウ EIICHIRO

14 関山 健蔵 セキヤマ ケンゾウ スマーツAC IMOZO

15 堀内 翔太 ホリウチ ショウタ LOUDRUNNER HORI

16 秋元 雄大 アキモト ユウダイ aki

17

18

19

20

① PM 佐久間祥

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8組 スタート時刻 15:54

ペースメーカー：①3分55秒、②4分00秒、③4分05秒、④4分10秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 小川 真誉 オガワ マヨ 東京陸協 Mayo

2 横内 悠 ヨコウチ ユウ 東京陸協 YOKO

3 松ヶ野 毅 マツガノ タケル 川口市 MATSUGANO

4 玉澤 良太 タマザワ リョウタ 千葉陸協 TAMACHAN

5 伊澤 優人 イザワ マサト 兼松 IZAWA

6 工藤 遼太郎 クドウ リョウタロウ 聖マリアンナ医科大学 kudo

7 多田 健太郎 タダ ケンタロウ TK

8 坂口 広大 サカグチ コウダイ 川崎市陸協 SAKAGUCHI

9 髙野 拓海 タカノ タクミ 上尾市陸協 TAKUMI

10 奥村 健広 オクムラ タツヒロ JR東日本千葉 tatsu

11 渡邉 伊織 ワタナベ イオリ 防衛医大 iori

12 木村 雄哉 キムラ ユウヤ パーソル PERSOL

13 邊見 勇太 ヘンミ ユウタ RUNNING SCIENCE LAB IZAM

14 大橋 陽 オオハシ ヨウ NB

15 齊藤 堪汰 ｻｲﾄｳ ｶﾝﾀ 島本プロジェクト KANTA

16 浦霧 誠也 ウラギリ セイヤ URA

17 坂野 裕樹 バンノ ユウキ TOILET UNCHI

18 佐藤 壮 サトウ タケシ TKC

19

20

① PM 井下裕貴 PM 秋葉直人

② PM 三津家貴也 PM 佐久間祥

③ PM 澁谷宥介 PM 岡本拓也

④ PM 加藤拓海



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 16:03

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

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 木村 春翔 キムラ ハルト 矢口ランニングクラブ HARUTO

2 増山 和伸 マスヤマ カズノブ KAZUNOBU

3 春山 裕介 ハルヤマ ユウスケ はだし駅伝部 HARU3

4 村松 健 ムラマツ ケン MATSUKEN

5 酒井 辰哉 サカイ タツヤ 荏田高ＯＢ TATSUYA

6 日置 信和 ヒオキ ノブカズ MAC HIOKI

7 中野 裕介 ナカノ ユウスケ YUSUKE

8 倉田 優子 クラタ ユウコ ストライドラボ KURARA

9 杉田 雅宏 スギタ マサヒロ クラブR2東日本 MASA

10 外間 結那 ソトマ ユイナ 矢口ランニングクラブ YUINA

11 樺島 俊幸 カバシマ トシユキ t-kabashima

12 小川 夕希 オガワ ユウキ 8PRO YUKI

13 庄田 真人 ショウダ マサト TeamM×K SHODA

14 瀬尻 健太郎 セジリ ケンタロウ 三菱重工RC Kentaro

15 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ Miyoshi

16 齋藤 隆義 サイトウ タカヨシ YRC TAKA

17 伊東 弥生 イトウ ヤヨイ RUNNING SCIENCE LAB YAYOI

18 池田 公士郎 イケダ コウシロウ IKEDA

19 伏見 嘉朗 フシミ ヨシロウ YOSHIROU

20 新嶋 明 ニイジマ アキラ RSLAB AKIRA

21 広井 渡 ヒロイ ワタル wata

22 関根 正之 セキネ マサユキ MASAYUKI

23 高橋 淳 タカハシ キヨシ KTAKAHASHI

24 安西 義則 アンザイ ヨシノリ anpu

25 田中 翼 タナカ ツバサ TANAKA

26 桃井 浩 モモイ ヒロシ MOMOI

27 中島 綾香 ナカジマ アヤカ 矢口ランニングクラブ AYAKA

28 天野 功一 アマノ コウイチ jogger

29 手塚 友喜 テヅカ ユキ YUKI

30 舟田 正芳 フナダ マサヨシ M.FUNADA

31 川俣 辰徳 カワマタ タツノリ TATSU

32 山﨑 詩大 ヤマザキ ウタ 矢口ランニングクラブ UTA

33 田中 佑磨 タナカ ユウマ YT

34 吉留 隆行 ヨシドメ タカユキ YOSHIDOME

35 松崎 清吾 マツザキ セイゴ MATSUZAKI

36 倉田 靖士 クラタ ヤスシ KURATA

① PM 竹澤想大

② PM 土谷和貴

③ PM 緑川優

④ 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2組 スタート時刻 16:20

ペースメーカー：①9分50秒、②10分00秒、③10分15秒、④10分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 茂木 智也 モテギ トモヤ MOTEGI

2 冨田 翔太 トミタ ショウタ RUTОMI

3 清水 健 シミズ ケン SHIMIZU

4 渡辺 貴仁 ワタナベ タカヒト 東工大スキー部 WT

5 坂口 裕紀 サカグチ ヒロキ ハノハノ陸上部 HIROKI

6 井上 靖数 イカミ ヤスカズ Ｔ・ＴーＡＣ IKAMI

7 岩間 政樹 イワマ マサキ ルナークス Masaki

8 片山 真人 カタヤマ マサト KATAYAN

9 Onohara To_y オノハラ トオイ to_y

10 苫米地 翔吾 トマベチ ショウゴ SHOGO

11 清水 一希 シミズ カズキ KAZUKI

12 安永 亮 ヤスナガ アキラ YASUNAGA

13 岩崎 啓昭 イワサキ ヒロアキ HIROAKI

14 平井 陽介 ヒライ ヨウスケ HIRAI

15 上條 空奈 カミジョウ セナ 東京陸協 SENA

16 幸本 裕司 コウモト ユウジ 越谷ランナーズ YK

17 竹内 崇馬 タケウチ ソウマ Souma

18 皆川 麻美 ミナカワ アサミ Asami

19 木内 武志 キウチ タケシ ニッポンランナーズ kiucchi

20 大久保 由紀夫 オオクボ ユキオ Y.Okubo

21 北島 志朗 キタジマ シロウ RUN塾 SHIRO

22 樋口 陽介 ヒグチ ヨウスケ HIGUCHI

23 中島 隆幸 ナカシマ タカユキ Loud Runners Nakazy

24 鈴木 祐光 スズキ マサミツ Masa

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

26 武部 健一 タケベ ケンイチ kenichi

27 天満 優一朗 テンマ ユウイチロウ TEMMA

28 佐々木 大輔 ササキ ダイスケ DAISUKE

29 木村 優基 キムラ ユウキ 矢口ランニングクラブ YUUKI

30 松崎 雅春 マツザキ マサハル MASA

31 小川 創平 オガワ ソウヘイ OGASO

32 鈴木 友也 スズキ トモヤ フジシロ TOM

33 足立 俊宏 アダチ トシヒロ TOSHI

34 秦野 稔己 ハタノ トシキ HATANO

35 壬生倉 拓弥 ミブクラ タクミ MIBUKURA

① PM 井下裕貴

② PM 澁谷宥介

③ PM 佐久間祥

④ 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 16:34

ペースメーカー：①9分15秒、②9分30秒、③9分45秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 辻田 洸希 ツジタ ヒロキ Hiroki

2 石野 正高 イシノ マサタカ 土気TFC ACE

3 坂東 宗明 バンドウ ソウメイ BANDO

4 酒井 春太 サカイ シュンタ 法政高校 Shunta

5 上川 英一郎 カミカワ エイイチロウ EIICHIRO

6 鎌田 一輝 カマダ カズキ Kamada

7 座間 保成 ザマ ヤスナリ ＪＲ東日本千葉 ZETT

8 能城 秀雄 ノウジョウ ヒデオ NOJO

9 渡辺 絢也 ワタナベ ジュンヤ 平塚市陸協 JUNYA

10 村田 雅明 ムラタ マサアキ MASAAKI

11 眞坂 哲平 マサカ テッペイ 肉の大山 tepe

12 山本 貴政 ヤマモト タカマサ George

13 徳原 健太郎 トクハラ ケンタロウ ソンナバナナ TOKU

14 柿沼 直樹 カキヌマ ナオキ 川口市陸協 KACKY

15 酒井 優一 サカイ ユウイチ さいたま市陸協 YUICHI

16 河野 陽一 コウノ ヨウイチ 日本郵政グループ東京 YOICHI

17 中水 佑 ナカミズ ユウ フジシロ YU

18 渡部 剛 ワタナベ ツヨシ さいたま市陸協 TSUYO

19 高野 知夫 タカノ トモオ 光が丘三中 katuki

20 上條 充洋 カミジョウ ミツヒロ 山梨陸協 HARUNAMI

21 畠山 康平 ハタケヤマ コウヘイ 永田町独身寮 HATAZO

22 瀬沼 一成 セヌマ カズナリ ＳＥＮＵＭＡ

23 小塚 希生 コヅカ キヨイ 足柄台中 kiyoi

24 小山 清和 コヤマ キヨカズ グッドパッチ Kiyo

25 久保田 祥伍 クボタ ショウゴ 東大サブマイン KUBOSHO

26 小森 正臣 コモリ マサオミ 東京陸協 KOMO

27 遠山 翔太 トオヤマ シヨウタ SHOTA

28 伊藤 正隆 イトウ マサタカ MASA

29 田中 悠 タナカ ユウ 東京陸協 U

30 川井 勉 カワイ ツトム Team M×K kawai

31 新開 嶺 シンカイ レイ REI

32

33

34

35

① PM 土谷和貴

② PM 緑川優

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4組 スタート時刻 16:48

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 伊藤 翔流 イトウ カケル 日大生産工 KAKERU

2 神田 朝日 カンダ アサヒ 西武台AC KandA

3 坂上 佳也 サカガミ ヨシヤ GAMI

4 玉澤 良太 タマザワ リョウタ 千葉陸協 TAMACHAN

5 小川 真誉 オガワ マヨ 東京陸協 Mayo

6 伊澤 優人 イザワ マサト 兼松 IZAWA

7 鈴木 健祐 スズキ ケンスケ 茨城陸協 KENSUKE

8 多田 啓峰 タダ ヒロミネ 東京陸協 hiromine

9 石井 琉聖 イシイ リュウセイ 明治大学陸上同好会 RYUSEI

10 布施 尚希 フセ ナオキ NAO

11 慶野 美典 ケイノ ミノリ KEINO

12 小檜山 江未留 コビヤマ エミル BNK23 EMIRATES

13 鈴木 健祐 スズキ ケンスケ 茨城陸協 KENSUKE

14 菊地 悠人 キクチ ユウト TOUYU

15 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ 濃厚とんこつ極 GYOBA

16 飯田 勇希 イイダ ユウキ YUKI

17 山口 颯土 ヤマグチ ハヤト HAYATO

18 小林 壱輝 コバヤシ イツキ JR東日本千葉 ITSUKI

19 川嶋 洋平 カワシマ ヨウヘイ 坂戸市陸協 KAWASHIMA

20 中村 覚 ナカムラ サトル 東京陸協 NAKA

21 浜崎 航太郎 ハマサキ コウタロウ kotaro

22 麻田 悠馬 アサダ ユウマ 温室学院大学 TOUMOROKOSHI

23 大村 展弘 オオムラ ノブヒロ OOMURA

24 栗原 昂平 クリハラ コウヘイ KURIHARA

25 安田 京介 ヤスダ キョウスケ YSD

26 井上 明弘 イノウエ アキヒロ 横須賀市陸協 AKIHIRO

27 岡北 慎司 オカキタ シンジ SHINJI

28 田井 慎一郎 タイ シンイチロウ Shin

29 諸星 涼太 モロホシ リョウタ MORO

30 鳥居 邦彦 トリイ クニヒコ なごみ堂整骨院 Trippin

31 風戸 啓希 カザト ヒロキ ラフィネグループ陸上部 HIRO

32 新関 涼介 ニイゼキ リョウスケ RFA JAPAN zeki

33 舩越 悠介 フナコシ ユウスケ FUNAKOSHI

34

35

① PM 井下裕貴 PM 加藤拓海

② PM 澁谷宥介 PM 三津家貴也

③ PM 竹澤想大

④ PM 岡本拓也 PM 佐久間祥



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 17:02

ペースメーカー：①20分00秒、②20分30秒、③21分00秒、④22分00秒、⑤23分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 大東 宏次 ダイトウ コウジ ウイングAC cozy

2 佐藤 康子 サトウ ヤスコ ニッポンランナーズ yasuko

3 早坂 孝治 ハヤサカ タカハル MK練習会 Hayasaka

4 山木 宏記 ヤマキ アツノリ 自由の風AC ATSU

5 渡部 晃彦 ワタナベ アキヒコ クラブＲ２東日本 AKI

6 柳川 浩貴 ヤナガワ ヒロタカ yanagawa

7 葛山　 秀敏 カツラヤマ ヒデトシ KATSURA

8 井出 瞭 イデ リョウ Amalyz IDE

9 桑形 雅臣 クワガタ マサオミ Kuwa

10 市川 博明 イチカワ ヒロアキ ICHIKAWA

11 三枝 雄一郎 サエグサ ユウイチロウ SAEGUSA

12 村田 拓馬 ムラタ タクマ murataku

13 飯田 貴弘 イイダ タカヒロ T.I

14 諏訪 有貴子 スワ ユキコ bin

15 石井 正樹 イシイ マサキ ishii

16 荒谷 正 アラヤ タダシ ARAYA

17 廣嶋 優子 ヒロシマ ユウコ YUKO

18 白壁 奏子 シラカベ カナコ KANA

19 榊原 光樹 サカキハラ コウキ SAKAKIHARA

20 上村 志保 カミムラ シホ shiho

21 田中 久善 タナカ ヒサヨシ TeamM×K TANAKA

22 石川 涼子 イシカワ リヨウコ RYOKO

23 菅原 初江 スガワラ ハツエ 東京WINGS Hatsue

24 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル TeamRxL Yamazaki

25 小川 晋史 オガワ シンジ TOKYO BAY RC S.OGAWA

26 冨田 真生 トミタ マサオ 西武学館 TOMITA

27 小島 正彦 コジマ マサヒコ M.Kojima

28 金村 隼介 カナムラ シュンスケ ルナークス SHUNSUKE

29 稲田 高明 イナダ タカアキ 若葉台地区体育振興会 TAKAAKI

30 米田 健一 ヨネダ ケンイチ YONEDA

31 阿部 美季 アベ ミキ miki

32 金井 知香 カナイ チカ 南蛮連合 Chika Kanai

33 横瀬 公一 ヨコセ コウイチ YSE

34 生松 ゆかり オイマツ ユカリ 南蛮連合 YUKARI

35 吉村 真友子 ヨシムラ マユコ RUNWEB mayuko

36 池崎 貢司 イケザキ コウジ CHAMA

37 斎藤 美由紀 サイトウ ミユキ MIYUKI

38 黒阪 裕子 クロサカ ユウコ KURO

39 上岡 祐二 カミオカ ユウジ フリー YUJI

40 君塚 俊介 キミヅカ シュンスケ 男衾中学校 SYUN

41 半谷 謙寿 ハンガイ ケンジュ HGR

42 中澤 知之 ナカザワ トモユキ CITY RUNNER USAMARU

43

44

45

① PM 土谷和貴

② PM 緑川優

③ PM 河合謙一

④ PM 横内悠

⑤ PM 栗山一輝



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 17:28

ペースメーカー：①19分00秒、②19分15秒、③19分30秒、④19分45秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 吉野 弘 ヨシノ ヒロシ 松戸市民ランナーズ hiro

2 有元 美穂 アリモト ミホ 千葉陸協 miho

3 松崎 公平 マツザキ コウヘイ 埼玉大井RC Kouhei

4 細川 仁 ホソカワ ヒトシ 細川歯科医院 Jin

5 板橋 淳一 イタバシ ジュンイチ J

6 桑形 雅臣 クワガタ マサオミ Masa

7 石田 雅之 イシダ マサユキ ｉｓｈｉ

8 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウ モンベル YUICHIRO

9 大原 梓 オオハラ アズサ Lamb Chops

10 尾崎 岳 オザキ ガク zakio

11 今井 規雄 イマイ ノリオ NORIO

12 井合 公義 イアイ キミヨシ Kimi

13 船山 洋祐 フナヤマ ヨウスケ RUNNERS FUNAYAMA

14 吉田 和彦 ヨシダ カズヒコ Kazuhiko

15 北浜 秀則 北浜 秀則 HIDE

16 杉山 純也 スギヤマ ジュンヤ RUNNERS Osugi

17 島田 進司 シマダ シンジ SHIMAJIRO

18 牧島 健次 マキシマ ケンジ ＭＡＫＩＳＨＩＭＡ

19 中山 隼 ナカヤマ ジユン NAKAYAMA

20 田邊 亮子 タナベ リョウコ Ryoko

21 井上 宜久 イノウエ ノリヒサ TeamM×K NORI

22 山崎 直人 ヤマザキ ナオト ZAKI

23 山崎 誠 ヤマサキ マコト YAMA

24 綛田 侑三 カセダ ユウゾウ YUZO

25 村上 時弘 ムラカミ トキヒロ　 TOCKY

26 藤沢 玲央 フジサワ レオ FUJI

27 細田 義之 ホソダ ヨシユキ nana

28 石井 明夫 イシイ アキオ ISHII

29 田村 瑠紗 タムラ リサ RISA

30 新免 佳幸 シンメン ヨシユキ Yoshi

31 栗原 秀彰 クリバラ ヒデアキ kuri

32 相馬 謙吾 ソウマ ケンゴ SOUMA

33 渡村 恵子 トムラ ケイコ ８Ｐｒｏ TOM

34 丸山 惇 マルヤマ アツシ MARU

35 木村 正顯 キムラ マサアキ masaaki

36 中澤 葉子 ナカザワ ヨウコ MATSU

37 加藤 沙羅 カトウ サラ Sara

38 石川 和仁 イシカワ カズヒト RUNNING SCIENCE LAB KAZU

39 杉山 健太 スギヤマ ケンタ SUGIYAMA

40 吉留 隆行 ヨシドメ タカユキ YOSHIDOME

41 小薗江 隆雄 オソノエ タカオ osonoe

42 蟻塚 啓太 アリヅカ ケイタ K.A

43

44

45

① PM 須河宏紀

② PM 横内悠

③ PM 竹澤想大

④ PM 栗山一輝



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 17:52

ペースメーカー：①18分00秒、②18分15秒、③18分30秒、④18分45秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 牧野 渡 マキノ ワタル MACKY

2 高橋 利和 タカハシ トシカズ Toshi

3 山本 悠一 ヤマモト ユウイチ RUNNING SCIENCE LAB YAMAMOTO

4 井上 雄太 イノウエ ユウタ YUTA

5 渡辺 カズヒロ ワタナベ カズヒロ wata

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 長瀬 康一 ナガセ コウイチ 松戸２１ＲＣ NAGA

8 関 靖之 セキ ヤスユキ まるお製作所RC埼玉支部 KOBUSHI

9 菊池 雄太 キクチ ユウタ KIKU

10 富澤 薫 トミザワ カオル 台灣好吃放浪記 Eipapa

11 植田 良 ウエタ リョウ 台灣好吃放浪記 Weapon

12 桐石 法彦 キリイシ ノリヒコ Nori

13 小松 靖史 コマツ ヤスシ KMT

14 小高 潤 オダカ ジュン TeamMxK JUN

15 上村 英生 カミムラ ヒデオ ウィング KAMII

16 鈴木 宏之 スズキ ヒロユキ ニッポンランナーズ suzumaru

17 中野 喜文 ナカノ ヨシフミ ENNE NAKANO

18 宮崎 靖大 ミヤザキ ヤスヒロ Miyazaki Yasuhiro

19 名知 哲也 ナチ テツヤ NACHI

20 加藤 倫亜 カトウ リンア ウィングＡＣ RIN

21 清水 修 シミズ オサム SHIMIZU

22 岡部 和弘 オカベ カズヒロ KAZU

23 吉田 大蔵 ヨシダ ダイゾウ RSLAB DAIZO

24 平谷 健 ヒラタニ ケン Singapore Shufflers Ken

25 保岡 昌彦 ヤスオカ マサヒコ yasuoka

26 楠瀬 祐子 クスノセ ユウコ チームオリゴノール YUKOK

27 廣瀬 健太郎 ヒロセ ケンタロウ hiroKEN

28 石川 修一 イシカワ シュウイチ SHU

29 城田 泰久 シロタ ヤスヒサ 小金井おじ練 SHIROTA

30 山口 幹哉 ヤマグチ ミキヤ MKY

31 谷口 智哉 タニグチ トシヤ TANIGUCHI

32 井野 寛司 イノ カンジ kanji

33 小松崎 健太 コマツザキ ケンタ zaki

34 梅田 卓資 ウメダ タクジ TeamM×K TAKUJI

35 小山 俊大 コヤマ トシヒロ エニタイムフィットネス等々力店 KOYAMA

36 福田 和史 フクダ カズシ KAZU

37 渡邊 拓馬 ワタナベ タクマ TAKUMA

38 中田 伸吾 ナカタ シンゴ SHIN

39 林 智史 ハヤシ サトシ ファイザー Satoshi

40 三好 健治 ミヨシ ケンジ ig江戸川ランナーズ KENJI

41

42

① PM 須河宏紀

② PM 齋藤拓也

③ PM 兒玉雄介

④ 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4組 スタート時刻 18:16

ペースメーカー：①17分15秒、②17分30秒、③17分45秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 片山 等 カタヤマ ヒトシ Toshi

2 宰務 正 サイム タダシ Saimu

3 仲村 仁孝 ナカムラ ヨシタカ yosshi

4 佐々木 俊治 ササキ シュンジ SHUNJI

5 桂川 直也 カツラガワ ナオヤ Ka_Na

6 青井 春輝 アオイ ハルキ Aoi

7 稲垣 督久 イナガキ トクヒサ TOKYO BAY RC Tokuhisa

8 篠田 忠孝 シノダ タダタカ 埼玉陸協 TADA

9 酒井 拓磨 サカイ タクマ 江東区陸協 takkun

10 磯部 優介 イソベ ユウスケ ISOBEeee

11 ミツタ クニヒロ ミツタ クニヒロ アトミクラブ MITSUTA

12 新井 康之 アライ ヤスユキ Dream Assist Club YASU

13 奥村 直樹 オクムラ ナオキ 小金井おじさん練習会 NAOKI

14 篠崎 賢一 シノザキ ケンイチ zakky

15 重松 健由 シゲマツ ケンユウ うたクラブ UTA

16 山口 克仁 ヤマグチ カツヒト KATSU

17 大久保 勝明 オオクボ カツアキ OKUBO

18 山口 延広 ヤマグチ ノブヒロ 小金井おじ練 GUCCY

19 石田 賢 イシダ サトシ DreamAC ISHIDA

20 戸田 武史 トダ タケシ 酒々井アスリート totti

21 伏木 智哉 フシキ トモヤ ルナークスRC TOMOYA

22 小林 祐一 コバヤシ ユウイチ Runarx Koba

23 宮崎 大志 ミヤザキ タイシ TAISHI

24 川島 淳 カワシマ アツシ KAWASHIMAN

25 脇 挙 ワキ アグル AGURU

26 松本 恭子 マツモト キョウコ MATSU

27 友重 剛 トモシゲ タケシ 足立陸協 Tomoshige

28 島田 裕二 シマダ ユウジ SHIMA

29 近本 洋平 チカモト ヨウヘイ 横浜好走会 Jinben

30 佐藤 圭 サトウ ケイ JOUSHUU

31 森下 浩 モリシタ ヒロシ hiroshi

32 島田 和幸 シマダ カズユキ アミノトラック ShimaKazu

33 片岡 圭 カタオカ ケイ KEI

34 川井 勉 カワイ ツトム Team M×K kawai

35 石田 克成 イシダ カツナリ 多摩川クラブ ISY

36 吉川 正治 キッカワ マサハル Kickkawa

37

38

39

40

① PM 門出康孝

② PM 辻川諒

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5組 スタート時刻 18:38

ペースメーカー：①16分15秒、②16分30秒、③16分45秒、④17分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 吉澤 剛司 ヨシザワ タケシ YOSHIZAWA

2 島津 正孝 シマヅ マサタカ SHIMAO

3 望月 佐夢 モチヅキ サム SAMU

4 飯田 隼人 イイダ ハヤト GAZELLE HAYA

5 野本 大貴 ノモト ダイキ RSP/酒RUN KATSUO

6 寺田 信哉 テラダ シンヤ TERADA

7 齊藤 悠介 サイトウ ユウスケ YUSUKE

8 久我 大介 クガ ダイスケ 千葉陸上競技部 KUGA

9 宗石 和久 ムネイシ カズヒサ kmzn

10 稲垣 陽平 イナガキ ヨウヘイ 美野里クラブ Ｋ

11 向井 陸 ムカイ リク Riku

12 當間 龍志 トウマ リュウシ RYU

13 木住野 善男 キシノ ヨシオ KISSY

14 斉藤 斉 サイトウ ヒトシ SHURUN RUNBO

15 原 慎弥 ハラ シンヤ SHINYA

16 稲葉 伸正 イナバ ノブマサ NOBU

17 重本 潤 シゲモト ジュン GAZELL JUN

18 阿部 靖 アベ ヤスシ ABE

19 伊藤 航平 イトウ コウヘイ KOHEI

20 平原 淳 ヒラハラ ジュン JMA HIRAHARA

21 川島 純平 カワシマ ジユンペイ JUMPEI

22 塩田 巧 シオダ タクミ オオノホーム TAKUMIN

23 橋本 和幸 ハシモト カズユキ K.HASHIMOTO

24 関 直人 セキ ナオト Amalyze SEKI

25 三影 大介 ミカゲ ダイスケ 弍気筒AC daisuke

26 伊藤 勇磨 イトウ ユウマ 酒RUN YUMA

27 高橋 寛行 タカハシ ヒロユキ TAKAHASHI

28 杉田 大 スギタ マサル Koikesports Running Project Masaru_S

29 北川 悟 キタガワ サトル SATORU

30 水落 徳哲 ミズオチ ノリアキ ＦＲＣ BIG-MIC

31 羽岡 哲郎 ハオカ テツオ HT

32 石澤 毅士 コクザワ ツヨシ KOKU

33 田島 将人 タジマ マサト 葛飾区役所陸上競技部 taji

34 渡辺 駿太朗 ワタナベ シュンタロウ 西武学館 SHUN

35 岩崎 太郎 イワサキ タロウ ４年松組 SAKU

36 礒間 浩幸 イソマ ヒロユキ 八王子PJT ISOMA

37 三根 和馬 ミネ カズマ KAZUMA

38 杉山 巧 スギヤマ サトシ sugi

39 後藤 公秀 ゴトウ キミヒデ GOTO

40 川西 淳司 カワニシ ジュンジ NIs

41 吉田 尚平 ヨシダ ショウヘイ JINGER YOSSY

42

43

44

45

① PM 須河宏紀

② PM 齋藤拓也

③ PM 兒玉雄介

④ 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6組 スタート時刻 19:00

ペースメーカー：①14分35秒、②14分55秒、③15分15秒、④15分40秒、⑤16分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 山口 純平 ヤマグチ ジュンペイ ELDORESO JP

2 横内 佑太朗 ヨコウチ ユウタロウ ASICS YOKOYOKO

3 白石 将隆 シライシ マサタカ TRYING Masa

4 星 喬暁 ホシ タカアキ 練馬自衛隊 Takaaki

5 川内 鮮輝 カワウチ ヨシキ Jaybird Jaybird

6 大谷 宗平 オオタニ シュウヘイ T-NEX Tanishuu

7 田中 良範 タナカ ヨシノリ YOSHI

8 富張 裕紀 トミハリ ユウキ 矢口ランニングクラブ TOMIHARI

9 小川 真誉 オガワ マヨ 東京陸協 Mayo

10 藤原 拓 フジワラ タク FUJIWARA

11 古和田 響 コワダ ヒビキ RSLAB リバランこわだ

12 美濃田 拓紀 ミノダ ヒロキ 東京都庁 HIOHIKAHITO

13 濱崎 成平 ハマサキ ナルヘイ Naru

14 大崎 秀一 オオサキ シユウイチ SHU

15 二階堂 真大 ニカイドウ マサヒロ 千葉陸協 NIKAIDO

16 山田 瑞穂 ヤマダ ミズホ 埼玉陸協 YMD

17 増田 雄樹 マスダ ユウキ MASUDA

18 蓮見 明久 ハスミ アキヒサ 小川町陸協 HASMIN

19 上田 星矢 ウエダ セイヤ seiya

20 下村 和也 シモムラ カズヤ 市川ＭＣ SHIMOMUUU

21 工藤 遼太郎 クドウ リョウタロウ 聖マリアンナ医科大学 kudo

22 工藤 康平 クドウ コウヘイ KUDO KOHEI

23 大石 賢 オオイシ ケン 内田治療院AC K.OISHI

24 石川 徹 イシカワ トオル 川越市陸協 vacances

25 大駒 宗帥喜 オオコマ カズキ OOKOMA

26 石井 琉聖 イシイ リュウセイ 明治大学陸上同好会 RYUSEI

27 孫田 礼人 マゴタ アヤト AYATO

28 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ IKEUCHI

29 福地 亮太 フクチ リョウタ fuku

30 宮川 研悟 ミヤガワ ケンゴ KENKEN

31 大出 祥弘 オオデ ヨシヒロ meiji OD

32 新井 龍 アライ リョウ 岩原塾 RYO

33 中里 和彦 ナカザト カズヒコ NAKAZATO

34 古賀 稔基 コガ トシキ KOGA

35 山口 皓平 ヤマグチ コウヘイ 千葉大学大学院 KOHEI

36 藤曲 夏樹 フジマガリ ナツキ 東京都庁 WATER

37 森 雅俊 モリ マサトシ 多摩川クラブ MM

38 内山 雄貴 ウチヤマ ユウキ YUKI

39 風戸 啓希 カザト ヒロキ ラフィネグループ陸上部 HIRO

40

41

42

① PM 門出康孝 PM 齋藤拓也

② PM 辻川諒

③ PM 須崎裕也

④ PM 河野孝志

⑤ PM 兒玉雄介


