
日時： 2022年7月24日（日）18時00分～20時15分

場所： 世田谷区立大蔵運動公園陸上競技場（世田谷陸上競技場）

＜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 男子 1組 18:00 17:00 17:30 17:55 20名

1500m 男子 2組 18:09 17:00 17:39 18:04 19名

1500m 男子 3組 18:17 17:02 17:47 18:12 21名

1500m 男子 4組 18:25 17:10 17:55 18:20 22名

1500m 男子 5組 18:33 17:18 18:03 18:28 22名

1500m 男子 6組 18:41 17:26 18:11 18:36 21名

1500m 男子 7組 18:49 17:34 18:19 18:44 22名

1500m 男子 8組 18:57 17:42 18:27 18:52 22名

3000m 女子 1組 19:05 17:50 18:35 19:00 22名

5000m 男子 1組 19:20 18:05 18:50 19:15 32名

5000m 男子 2組 19:40 18:25 19:10 19:35 32名

5000m 男子 3組 20:00 18:45 19:40 19:55 30名

注意事項（抜粋）

・本大会は2022年度日本陸上競技連盟規則、および本大会申合せ事項により実施します。

・日本陸上競技連盟が発表した「陸上競技活動再開のガイダンス策定のお知らせ」をもとに

　開催いたします。 https://www.jaaf.or.jp/news/article/13857/

・参加者（付き添い・観客を含む）は、上記ガイダンスに従い、大会１週間前からの体調を

　チェックし、当日に下記googleフォームからご登録ください。

　https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbsk-Wr_sS-cn3J66m-WXSzTBPN2Oo-ulPZGQ2XEk11sQimw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

　※googleフォームでのご提出が難しい際には、印刷・記入した紙での提出でも受け付けます

　https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202006/11_151501.pdf

・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。

・シューズ規制により、厚さ25ｍｍ以下のシューズのみ使用可能です。

　受付時にシューズチェックを行いますので、レースで使用するシューズをご持参ください。

・追加エントリーご希望の方は、出走組の空き状況を確認の上、メールにてご連絡ください。

・競技運営の都合上、5000ｍでは3000ｍ迄に周回遅れとなった場合、以降も著しく

　遅れた場合には失格（DNF）とさせていただきます。

・ゼッケン（胸・背・腰）は受付時に配付します。腰ゼッケンはパンツの右横に着けます。

・安全ピンは参加者でお持ちください。（もしお忘れの場合は会場にて貸出可能です）

・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。

・計時は、電気計時となります。　・競技中の事故や疾病に関しては、責任は負いかねます。

・トラック内に入っての応援、および大声を出しての応援は自粛願います。

・記録証はWEBにて発行しますので、各自でご対応願います。（有効性も東京陸協確認済）

＜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/
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MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

1500m　男子1組 スタート時刻 18:00

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

1 三富 康晴 ミトミ ヤスハル BEAT AC TOKYO 東京都 着

2 橋本 昊大 ハシモト コウダイ BEAT AC TOKYO 東京都 着

3 首藤 総二郎 シュトウ ソウジロウBEAT AC TOKYO 東京都 着

4 荒井 輔 アライ タスク BEAT AC TOKYO 東京都 着

5 白井 正和 シライ マサカズ 鎌倉市陸協 神奈川県 着

6 松田 好弘 マツダ ヨシヒロ 蒼穹クラブ 京都府 着

7 松丸 勇馬 マツマル ユウマ GRlab関東 東京都 着

8 稲田 陸斗 イナダ リクト BTF 神奈川県 着

9 小柳 祐介 オヤナギ ユウスケ さいたま市陸協 埼玉県 着

10 山本 慎一郎 ヤマモト シンイチロウ調布市陸協 東京都 着

11 河野 純平 カワノ ジュンペイ 島本プロジェクト 東京都 着

12 谷口 智哉 タニグチ トシヤ クラブR2東日本 東京都 着

13 田村 友和 タムラ トモカズ 東京マスターズ 東京都 着

14 岡野 僚 オカノ リョウ Ｃ＆Ａ成田 千葉県 着

15 赤羽 悠 アカハネ ヒサシ 東京陸協 東京都 着

16 荒金 友彦 アラガネ トモヒコ クラブRC東日本 東京都 着

17 門倉 駿人 カドクラ ハヤト 駒大AC 東京都 着

18 着

19 着

PM 20 森田 雄貴 モリタ ユウキ 東京大学大学院 岡山県 着

PM 21 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 東京都 着

PM 22 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 松戸市陸協 千葉県 着

着順

4'44"-5'00"

PM ①4'45" ②4'50" ③5'00"



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

1500m　男子2組 スタート時刻 18:09

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

1 川井 勉 カワイ ツトム TeamM×K 東京都 着

2 治田 寛郎 ハッタ ヒロオ 東京陸協 東京都 着

3 増田 翔 マスダ ショウ 東京陸協 東京都 着

4 本長谷 好富 モトハセ ヨシトミ クラブＲ２東日本 東京都 着

5 髙橋 勇気 タカハシ ユウキ 東京陸協 東京都 着

6 三宅 大二郎 ミヤケ ダイジロウ 夜明け前陸上部 東京都 着

7 工藤 陽貴 クドウ ハルキ GRowingMAN関東 埼玉県 着

8 石田 常竹 イシダ ツネタケ 藤沢市陸協 神奈川県 着

9 水越 元洋 ミズコシ モトヒロ 葛西ランナーズ 東京都 着

10 柳 和磨 ヤナギ カズマ 創価大学 東京都 着

11 北 陽斗 キタ ハルト 創価大学 北海道 着

12 着

13 磯崎 蓮凌 イソザキ レンヤ 新田中 神奈川県 着

14 光田 国広 ミツタ クニヒロ 東京陸協 東京都 着

15 一ノ瀬 博文 イチノセ ヒロフミ 目黒区陸協 東京都 着

16 着

17 着

18 管原 英人 スガハラ エイト 東京陸協 東京都 着

19 窪田 俊郎 クボタ トシロウ ピッツキューブRC 東京都 着

PM 20 辻川 諒 ツジカワ リョウ RFA JAPAN 東京都 着

PM 21 阿部 飛雄馬 アベ ヒュウマ 滝沢市陸協 岩手県 着

PM 22 加藤 拓海 カトウ タクミ RFA JAPAN 東京都 着

4'30"-4'40"

着順

PM ①4'30" ②4'35" ③4'40"



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

1500m　男子3組 スタート時刻 18:17

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

1 柳沢 薫 ヤナギサワ カオル 東京陸協 東京都 着

2 千葉 純也 チバ ジュンヤ 埼玉陸協 埼玉県 着

3 馬越 貴洋 ウマコシ タカヒロ 伊藤忠商事陸上部 東京都 着

4 吉岡 基 ヨシオカ モト 東京陸協 東京都 着

5 法貴 駿介 ホウキ シュンスケ 茨城陸協 茨城県 着

6 並河 大樹 ナミカワ ダイキ 東京陸協 東京都 着

7 根子 琢行 ネコ タカユキ 川崎市陸協 神奈川県 着

8 村越 颯馬 ムラコシ ソウマ 横浜NRC 神奈川県 着

9 杉山 悠 スギヤマ ユウ 栃木陸協 栃木県 着

10 石川 直 イシカワ タダシ 神奈川M 神奈川県 着

11 浜田 和樹 ハマダ カズキ 東京陸協 東京都 着

12 熊谷 卓哉 クマガイ タクヤ 千葉県陸協 千葉県 着

13 櫻田 将 サクラダ マサル 東京陸協 東京都 着

14 大場 達也 オオバ タツヤ 東京陸協 東京都 着

15 小長根 広貴 コナガネ ヒロキ 東京陸協 東京都 着

16 木村 大典 キムラ ダイスケ Dodgerd 千葉県 着

17 冨永 琉斗 トミナガ リュウト M・アカデミー 東京都 着

18 馬越 貴洋 ウマコシ タカヒロ 伊藤忠商事陸上部 東京都 着

19 着

PM 20 森田 雄貴 モリタ ユウキ 東京大学大学院 岡山県 着

PM 21 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 東京都 着

PM 22 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 松戸市陸協 千葉県 着

4'18"-4'29"

着順

PM ①4'20" ②4'25" ③4'30"



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

1500m　男子4組 スタート時刻 18:25

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

1 細川 奈於 ホソカワ ナオ 獨協医科大学 栃木県 着

2 谷川 尚希 タニカワ ナオキ 茨城陸協 茨城県 着

3 鈴木 瑛士 スズキ エイジ 牛久走友会 茨城県 着

4 多賀 長門 タガ ナガト 島本プロジェクト 東京都 着

5 佐藤 大宇 サトウ ダイウ 島本プロジェクト 東京都 着

6 形部 旭 カタベ アサヒ RUN JO KAI 東京都 着

7 原 寛樹 ハラ ヒロキ 北里大学 神奈川県 着

8 河本 陸 カワモト リク 東京陸協 東京都 着

9 森田 拡希 モリタ ヒロキ 東京陸協 東京都 着

10 吉田 健吾 ヨシダ ケンゴ 栃木陸協 栃木県 着

11 八木 知輝 ヤギ トモキ 八王子富士森走友会 東京都 着

12 酒井 優一 サカイ ユウイチ さいたま市陸協 埼玉県 着

13 野原 崚平 ノハラ リョウヘイ さいたま市陸協 埼玉県 着

14 西片 優二 ニシカタ ユウジ 中山到税理士事務所陸上競技部 東京都 着

15 笠原 友生 カサハラ トモキ 太田市役所 埼玉県 着

16 林 祥太朗 ハヤシ ショウタロウ千葉陸協 千葉県 着

17 大木 朔 オオキ ハジメ KMC陸上クラブ 東京都 着

18 鈴木 大樹 スズキ ヒロキ クラブR2東日本 神奈川県 着

19 渡部 剛 ワタナベ ツヨシ さいたま市陸協 埼玉県 着

PM 20 辻川 諒 ツジカワ リョウ RFA JAPAN 東京都 着

PM 21 阿部 飛雄馬 アベ ヒュウマ 滝沢市陸協 岩手県 着

22 原田 景人 ハラダ カゲト KMC陸上クラブ 東京都 着

4'10"-4'17"

着順

PM ①4'10" ②4'15"



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

1500m　男子5組 スタート時刻 18:33

※1200ｍ迄

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

1 相澤 航 アイザワ ワタル 東京陸協 東京都 着

2 慶野 美典 ケイノ ミノリ 東京陸協 東京都 着

3 森 健也 モリ ケンヤ みすみ光明堂 島根県 着

4 島田 仁 シマダ ジン 羽生市陸協 埼玉県 着

5 村田 英誠 ムラタ ヒデナリ 千葉マスターズ 千葉 着

6 蒲生 晟也 ガモウ セイヤ 明治大学同好会 千葉県 着

7 広井 海人 ヒロイ カイト 明大同 新潟県 着

8 宮本 健矢 ミヤモト ケンヤ 明治大学体同連陸上競技部 神奈川県 着

9 苅谷 凌 カリヤ リョウ 坂戸市陸協 埼玉県 着

10 兼重 優介 カネシゲ ユウスケ GRlab兵庫 兵庫県 着

11 青井 夏雄 アオイ ナツオ 岐阜MC 岐阜県 着

12 飯田 康平 イイダ コウヘイ 多摩川クラブ 東京都 着

13 中野 洸介 ナカノ コウスケ さいたま市陸協 埼玉県 着

14 林 洋輔 ハヤシ ヨウスケ 東京マスターズ 東京都 着

15 田中 亮也 タナカ リョウヤ 東京大学 東京都 着

16 荒幡 哲治 アラハタ テツハル 東京陸協 東京都 着

17 永見 聡一朗 ナガミ ソウイチロウ東京陸協 東京都 着

18 加藤 圭 カトウ ケイ RDC RC 東京都 着

19 板倉 佳克 イタクラ ヨシカツ 横浜市陸協 神奈川県 着

PM 20 森田 雄貴 モリタ ユウキ 東京大学大学院 岡山県 着

21 齋藤 俊平太 サイトウ シュンペイタ玄海田公園RC 神奈川県 着

PM 22 加藤 拓海 カトウ タクミ RFA JAPAN 東京都 着

4'05"-4'10"

PM ①4'05" ②4'10"

着順



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

1500m　男子6組 スタート時刻 18:41

※1000ｍ

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

1 金子 隼也 カネコ トシヤ 埼玉陸協 埼玉県 着

2 斎藤 湧歩 サイトウ ユウホ WindRun 東京都 着

3 尾崎 弘和 オサキ ヒロカズ 千葉陸協 千葉県 着

4 入江 龍成 イリエ リュウセイ 亀岡クラブ 京都府 着

5 村岡 修希 ムラオカ シュウキ 川越市陸協 埼玉県 着

6 阿部 圭吾 アベ ケイゴ 川越市陸協 埼玉県 着

7 余川 周 ヨカワ シュウ 千葉陸協 千葉県 着

8 金子 和樹 カネコ カズキ 筑波大学 長崎県 着

9 松本 啓明 マツモト ヒロアキ 館林クラブ 群馬県 着

10 木村 彰吾 キムラ ショウゴ Good luck 東京都 着

11 馬場 裕斗 ババ ユウト 上智大学 東京都 着

12 山口 拓海 ヤマグチ タクミ ぬまちゃんず 愛知県 着

13 安田 裕輔 ヤスダ ユウスケ 東京陸協 東京都 着

14 吉田 宜永 ヨシダ ノリナガ 明治大学陸上競技同好会 岩手県 着

15 坂本 達哉 サカモト タツヤ 東京陸協 東京都 着

16 古木 洋輔 フルキ ヨウスケ 東京陸協 東京都 着

17 宮川 研悟 ミヤガワ ケンゴ 横浜市陸協 神奈川県 着

18 石橋 弦 イシバシ ゲン 明治大学陸上競技同好会 神奈川県 着

19 木村 直人 キムラ ナオト 玉川大学 埼玉県 着

20 着

PM 21 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 東京都 着

PM 22 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 松戸市陸協 千葉県 着

4'00"-4'05"

PM ①2'40" ②2'43"

着順



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

1500m　男子7組 スタート時刻 18:49

※1000ｍ

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

1 藤井 太喜 フジイ タイキ 長野市陸協 長野県 着

2 指宿 佑将 イブスキ ユウスケ 秦野市役所 神奈川県 着

3 安田 有佑 ヤスダ ユウスケ 東京外国語大学 三重県 着

4 柴田 幸樹 シバタ コウキ 田園クラブ 東京都 着

5 タ田中 直樹 タナカ ナオキ Honda栃木 栃木県 着

6 塩田 匠 シオダ タクミ 田園クラブ 東京都 着

7 田口 雅也 タグチ マサヤ 上尾市陸協 埼玉県 着

8 中川 慎太郎 ナカガワ シンタロウ土浦市陸協 茨城県 着

9 坂巻 知樹 サカマキ トモキ 石川走友会 栃木県 着

10 松ヶ野 毅 マツガノ タケル 埼玉陸協 埼玉県 着

11 鈴木 遊大 スズキ ユウダイ 田園クラブ 東京都 着

12 中島 怜利 ナカシマ レイリ TRIGGER AC 埼玉県 着

13 加藤 永遠 カトウ トワ Rslab 東京都 着

14 川内 鮮輝 カワウチ ヨシキ Jaybird 埼玉県 着

15 中嶋 優斗 ナカジマ ユウト 立命館大学陸上競技同好会 京都府 着

16 鹿嶋 則宏 カシマ ノリヒロ BEAT AC 岡山県 着

17 伊藤 彬浩 イトウ アキヒロ 船橋市消防局 千葉県 着

18 内田 昌寛 ウチダ マサヒロ 藤沢市陸協 神奈川県 着

19 袴田 翔 ハカマタ ショウ 内田治療院陸上部 東京都 着

PM 20 辻川 諒 ツジカワ リョウ RFA JAPAN 東京都 着

PM 21 阿部 飛雄馬 アベ ヒュウマ 滝沢市陸協 岩手県 着

22 秋葉 直人 アキバ ナオト RFA JAPAN 東京都 着

3'55"-4'00"

PM ①2'37" ②2'40"

着順



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

1500m　男子8組 スタート時刻 18:57

※1000ｍ

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

1 アレックス キプチルチルアレックス キプチルチルコモディイイダ 東京都 着

2 松村 陣之助 マツムラ ジンスケ コモディイイダ 東京都 着

3 小林 宏輔 コバヤシ コウスケ コモディイイダ 東京都 着

4 田代 旺生 タシロ ヒロキ 防衛医科大学校 埼玉県 着

5 荒幡 寛人 アラハタ ヒロト 埼玉陸協 埼玉県 着

6 竹岡 大 タケオカ ダイ 東京工業大学 千葉県 着

7 松井 俊介 マツイ シュンスケ 松戸市陸協 千葉県 着

8 宮本 力 ミヤモト チカラ 一橋大学 東京都 着

9 金川 亮太 カナガワ リョウタ 一橋大学 北海道 着

10 清崎 佑 キヨサキ ユウ 一橋大学 福岡県 着

11 工藤 雄大 クドウ ユウダイ 甲斐市陸協 山梨県 着

12 久田 淳司 ヒサダ アツシ 東京大学大学院 愛知県 着

13 青木 雄貴 アオキ ユウキ コモディイイダ 東京都 着

14 高橋 風成 タカハシ カザナリ 小川町陸協 埼玉県 着

15 佐藤 瑞 サトウ ミズキ 慶應義塾高校 神奈川県 着

16 丸山 翔太郎 マルヤマ ショウタロウ東京大学大学院 東京都 着

17 寺澤 龍之輔 テラザワ リュウノスケ佐賀陸協 佐賀県 着

18 松下 稜 マツシタ リョウ 三好市陸協 徳島県 着

19 堀 貴博 ホリ タカヒロ 大垣体連 岐阜県 着

20 福澤 元己 フクザワ モトキ 東京陸協 東京都 着

21 横田 佳介 ヨコタ ケイスケ コモディイイダ 東京都 着

PM 22 加藤 拓海 カトウ タクミ RFA JAPAN 東京都 着

3'40"-3'53"

PM 2'33"

着順



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

3000m　女子1組 スタート時刻 19:05

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

1 合田 なぎさ ゴウダ ナギサ 東京陸協 東京都 着

2 黒田 なつみ クロダ ナツミ GRlab関東 東京都 着

3 池本 愛 イケモト アイ 東京陸協 東京都 着

4 西澤 果穂 ニシザワ カホ コモディイイダ 東京都 着

5 名取 紅美 ナトリ クミ コモディイイダ 東京都 着

6 伊藤 華 イトウ ハナ コモディイイダ 東京都 着

7 渡邉 優佳 ワタナベ ユカ コモディイイダ 東京都 着

8 松村 幸栄 マツムラ ユキエ コモディイイダ 東京都 着

9 市村 珠季 イチムラ タマキ コモディイイダ 東京都 着

10 藤本 友華 フジモト ユカ 千葉陸協 千葉 着

11 西島 百香 ニシジマ モモカ GRlab関東 東京都 着

12 綾部 しのぶ アヤベ シノブ 東京WINGS 東京都 着

13 鈴木 理子 スズキ リコ コモディイイダ 東京都 着

14 林田 唯 ハヤシダ ユイ コモディイイダ 東京都 着

15 川口 温架 カワグチ ノドカ コモディイイダ 東京都 着

16 村田 楓佳 ムラタ フウカ 帝京科学大 神奈川県 着

17 西村 唯 ニシムラ ユイ 上智大学 神奈川県 着

18 横川 美沙 ヨコカワ ミサ TeamMxK 東京都 着

PM 19 兼重 志帆 カネシゲ シホ GRlab山口 山口県 着

PM 20 安留 ゆかり ヤストメ ユカリ 中山会計陸上部 東京都 着

21 黒崎 萌乃香 クロサキ ホノカ 東京陸協 東京都 着

22 鴈原 淳子 ガンバラ ジュンコ 葛西ランナーズ 東京都 着

23 着

24 着

25 着

26 着

27 着

28 着

29 着

30 着

9'42"-12'00"

PM ①9'45" ②10'30"

着順



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

5000m　男子1組 スタート時刻 19:20

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

1 安達 功 アダチ イサオ TEAM R×L + 埼玉県 着

2 島津 正孝 シマヅ マサタカ 東京陸協 東京都 着

3 米山 哲弘 コメヤマ テツヒロ 千葉県陸協 千葉県 着

4 武藤 俊作 ムトウ シュンサク 明治大学体同連陸上部 神奈川県 着

5 杉山 巧 スギヤマ サトシ クラブR2東日本 東京都 着

6 村川 雄一 ムラカワ ユウイチ 阿見アスリートクラブ 茨城県 着

7 滝口 智弘 タキグチ トモヒロ 愛宕神社 栃木県 着

8 國松 士 クニマツ アキラ 学習院大学 静岡県 着

9 蓑輪 行太朗 ミノワ コウタロウ 高崎経済大学 福井県 着

10 佐々木 俊太 ササキ シュンタ 高崎経済大学 宮城県 着

11 石川 直 イシカワ タダシ 神奈川M 神奈川県 着

12 三浦 潤一 ミウラ ジュンイチ 東京陸協 東京都 着

13 竹村 渉 タケムラ ワタル さいたま市陸協 埼玉県 着

14 遠藤 隆太 エンドウ リュウタ 千葉陸協 千葉県 着

15 中村 天之丞 ナカムラ テンノジョウ横浜市陸協 神奈川県 着

16 佐藤 隼 サトウ ジュン 東京陸協 東京都 着

17 三好 真司 ミヨシ シンジ 相模原市陸協 神奈川県 着

18 石崎 智己 イシザキ トモキ リスタート 東京都 着

19 齋藤 弘朗 サイトウ ヒロアキ team TOMOZO 新潟県 着

20 大石 真裕 オオイシ マサヒロ 静岡陸協 静岡県 着

PM 21 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 東京都 着

22 鈴木 駿友 スズキ ハヤト 千葉陸協 千葉県 着

23 篠崎 賢一 シノザキ ケンイチ 東京陸協 東京都 着

24 田中 颯汰 タナカ ソウタ 國學院陸上同好会 東京都 着

25 福永 泰幸 フクナガ ヤスユキ 健ちゃん 東京都 着

26 田村 嘉浩 タムラ ヨシヒロ TeamM×K 東京都 着

27 中野 裕介 ナカノ ユウスケ Team MxK 東京都 着

28 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ 東京陸協 東京都 着

29 光岡 遼大 ミツオカ リョウタ 早大同好会 富山県 着

30 水落 徳哲 ミズオチ ノリアキ ＦＲＣ 埼玉県 着

31 着

32 着

33 着

PM 34 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 日税ビジネス 東京都 着

PM 35 児玉 雄介 コダマ ユウスケ サーチファームジャパン 東京都 着

16'30"-17'00"

着順

PM ①16'30" ②16'45" ③17'00"



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

5000m　男子2組 スタート時刻 19:40

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

1 内山 雄貴 ウチヤマ ユウキ 東京都庁 東京都 着

2 川口 峻史 カワグチ シュンジ 川崎市陸協 神奈川県 着

3 二階堂 真大 ニカイドウ マサヒロ千葉陸協 千葉県 着

4 中山 峻弥 ナカヤマ シュンヤ 東京陸協 東京都 着

5 川内 鮮輝 カワウチ ヨシキ Jaybird 埼玉県 着

6 西野 悠貴 ニシノ ユウキ 埼玉陸協 埼玉県 着

7 島田 淳志 シマダ アツシ 高崎経済大学 福井県 着

8 出淵 文也 イズブチ フミヤ 高崎経済大学 広島県 着

9 細川 奈於 ホソカワ ナオ 獨協医科大学 栃木県 着

10 堅木 皓介 カタギ コウスケ 東京陸協 東京都 着

11 根本 夏生 ネモト ナツオ 川崎市陸協 神奈川県 着

12 助川 皓洸 スケガワ ヒロタケ 東京大学大学院 東京都 着

13 山本 敦寛 ヤマモト アツヒロ 國學院陸上同好会 佐賀県 着

14 久我 大介 クガ ダイスケ 千葉陸協 千葉県 着

15 佐藤 孝樹 サトウ タカキ 新潟市陸協 新潟県 着

16 高橋 巧 タカハシ タクミ 信州大学 長野県 着

17 後藤 哲 ゴトウ サトシ 東京陸協 東京都 着

18 杉山 悠 スギヤマ ユウ 栃木陸協 栃木県 着

19 渡邊 珠生 ワタナベ タマキ 駒場東邦 東京都 着

PM 20 辻川 諒 ツジカワ リョウ RFA JAPAN 東京都 着

PM 21 阿部 飛雄馬 アベ ヒュウマ 滝沢市陸協 岩手県 着

PM 22 加藤 拓海 カトウ タクミ RFA JAPAN 東京都 着

23 柳沢 薫 ヤナギサワ カオル 東京陸協 東京都 着

24 須田 由太 スダ ユウタ 南蛮連合 東京都 着

25 原 慎弥 ハラ シンヤ 多摩川クラブ 東京都 着

26 笠井 勇馬 カサイ ユウマ ギオンスAC 東京都 着

27 後藤 大樹 ゴトウ ダイキ 岡山陸協 岡山県 着

28 赤澤 省吾 アカザワ ショウゴ 東京地下鉄 東京都 着

29 坂詰 北斗 サカヅメ ホクト 東京陸協 東京都 着

30 丸岡 真輝 マルオカ マサキ 天童東村山陸協 山形県 着

31 八木 知輝 ヤギ トモキ 八王子富士森走友会 東京都 着

32 藤井 優吾 フジイ ユウゴ 厚木市陸協 神奈川県 着

33 着

34 着

35 着

15'30"-16'20"

着順

PM ①15'30" ②15'50" ③16'10"



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

5000m　男子3組 スタート時刻 20:00

※3000ｍ迄

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

1 ベナード キマニ ベナード キマニ コモディイイダ 東京都 着

2 黒田 雄紀 クロダ ユウキ コモディイイダ 東京都 着

3 工藤 颯 クドウ ハヤテ コモディイイダ 東京都 着

4 稲田 翔威 イナダ ショウイ コモディイイダ 東京都 着

5 木田 貴大 キダ タカヒロ コモディイイダ 東京都 着

6 田島 光 タジマ ヒカル コモディイイダ 東京都 着

7 梶山 拓郎 カジヤマ タクロウ コモディイイダ 東京都 着

8 福元 翔輝 フクモト ショウキ TRACK TOKYO 東京都 着

9 門出 康孝 モンデ ヤスタカ TEAMITO 東京都 着

10 大崎 秀一 オオサキ シユウイチ相模原市陸協 神奈川県 着

11 清谷 公紀 セダニ コオキ 玄海田RC 神奈川県 着

12 小川 真誉 オガワ マヨ 東京陸協 東京都 着

13 富張 裕紀 トミハリ ユウキ 神奈川マスターズ 神奈川県 着

14 中村 駿太 ナカムラ シュンタ 東京工業大学 東京都 着

15 清原 和博 キヨハラ カズヒロ SGAC 東京都 着

16 庄子 将 ショウジ タモツ 東京陸協 東京都 着

17 近藤 駆 コンドウ カケル YGU.AC 山梨県 着

18 馬場 裕斗 ババ ユウト 上智大学 東京都 着

19 土谷 和貴 ツチカ カズキ Jaybird 埼玉県 着

20 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ 鳩印G＆T川崎 神奈川県 着

21 大駒 宗帥喜 オオコマ カズキ 明治大学陸上競技同好会 神奈川県 着

PM 22 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 松戸市陸協 千葉県 着

23 毛利 陽人 モウリ ハルト 一橋大学大学院 宮城県 着

24 木村 元 キムラ モトキ 駒大AC同好会 東京都 着

25 行本 尚史 ユキモト ヒサシ 横浜市陸協 神奈川県 着

26 伊藤 健成 イトウ ケンセイ 明治大学付属中野八王子高等学校 東京都 着

27 石上 真吾 イシガミ シンゴ 見次クラブ 静岡県 着

28 着

29 着

30 着

31 着

32 着

PM 33 古川 大晃 フルカワ ヒロアキ 東京大学大学院 熊本県 着

PM 34 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 日税ビジネス 東京都 着

PM 35 児玉 雄介 コダマ ユウスケ サーチファームジャパン 東京都 着

13'45"-15'25"

着順

PM ①8'36" ②8'48" ③9'00" ④9'12"


