
＜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 22名

1500m 男女 2組 14:40 14:35 14:10 22名

1500m 男女 3組 14:50 14:45 14:20 22名

1500m 男女 4組 15:00 14:55 14:30 22名

1500m 男女 5組 15:08 15:03 14:38 22名

1500m 男女 6組 15:16 15:11 14:46 22名

1500m 男女 7組 15:24 15:19 14:54 21名

1500m 男女 8組 15:32 15:27 15:02 20名

3000m 男女 1組 15:40 15:35 15:10 34名

3000m 男女 2組 16:00 15:55 15:30 34名

3000m 男女 3組 16:15 16:10 15:45 34名

3000m 男女 4組 16:30 16:25 16:00 28名

5000m 男女 1組 16:45 16:40 16:15 42名

5000m 男女 2組 17:15 17:10 16:45 39名

5000m 男女 3組 17:40 17:35 17:10 42名

5000m 男女 4組 18:03 17:58 17:33 35名

5000m 男女 5組 18:26 18:21 17:56 36名

5000m 男女 6組 18:48 18:43 18:18 38名

5000m 男女 7組 19:10 19:05 18:40 41名

5000m 男女 8組 19:30 19:25 19:00 35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34回 MxKディスタンストライアル

2020年8月23日（日）14時30分～19時45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30秒、②5分45秒、③6分00秒、④6分30秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 清水 孝行 シミズ タカユキ 鎌田組１９８７ SHIMIZU
2 川合 千春 カワイ チハル chippa
3 金子 武史 カネコ タケフミ KANEKO
4 本田 牧子 ホンダ マキコ 関東ＲＣ Maki
5 落合 由奈 オチアイ ユキナ YUKIMOTO
6 鵜澤 響子 ウザワ キョウコ WindRun KYOKO
7 梶野 良夫 カジノ ヨシオ 薬園台AC KAJINO
8 山﨑 詩大 ヤマザキ ウタ 矢口ランニングクラブ UTA
9 塚越 葵葉 ツカコシ アオバ 矢口ランニングクラブ AOBA
10 村木 建治 ムラキ ケンジ KENJI
11 猪狩 忠昭 イガリ タダアキ T3 GARI
12 倉田 桃花 クラタ モモカ 矢口ランニングクラブ Momoka
13 滝ヶ崎 勢津子 タキガサキ セツコ takimaru
14 伊藤 守 イトウ マモル Niko
15 桑山 美帆 クワヤマ ミホ NAGO
16 鈴木 暖 スズキ ダン DAN
17 野中 慶昭 ノナカ ヨシテル NAKAYOSHI
18 佐藤 心結 サトウ ココナ COCONA
19 藤野 彩花 フジノ アヤカ AYAKA
20 吉田 あかり ヨシダ アカリ 電気通信大学陸上競技部 AKARI
21 松下 道一 マツシタ ノリカズ 東京ベイRC NORI
22 武田 太郎 タケダ タロウ TARO
- PM コモディイイダ
- PM 向井孝明
- PM たむじょー
- PM M高史



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07秒、③5分15秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 木村 哲 キムラ サトシ TETSU
2 徳山 孝太郎 トクヤマ コウタロウ TOKUYAMA
3 川島 大亮 カワシマ ダイスケ KAWASHIMA
4 木村 康之 キムラ ヤスユキ TeamMxK KIMURA
5 岡田 拓也 オカダ タクヤ OKADA
6 石井 正吾 イシイ ショウゴ ISHII
7 木下 翔 キノシタ ショウ RiSE KiNO
8 谷口 智哉 タニグチ トシヤ TANIGUCHI
9 栗原 秀彰 クリバラ ヒデアキ kuri
10 鵜沼 巧 ウヌマ タクミ UNUMA
11 吉野 匠 ヨシノ タクミ TAKUMI
12 櫻井 芳夫 サクライ ヨシオ 富山県庁 SAKURAI
13 指山 浩志 サシヤマ ヒロシ HIROSHI
14 山崎 忠勝 ヤマザキ タダマサ Run&Beer ZAKI
15 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ KISHIDA
16 春山 裕介 ハルヤマ ユウスケ はだし駅伝部 Haru3
17 日高 晋介 ヒダカ シンスケ DAAHII
18 森井 保次 モリイ ヤスツグ SWAC MORII
19 広井 渡 ヒロイ ワタル WATA
20 川崎 由理奈 カワサキ ユリナ YURINA
21 尾方 優作 オガタ ユウサク YUSAKU
22 吉岡 誠一郎 ヨシオカ セイイチロウ ラフラフＲＣ YOSHIOKA
- PM 岡本拓也
- PM 向井孝明
- PM M高史



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、④5分00秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 佐伯 智 サエキ サトシ SAEKI
2 足立 俊宏 アダチ トシヒロ toshi
3 大築 隆之 オオツキ タカユキ ＳＷＡＣ TSUKEY
4 伏見 周平 フシミ シュウヘイ RDC RUN CLUB SHUHEI
5 鈴木 将夫 スズキ マサオ M
6 亀子 浩靖 カメコ ヒロヤス エビトラ KAME
7 新井 和磨 アライ カズマ ARAI
8 岸 哲也 キシ テツヤ TETSUYA
9 遊佐 慎 ユサ マコト ＧＭアスリート Thomas
10 松崎 雅春 マツザキ マサハル TEAM M×K MASAHARU
11 萩野谷 賢太 ハギノヤ ケンタ HAGI
12 打野 里奈 ウチノ リナ UCHINO
13 鈴木 宏之 スズキ ヒロユキ ニッポンランナーズ SUZUMARU
14 河野 純平 カワノ ジュンペイ 島本プロジェクト JYUNPEI
15 北川 拓也 キタガワ タクヤ TAKUYA
16 伊藤 悠真 イトウ ユウマ YUMA
17 埴原 正樹 ハイバラ マサキ 東京陸協 HAIBARA
18 田村 友和 タムラ トモカズ 東京陸協 TOMO
19 吉田 大蔵 ヨシダ ダイゾウ DAIZO
20 村松 健 ムラマツ ケン MATSUKEN
21 原田 貴正 ハラダ タカマサ TAKAMASA
22 浅井 将尚 アサイ マサナオ ASAI
- PM 岡本拓也
- PM 澁谷宥介
- PM たむじょー
- PM M高史



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 15:00

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 阿部 祥生 アベ ヨシキ bebe
2 藤平 真ノ介 トウヘイ シンノスケ GAZELLE manokai
3 今野 豪 コンノ タケル KONTAKE
4 鈴木 秀人 スズキ ヒデト SSS
5 海老澤 武尊 エビサワ タケル EBISAWA
6 石井 浩行 イシイ ヒロユキ shanti
7 安田 勇太 ヤスダ ユウタ U-TA
8 笹本 浩司 ササモト コウジ SASA
9 中田 康一 ナカダ コウイチ クローバー KOUICHI
10 入角 健也 イリスミ ケンヤ KENYA
11 榊原 大樹 サカキバラ ヒロキ 埼玉大井RC HIRO
12 坪地 宏嘉 ツボチ ヒロヨシ 自治医科大学 TSUBOCHI
13 淵 喜輝 フチ ヨシキ FUCHI
14 石榑 昌也 イシグレ マサヤ GURE
15 田口 祐治 タグチ ユウジ 三菱商事陸上同好会 GUCCI
16 小川 高弘 オガワ タカヒロ taka
17 山川 晃央 ヤマカワ テルオ TERU
18 齋木 進 サイキ ススム CHIBA RUNNERS.m SAIKI
19 大川 高輝 オオカワ コウキ 東京陸協 OKAWA
20 小松 洋 コマツ ヒロシ mymay
21 小堀 光 コボリ ヒカリ 樂走組 KOBO
22 萩原 拓也 ハギワラ タクヤ ポップライン POPLINE
- PM コモディイイダ
- PM 石川聖也
- PM 向井孝明



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 15:08

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 福井 準 フクイ ジュン 千葉陸協 JUN
2 中島 惇 ナカジマ アツシ nakajima
3 今西 紗世 イマニシ サヨ SAYO
4 浅井 創太 アサイ ソウタ SOTA
5 野村 茂行 ノムラ シゲユキ 凡人ＲＣ NOMURA
6 山田 高志 ヤマダ タカシ YAMADA
7 笠原 友生 カサハラ トモキ 埼玉陸協 KASA
8 石田 圭 イシダ ケイ ISHIDA
9 山口 聡史 ヤマグチ サトシ satoshi
10 馬本 匠 ウマモト タクミ UMAMOTO
11 成島 一輝 ナルシマ カズキ sbf Naru
12 滝沢 貢 タキザワ ミツグ さがみんＲＣ SAGAMIN
13 神崎 仁利 カンザキ マサトシ 東京マスターズ MASATOSHI
14 馬場 建一 ババ ケンイチ BABA
15 糸井 巧 イトイ タクミ 藤沢陸協 taku
16 西 英晶 ニシ ヒデアキ 西川ランニング教室 NISHI
17 濱田 岳 ハマダ タケル 水曜ランでしょう T
18 杉本 瑞樹 スギモト ミズキ MIZUKI
19 谷口 和希 タニグチ カズキ NOMUSACHI
20 兼重 志帆 カネシゲ シホ GRlab SATOCHA
21 大野 瑛 オオノ アキラ AKIRA
22 安田 有佑 ヤスダ ユウスケ 公認記録を求めて三千里 TapiokaNomitai

- PM 澁谷宥介
- PM たむじょー



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 15:16

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 大西 竜洋 オオニシ タツヒロ 末脚ダイナマイト TAZ
2 古木 洋輔 フルキ ヨウスケ TOGACHAAAAN

3 坂本 達哉 サカモト タツヤ 東京陸協 TATSUYA
4 河本 陸 カワモト リク Rick
5 鈴木 大樹 スズキ ヒロキ HIROKI
6 浦霧 誠也 ウラギリ セイヤ URA
7 橋本 龍介 ハシモト リョウスケ ゼロイチマインド RYO
8 佐藤 懸 サトウ ケン 松戸陸協 KEN
9 射場本 綾 イバモト リョウ IBA
10 森田 翼 モリタ ツバサ クラブR2東日本 TSUBASA
11 木村 創 キムラ ツクル 埼玉陸協 KIMURA
12 齋藤 堪汰 サイトウ カンタ 島本プロジェクト KANTA
13 佐藤 大宇 サトウ ダイウ 島本プロジェクト DAIU
14 多賀 ⾧門 タガ ナガト 島本プロジェクト NAGATO
15 井上 真弥 イノウエ マサヤ MASA
16 根本 夏生 ネモト ナツオ NEMOTO
17 相原 憲太 アイバラ ケンタ AIBARA
18 堀田 浩夢 ホッタ ヒロム HH
19 奥 泰貴 オク タイキ dayoon
20 塚原 知己 ツカハラ トモキ ゼロイチマインド tsuka
21 村川 雄一 ムラカワ ユウイチ 東京陸協 U1
22 北崎 翔馬 キタザキ ショウマ SHOMA
- PM 三津家貴也
- PM 岡本拓也
- PM 石川聖也



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 15:24

ペースメーカー:①4分05秒、②4分10秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 小野 惇 オノ スナオ 東京陸協 ONO
2 伊澤 優人 イザワ マサト KG IZAWA
3 左近 実智隆 サコン ミチタカ SAKON
4 木村 良将 キムラ ヨシマサ ＤＳＡＣ YOSHIMASA
5 永見 聡一朗 ナガミ ソウイチロウ nagasou
6 荒谷 謙 アラタニ ケン 茨城陸協 ARATANI
7 甲斐 大貴 カイ ヒロキ くれいじーかろ KARO
8 山口 拓海 ヤマグチ タクミ TAKUMI
9 小川 恭平 オガワ キョウヘイ KYOHE
10 村田 英誠 ムラタ ヒデナリ JR東日本ステーションサービス MURATA
11 ⾧副 紘樹 ナガソエ ヒロキ GRlab関東 NAGASOE
12 犬童 太一 イヌドウ タイチ TAICHI
13 浜崎 航太郎 ハマサキ コウタロウ 所属なし kotaro
14 岡北 慎司 オカキタ シンジ OKAKITA
15 林 祐輝 ハヤシ ユウキ 川崎陸協 HAYASHI
16 鎌田 眞実 カマタ マサミ MASA
17 緒方 甫哉 オガタ モトキ 東京海上日動火災 MOTO
18 川北 大喜 カワキタ ダイキ 東京陸協 DAIKI
19 笠田 大洋 カサダ タイヨウ Taiyou
20 田中 吉典 タナカ ヨシノリ TANAKA
21 安田 有佑 ヤスダ ユウスケ 公認記録を求めて三千里 TapiokaNonda
22
- PM 澁谷宥介
- PM たむじょー



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 15:32

ペースメーカー:①3分50秒、②3分55秒、③4分00秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 新田 良太郎 ニッタ リョウタロウ RUNNING SCIENCE LAB RYOTARO
2 梶原 有高 カジワラ アリタカ ひらまつ病院 KAJIWARA
3 風戸 啓希 カザト ヒロキ TeamMxK HIRO
4 小檜山 利輝 コビヤマ リキ RUNNING SCIENCE LAB KOBIYAMA
5 飯野 汰一 イイノ タイチ 東京陸協 IINO
6 岩田 悠希 イワタ ユウキ one's IWATA
7 小坂 啓悟 コサカ ケイゴ GRlab関東 KEIGO
8 樽木 将吾 タルキ ショウゴ TARU
9 森山 涼太 モリヤマ リョウタ one's MORI
10 荒木 数也 アラキ カズヤ kazuya
11 福元 翔輝 フクモト ショウキ 明星学園教員 FUKUMOTO
12
13 加藤 拓海 カトウ タクミ RFA Japan TAKUMI
14 高橋 健人 タカハシ ケント 酒田市陸協 TAKAKEN
15 藤野 滉生 フジノ コウキ GAZELLE KOUKI
16 金子 隼也 カネコ トシヤ ももんが動物園 KANEKO
17 飯浜 友太郎 イイハマ ユウタロウ 立教大学 YUTARO
18 大石 真輝 オオイシ マサキ MASA
19 森田 雄貴 モリタ ユウキ MORITA
20 姫田 賢希 ヒメダ ゲンキ ハートブレイク GEN
21 市塚 遊 イチツカ ユウ ichi
22
- PM 三津家貴也
- PM 澁谷宥介
- PM 石川聖也
- PM コモディイイダ



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 15:40

ペースメーカー:①11分00秒、②11分30秒、③12分00秒、④12分30秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 齋藤 貴宏 サイトウ タカヒロ TAKA
2 木村 優基 キムラ ユウキ 矢口ランニングクラブ KIMURA
3 外間 結那 ソトマ ユイナ 矢口ランニングクラブ YUINA
4 前山 慶介 マエヤマ ケイスケ MAEYAMA
5 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ KISHIDA
6 吉田 豊 ヨシダ ユタカ YUTAKA
7 木下 翔 キノシタ ショウ RiSE KiNO
8 中村 浩之 ナカムラ ヒロユキ LOSPA Hiro
9 杉山 ヘンリー スギヤマ ヘンリー LOSPA HARRY
10 川崎 由理奈 カワサキ ユリナ YURINA
11 川合 千春 カワイ チハル chippa
12 櫻井 芳夫 サクライ ヨシオ 富山県庁 SAKURAI
13 小島 直樹 コジマ ナオキ 埼玉大井RC NAOKI
14 小川 夕希 オガワ ユウキ YUKI
15 村木 葵 ムラキ アオイ さいたま市陸協 Aoi
16 浦 もみじ ウラ モミジ MOMIJI
17 大松 知恵 オオマツ チエ CHIE
18 鈴木 拓未 スズキ タクミ TAKUMI
19 杉田 雅宏 スギタ マサヒロ クラブR2 MASA
20 岡部 康矢 オカベ コウヤ KOYA
21 藤田 倫久 フジタ ミチヒサ MICCI
22 川田 晴日 カワタ ハルヒ HARUHI
23 廣嶋 優子 ヒロシマ ユウコ YUKO
24 大場 義洋 オオバ ヨシヒロ OHBA
25 振原 美緒 フリハラ ミオ MIP mio
26 石元 理恵子 イシモト リエコ ISHIMOTO
27 西山 花音 ニシヤマ カノ 矢口ランニングクラブ KANO
28 水野 麻子 ミズノ アサコ 川崎市陸協 mercury
29 青木 洋輔 アオキ ヨウスケ AOKING
30 増渕 竣介 マスブチ シュンスケ MASUBUCHI
31 金子 健哉 カネコ ケンヤ Monster Athlete Club KENYAKANEKO

32 伊藤 守 イトウ マモル Niko
33 竹本 和貴 タケモト カズキ ポップライン POPLINE
34 松塚 茂 マツヅカ シゲル MATSUZUKA
-
- PM 向井孝明
- PM コモディイイダ
- PM 土谷和貴
- PM M高史



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 16:00

ペースメーカー:①10分00秒、③10分15秒、④10分30秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 入角 健也 イリスミ ケンヤ KENYA
2 矢地 繁雄 ヤチ シゲオ SHIGE
3 鶴田 佑助 ツルダ ユウスケ TSURUDA
4 鈴木 友也 スズキ トモヤ フジシロ TOMOYA
5 新井 和磨 アライ カズマ ARAI
6 平山 毅 ヒラヤマ タケシ takec
7 小山 清和 コヤマ キヨカズ KIYOKAZU
8 久保 光法 クボ ミツノリ KUBO
9 宮口 奨平 ミヤグチ ショウヘイ MIYAGUCHI
10 西 英晶 ニシ ヒデアキ 西川ランニング教室 NISHI
11 佐々木 大輔 ササキ ダイスケ SSK
12 吉原 愛弥 ヨシハラ マナヤ SPAC MANAYA
13 貝島 悠太 カイジマ ユウタ empty.RC MAGIMUGI
14 黒田 なつみ クロダ ナツミ BeBe NATSUMI
15 鈴木 祐光 スズキ マサミツ MASA
16 平井 知生 ヒライ トモオ 明星学園中 HIRAI
17 岸 哲也 キシ テツヤ TETSUYA
18 芳澤 卓矢 ヨシザワ タクヤ YOSHIZAWA
19 本多 世史三 ホンダ ヨシミ フジシロ yh
20 諸井 健亮 モロイ ケンスケ 法政高校陸上部 KENSUKE
21 松田 文貴 マツダ フミタカ Ｔ・Ｔ-A BUN
22 矢島 秀悟 ヤジマ ヒデノリ YAJIMA
23 岡田 雅之 オカダ マサユキ Bebe練 OKA
24 鈴木 祐太 スズキ ユウタ suzuki
25 俵 淳 タワラ アツシ Break Through Project tawara
26 中山 晃一 ナカヤマ コウイチ TeamMxK NAKAYAMA
27 佐藤 光敏 サトウ ミツトシ MITSUTOSHI
28 佐藤 空神 サトウ クウガ KUGA
29 林 徹郎 ハヤシ テツロウ TETSUKO
30 小堀 光 コボリ ヒカリ 樂走組 KOBO
31 太田 聖 オオタ セイ SEI
32 白井 正和 シライ マサカズ 走るおぢさん KAZ
33 木村 康之 キムラ ヤスユキ TeamMxK KIMURA
34 月井 隆行 ツキイ タカユキ Goo TSUUKII
- PM 新田良太郎
- PM 岡本拓也
- PM たむじょー



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 16:15

ペースメーカー:①9分20秒、②9分30秒、③9分40秒、④9分50秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 中水 佑 ナカミズ ユウ フジシロ YU
2 浦霧 誠也 ウラギリ セイヤ URA
3 浅井 創太 アサイ ソウタ SOTA
4 遠山 翔太 トオヤマ ショウタ KIN
5 伊藤 正隆 イトウ マサタカ MASA
6 坪井 豪志 ツボイ ゴウシ TSUBOI
7 座間 保成 ザマ ヤスナリ ＪＲ東日本千葉 Z
8 野村 茂行 ノムラ シゲユキ 凡人ＲＣ NOMURA
9 森田 裕太郎 モリタ ユウタロウ MORITA
10 大西 竜洋 オオニシ タツヒロ 末脚ダイナマイト TAZ
11 増田 修平 マスダ シュウヘイ syu
12 森 孝博 モリ タカヒロ MORI
13 根本 夏生 ネモト ナツオ NEMOTO
14 濱田 岳 ハマダ タケル 水曜ランでしょう T
15 宮田 一馬 ミヤタ カズマ 東京大学 KAZUMA
16 郡司 真彦 グンジ マサヒコ 夜明け前陸上部 MA-KUN
17 中水 良 ナカミズ リョウ RABBIT
18 橋本 悠利 ハシモト ユウト Yu-Kun
19 中道 涼太 ナカミチ リョウタ Ryota
20 小松 雄大 コマツ ユウダイ KOMATSU
21 中島 圭一 ナカシマ ケイイチ KEIICHI
22 藤井 将大 フジイ マサヒロ TEEN×2 AGERS AC vIToTIv
23 坂出 竜弥 サカデ リュウヤ SAKADE
24 保田 知哉 ヤスダ トモヤ TOMOYA
25 網谷 直紀 アミタニ ナオキ AMITA
26 齋木 進 サイキ ススム CHIBA RUNNERS.m SAIKI
27 池本 愛 イケモト アイ SWAC IKEMOTOAI
28 松下 孝洋 マツシタ タカヒロ マツラン TAKA
29 射場本 綾 イバモト リョウ IBA
30 本郷 孝知 ホンゴウ タカアキ HG
31 中村 天之丞 ナカムラ テンノジョウ 横浜市陸上競技会 NAKAMURA
32 梅原 竜郎 ウメハラ タツロウ UMEHARA
33 兼重 志帆 カネシゲ シホ GRlab SATOCHA
34 木下 裕美子 キノシタ ユミコ YUMIKO
- PM 澁谷宥介
- PM コモディイイダ
- PM ⾧江隆行
- PM 土谷和貴



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 16:30

ペースメーカー:①8分30秒、②8分45秒、③9分00秒、④9分15秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 樽木 将吾 タルキ ショウゴ TARU
2 大谷 遼太郎 オオタニ リョウタロウ OHTANI
3 大西 淳貴 オオニシ ジュンキ JUNKI
4 甲斐 大貴 カイ ヒロキ くれいじーかろ KARO
5 丸岡 響 マルオカ ヒビク HIBI
6 浜崎 成平 ハマサキ ナルヘイ Naru
7 有福 悠汰 アリフク ユウタ YUTA
8 安本 尚生 ヤスモト タカオ 筑波大学附属高校 yasumoto
9 森 基哉 モリ モトヤ 東京工業大学 MORI
10 西田 楓 ニシダ カエデ ランキング･デポ KAEDE
11 鈴木 健祐 スズキ ケンスケ KSUZUKI
12 渡邉 優介 ワタナベ ユウスケ 真岡郵便局 YUBO
13 松本 郁也 マツモト フミヤ 東京大学 FUMIYA
14 伊澤 優人 イザワ マサト KG IZAWA
15 堀 貴博 ホリ タカヒロ TAKAHIRO
16 舩越 悠介 フナコシ ユウスケ 東京陸協 FUNAKOSHI
17 中平 快人 ナカヒラ カイト 筑波大学附属高等学校 NOGAME
18 小坂 啓悟 コサカ ケイゴ GRlab関東 KEIGO
19 井上 明弘 イノウエ アキヒロ 横須賀市陸協 AKIHIRO
20 小川 恭平 オガワ キョウヘイ KYOHE
21 岡田 拓己 オカダ タクミ Taketoshi
22 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ 濃厚とんこつ NOTON
23 八木 知輝 ヤギ トモキ 中央大学陸上競技同好会 TOMO
24 加藤 龍哉 カトウ タツヤ 中央大学陸上競技同好会 Tatsu_K
25 絹山 誉紹 キヌヤマ タカツグ 川越市陸協 KINUYAMA
26 田島 祐介 タジマ ユウスケ TJM
27 宮川 研悟 ミヤガワ ケンゴ KENGO
28 兼重 優介 カネシゲ ユウスケ GRlab野球部 ESCOCAR
29
30
31
32
33
34
- PM 梶原有高
- PM 三津家貴也
- PM 風戸啓希
- PM 石川聖也
- PM 新田良太郎



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 16:45

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 大久保 真巳子 オオクボ マキコ MAKIKO
2 吉田 周 ヨシダ シュウ SHU
3 正木 学 マサキ マナブ グータロウ月島 MASAKING
4 西山 和博 ニシヤマ カズヒロ KAZUHIRO
5 早坂 孝治 ハヤサカ タカハル T/HAYASAKA
6 市川 博明 イチカワ ヒロアキ ICHIKAWA
7 馬詰 義明 ウマヅメ ヨシアキ TeamMxK UMAZUME
8 川口 太希 カワグチ タイキ taiki
9 石井 明夫 イシイ アキオ 樂走組 ISHII
10 岡崎 園子 オカザキ ソノコ Go up! SONIA
11 黒部 健 クロベ ケン 横浜陸協 KEN
12 宮本 明 ミヤモト アキラ RunWave RunWave
13 新嶋 明 ニイジマ アキラ RSLAB AKIRA
14 山崎 直人 ヤマザキ ナオト ZAKI
15 小川 大介 オガワ ダイスケ OGAWA
16 鈴木 雅勝 スズキ マサカツ MASA
17 奥野 康太郎 オクノ コウタロウ KOTARO
18 中山 江利 ナカヤマ エリ ERI
19 三上 諭 ミカミ サトシ MKM
20 田中 和宮 タナカ カズミ 多摩サブ KANSUKE
21 山崎 忠勝 ヤマザキ タダマサ Run&Beer ZAKI
22 石井 正樹 イシイ マサキ ishii
23 小竹 雄士 コタケ ユウシ U_C
24 田中 久善 タナカ ヒサヨシ Team M×K TANAKA
25 海老原 幸司 エビハラ コウジ 松戸21ＲＣ EBI
26 水川 あさみ ミズカワ アサミ ASAMIN
27 山内 かおり ヤマウチ カオリ YAMAUCHI
28 関 洋一郎 セキ ヨウイチロウ SEKI
29 福地 葉子 フクチ ヨウコ YOKO
30 阿部 敏明 アベ トシアキ TOSHI
31 吉川 和也 ヨシカワ カズヤ ゆるゆる相州健児 KAZUMON
32 細谷 みゆき ホソヤ ミユキ MIYUKI
33 林 ゆかり ハヤシ ユカリ YUKARI
34 森川 尚彦 モリカワ マサヒコ MASA
35 原 信治 ハラ シンジ きのこRunインスタ部 hara3
36 遠藤 武 エンドウ タケシ Run Wave ENDO
37 阿邊 宏子 アベ ヒロコ 三友システムアプレイザル HIROKO
38 芝木 恒治 シバキ コウジ 右田病院駅伝部 shiba
39 小川 晋史 オガワ シンジ OGAWA
40 沖本 茂 オキモト シゲル GMCC OKI
41 神社 正人 ジンジャ マサト JIN
42 市耒 小弓 イチキ サユミ CR2東日本 SAYU
- PM 土谷和貴
- PM ⾧江隆行
- PM 新田良太郎
- PM コモディイイダ

- PM M高史



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 17:15

ペースメーカー:①19分10秒、②19分30秒、③19分45秒、④20分00秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 大坂 好和 オオサカ ヨシカズ BaSRC yoshi
2 重松 健由 シゲマツ ケンユウ うたクラブ KENYU
3 岡田 拓也 オカダ タクヤ OKADA
4 飯田 徹 イイダ トオル MIP TORU
5 廣瀬 健太郎 ヒロセ ケンタロウ HIROKEN
6 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウ モンベル YUICHIRO
7 蛭田 優一 ヒルタ ユウイチ YUICHI
8 皆川 麻美 ミナカワ アサミ ASAMI
9 吉田 和彦 ヨシダ カズヒコ 小鳥キッス KAZUHIKO
10 佐藤 邦彦 サトウ クニヒコ KUNIHIKO
11 松田 敏郎 マツダ トシロウ 多摩川サブ３ MATSU
12 杉山 健太 スギヤマ ケンタ SUGIYAMA
13 春田 エリカ ハルタ エリカ erika
14 高橋 宏仁 タカハシ ヒロヒト きのこインスタ部 TAKAHASHI
15 若林 奈々恵 ワカバヤシ ナナエ 多摩川クラブ WAKABAYASHI

16
17 木山 宏 キヤマ ヒロシ HIROSHI
18 緒方 明浩 オガタ アキヒロ OGATA
19 奥野 友美 オクノ トモミ TOMO
20 清水 修 シミズ オサム SHIMIZU
21 小林 尚 コバヤシ タカシ RDC Tokyo TAKA
22 井合 公義 イアイ キミヨシ kimi
23 井上 宜久 イノウエ ノリヒサ TeamM×K NORI
24 大松 知恵 オオマツ チエ CHIE
25 前田 健輔 マエダ ケンスケ 平井ランニングクラブ HiraiRC
26 庄田 真人 ショウダ マサト TeamM×K SHODA
27 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル TeamRxL Yamachan
28 木村 哲 キムラ サトシ TETSU
29 小阪 健介 コサカ ケンスケ KOSAKA
30 伊藤 公博 イトウ クニヒロ 小金井公園走友会 KUNI
31 石田 雅之 イシダ マサユキ ISHI
32 鵜沼 巧 ウヌマ タクミ UNUMA
33 小穴 まゆみ オアナ マユミ OANA
34 進 麻美子 シン マミコ MAMI
35 鈴木 りな スズキ リナ Manaka
36 舩元 雄一郎 フナモト ユウイチロウ FUNAMOTO
37 玉田 真之介 タマダ シンノスケ TAMA
38
39 新保 敦 シンボ アツシ GBL横浜 ATSUSHI
40 秋山 勇人 アキヤマ ハヤト AKIYAMA
41 高橋 博之 タカハシ ヒロユキ 海老名市陸協 HEROYOUSKI
42
- PM ⾧江隆行
- PM コモディイイダ
- PM コモディイイダ
- PM M高史



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 17:40

ペースメーカー:①18分30秒、②18分45秒、③19分00秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 笹本 浩司 ササモト コウジ SASA
2 石川 修一 イシカワ シュウイチ SHU
3 小林 智行 コバヤシ トモユキ KOBAYASHI
4 吉田 迅文 ヨシダ トシフミ TOSHI
5 佐藤 伸 サトウ シン SHIN
6 好士 理恵子 コウシ リエコ ミズノランニングクラブ KOSHI
7 水本 会人 ミズモト カイト KAITO
8 宮本 直樹 ミヤモト ナオキ MIYAMOTO
9 ⾧瀬 康一 ナガセ コウイチ 松戸２１ＲＣ nagase
10 岩佐 直樹 イワサ ナオキ 多摩川サブスリー NAOKI
11 加納 崇史 カノウ タカシ 塩グループ KANO
12 浅倉 和史 アサクラ カズフミ チームランたな KAZU
13 遊佐 慎 ユサ マコト ＧＭアスリート Thomas
14 指山 浩志 サシヤマ ヒロシ HIROSHI
15 松本 郷平 マツモト キョウヘイ ランたなちゃんねる KYOHEI
16 重久 浩一 シゲヒサ コウイチ チーム野人 Shige
17 秋山 裕哉 アキヤマ ユウヤ 松戸21RC AKIYAMA
18 安田 裕輔 ヤスダ ユウスケ T's barat
19 加藤 綾子 カトウ アヤコ AYAKO
20 石井 正吾 イシイ ショウゴ ISHII
21 柳沢 敬司 ヤナギサワ ケイジ TRACK TOKYO KEIJI
22 関野 敏正 セキノ トシマサ TOSHI
23 小林 貴規 コバヤシ タカノリ ソンナバナナ TAKA
24 関口 剛啓 セキグチ タカヒロ SEKIGUCHI
25 金子 武史 カネコ タケフミ KANEKO
26 古幡 一彦 フルハタ カズヒコ 多摩川サブスリー会 Ninzaburou
27 安田 治靖 ヤスダ ハルヤス SA幕張ＲＣ HARU
28 吉野 匠 ヨシノ タクミ TAKUMI
29 関 修行 セキ ノブユキ 多摩サブスリー会 SEKI
30 薄隅 直人 ウスズミ ナオト NAOTO
31 保岡 昌彦 ヤスオカ マサヒコ YASUOKA
32 佐藤 庄一 サトウ ショウイチ 相模原市 SAGAMIHARA
33 江藤 直樹 エトウ ナオキ ETNEMON
34 山部 英行 ヤマベ エイコウ jama
35 谷口 智哉 タニグチ トシヤ TANIGUCHI
36 中野 昌則 ナカノ マサノリ NAKANO
37 羽鳥 光郎 ハトリ ミツロウ Mitsu
38 村松 健 ムラマツ ケン MATSUKEN
39 川島 淳 カワシマ アツシ KAWASHIMAN

40 武田 哲治 タケダ テツジ TAROBE
41 原田 幸昌 ハラダ ユキマサ HARADY
42 天満 優一朗 テンマ ユウイチロウ TEMMA
- PM 渥美祐次郎
- PM 甲斐大貴
- PM コモディイイダ



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 18:03

ペースメーカー:①17分45秒、②18分00秒、③18分20秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 平山 敦 ヒラヤマ アツシ 塩グループ HIRAYAMA
2 戸村 健 トムラ ケン TOMURA
3 井野 寛司 イノ カンジ KANJI
4 小林 篤史 コバヤシ アツシ Atu
5 白戸 太朗 シラト タロウ ATHLONIA Taro-s
6 後藤 公秀 ゴトウ キミヒデ GOTO
7 徳山 孝太郎 トクヤマ コウタロウ TOKUYAMA
8 川西 宏幸 カワニシ ヒロユキ T.T-AC Kawanishi
9 村上 寛之 ムラカミ ヒロユキ HIRO
10 阿部 克臣 アベ カツオミ うさおＲＣ ABE
11 町田 達彦 マチダ タツヒコ すみだランRun倶楽部 TATSUHIKO
12 冨川 継太 トミカワ ケイタ サンバガラパゴス peta
13 久保 康生 クボ ヤスオ KUBO
14 石川 比呂志 ヒロシ イシカワ HIROSHI
15 菅原 健太 スガワラ ケンタ BROTHER
16 富澤 薫 トミザワ カオル 台灣好吃放浪記 Eipapa
17 梅田 卓資 ウメダ タクジ Team M×Ｋ TAKUJI
18 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
19
20 西田 淳一 ニシダ ジュンイチ N
21 林 俊宏 ハヤシ トシヒロ TOSHIHIRO
22 川井 勉 カワイ ツトム Team M×K FullFull
23 越智 克爾 オチ ヨシチカ RDC TOKYO OCHI
24 中野 克彦 ナカノ カツヒコ KATSU
25 明田 圭一郎 アケタ ケイイチロウ BTCマラソン部 AKECAP
26 入江 卓也 イリエ タクヤ ランデザイン TAKUYA
27 高木 重人 タカギ シゲト GRA TKG
28 佐野 敦 サノ アツシ SANO
29 新井 健至 アライ ケンジ なし ARAI
30 近内 京太 コンナイ キョウタ KON
31 鈴木 正彦 スズキ マサヒコ Team MK MASAHIKO
32 ＬｅＢｒａｓ Ｅｒｗａｎ ルブラス エルワン 多摩川サブ３会 ERWAN
33 北村 裕 キタムラ ユタカ nimo
34 鳥越 章良 トリゴエ アキラ TORIGOE
35 島田 裕二 シマダ ユウジ Shima
36 中野 沙知 ナカノ サチ ランビヨンド SACHI
37
38
39
40
41
42
- PM 齋藤拓也
- PM コモディイイダ
- PM 甲斐大貴



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 18:26

ペースメーカー:①17分00秒、②17分15秒、③17分30秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 佐久間 健太 サクマ ケンタ KENTA
2 桑野 博輔 クワノ ヒロスケ Breakthrough HIRO
3 斉藤 斉 サイトウ ヒトシ 酒RUN MAMUSHI
4 杉田 大 スギタ マサル Koikesports Running Project Masaru_S
5 高橋 純一 タカハシ ジュンイチ TAKAHASHI
6 伊藤 淳 イトウ ジュン 大船渡陸上倶楽部 JUN
7 佐々木 雅典 ササキ マサノリ MIYABI
8 木田 史彦 キダ フミヒコ Greenman UC
9 北川 悟 キタガワ サトル SATORU
10 鈴木 宏之 スズキ ヒロユキ ニッポンランナーズ SUZUMARU
11
12 山谷 良登 ヤマタニ ヨシト Dani
13 柳下 健太郎 ヤギシタ ケンタロウ YAGISHITA
14 杉本 瑞樹 スギモト ミズキ MIZUKI
15 石榑 昌也 イシグレ マサヤ GURE
16 足達 健人 アダチ ケント KENTO
17
18 桂川 直也 カツラガワ ナオヤ Ka_Na
19 稲村 淳 イナムラ ジュン 青竹荘 INAMURA
20 若月 法洋 ワカツキ ノリヒロ WAKA
21 家野 英治アレックス イエノ エイジ eijidu19
22 大塚 稔 オオツカ ミノル 東京陸協 OTSUKA
23 小林 幸夫 コバヤシ ユキオ ティップネス yukio
24 小川 高弘 オガワ タカヒロ TAKA
25 新井 康之 アライ ヤスユキ DAC YASU
26 今井 純一 イマイ ジュンイチ 文鳥区役所 IMAI
27 成島 一輝 ナルシマ カズキ sbf Naru
28 佐々木 啓至 ササキ ヒロシ ソンナバナナ hiro
29 矢尻 真実 ヤジリ マサミ 矢尻商店 myajiri
30 鷹觜 勇宜 タカノハシ ユウキ 旧今市市民会 YUKI
31 渡辺 毅 ワタナベ タケシ ラン塾 TAKE
32 山﨑 絵里子 ヤマザキ エリコ Jinger RC ERIKO
33 荻原 慶也 オギハラ ケイヤ K
34 木村 大典 キムラ ダイスケ バンコク走遊会日本支部 Dodger
35 小柳 祐介 オヤナギ ユウスケ さいたま市陸協 NAGI-YUKKE
36 中澤 徹 ナカザワ トオル 川越市陸協 NAKAZAWA
37 岡本 敬史 オカモト タカフミ okamotti
38 数金 慎太郎 スガネ シンタロウ シチズン時計 SUGANE
39
40
41
42
- PM 渥美祐次郎
- PM 齋藤拓也
- PM コモディイイダ



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 18:48

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 太田 智也 オオタ トモヤ 東京陸協 OTA
2
3 酒井 春太 サカイ シュンタ ShuntaSakai
4 木幡 沢也 コハタ タクヤ ago
5 奥村 哲生 オクムラ テツオ 静岡陸協 OKU
6 安田 京介 ヤスダ キョウスケ YSD
7 北原 知孝 キタハラ トモタカ ともたカーニバル! TOMO
8 中堀 翼 ナカホリ ツバサ 中島走友会 TSUBASA
9 芹沢 元秀 セリザワ モトヒデ 多摩サブ SERIZAWA
10 渡邊 大介 ワタナベ ダイスケ ダブルサバイバー ADMAN
11 村田 諒 ムラタ リョウ RYO
12 岡田 卓磨 オカダ タクマ 秦野市消防署 OKADA
13 桑原 大樹 クワハラ ダイキ JR東海陸上クラブ DaikiKuwa
14 嶋岡 雄大 シマオカ ユウタ SHIMA
15 小坂 高史 コサカ タカシ クラブR2 kosaka
16 徳原 健太郎 トクハラ ケンタロウ ソンナバナナ TOKU
17 篠田 琉誓 シノダ リュウセイ くそオヤジ最後のひとふり OKUKIMO
18 前田 凱史 マエダ ヨシフミ Gaishi
19 溜池 勇太 タメイケ ユウタ YUTA
20 大竹 基之 オオタケ モトユキ ラフラフＲＣ MOTOYUKI
21 湯川 達也 ユカワ タツヤ yukawa
22 大友 圭介 オオトモ ケイスケ OTOMO
23 八木 慶太 ヤギ ケイタ KEITA
24 川西 淳司 カワニシ ジュンジ NIS
25 向井 陸 ムカイ リク RIKU
26 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ IKEUCHI
27 下村 秋平 シモムラ シュウヘイ クラブR2東日本 SHIMOMURA
28 山川 晃央 ヤマカワ テルオ TERU
29
30 今野 豪 コンノ タケル KONTAKE
31 北川 拓也 キタガワ タクヤ TAKUYA
32 高見 瑞樹 タカミ ミズキ 足柄男塾 MIZU
33 衣笠 一喜 キヌガサ カズキ KINUGASA
34 吉田 直史 ヨシダ ナオフミ KIRITANI
35 福地 芳律 フクチ ヨシノリ 東京陸協 YOSHI
36 山口 聡史 ヤマグチ サトシ satoshi
37 赤澤 省吾 アカザワ ショウゴ 東京地下鉄 SHOGO
38 須藤 剛 スドウ ツヨシ WindRun TSUYOSHI
39 酢谷 耕太 スダニ コウタ TEAM R×L+ KOTA
40 水越 元洋 ミズコシ モトヒロ Wisdom.RC GEN
41
42
- PM 井下裕貴
- PM 河野孝志
- PM サイラスジュイ



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40秒、②16分00秒、③16分20秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 加藤 達大 カトウ タツヒロ 早大ほかん TATSUHIRO
2 岡北 慎司 オカキタ シンジ OKAKITA
3 二宮 大樹 ニノミヤ タイキ NINO
4 小石原 燃 コイシハラ モユル Moyuru
5 柳沢 薫 ヤナギサワ カオル 東京陸協 YANAGI
6 花島 尚史 ハナシマ タカシ HANASHIMA
7 上岡 政裕 ウエオカ マサヒロ UEOKA
8 鷹觜 厚宜 タカノハシ アツキ AT
9 木村 良将 キムラ ヨシマサ ＤＳＡＣ YOSHIMASA
10 山田 瑞穂 ヤマダ ミズホ 埼玉陸協 YAMACHAN
11 近藤 邦彦 コンドウ クニヒコ KONDO
12 慶野 美典 ケイノ ミノリ KEINO
13 古川 優太 フルカワ ユウタ KYB YUTA
14 村井 健浩 ムライ タケヒロ 無所属 TAKEHIRO
15 麻田 悠馬 アサダ ユウマ 東京武聖大学大学院 NANATO
16 野口 悠 ノグチ ユウ YU
17 岡田 昌平 オカダ ショウヘイ さいたま市陸協 shoHEY
18 兼本 柊哉 カネモト シュウヤ 駒大AC SHUUYA
19 高橋 佑介 タカハシ ユウスケ さいたま市消防局 takahashi
20 尼寺 哲郎 ニジ テツロウ TETSURO
21 浜田 裕介 ハマダ ユウスケ 横浜鉄人クラブ SANTA
22 箕輪 想太 ミノワ ソウタ 東京大学 SOTA
23 関口 豊 セキグチ ユタカ gutaro Yutaka
24 須田 由太 スダ ユウタ 南蛮連合 YUTA
25 相川 拓真 アイカワ タクマ 共栄学園高 taku
26 尾崎 芳史 オザキ ヨシフミ さいたま市陸協 SOSU
27 千葉 純也 チバ ジュンヤ 埼玉陸協 JUNYA
28 下村 和也 シモムラ カズヤ 市川ＭＣ SHIMO
29 森 雅俊 モリ マサトシ MM
30 村田 義広 ムラタ ヨシヒロ MURATA
31 金澤 大輔 カネザワ ダイスケ Gateam Daisuke
32 伊與田 和希 イヨダ カズキ 立教AC DAAPIYO
33 藤曲 夏樹 フジマガリ ナツキ 東京都庁 FUJIMAGARI
34 野田 大晴 ノダ タイセイ TAISEI
35 横山 烈 ヨコヤマ レツ RETSU
36 隅内 虎太郎 スミウチ コタロウ 法政大学高等学校 KOTARO
37 矢部 達也 ヤベ タツヤ Few Body Toto
38 吉田 尚平 ヨシダ ショウヘイ JINGER RC YOSSY
39 小澤 昂平 オザワ コウヘイ OZAWA
40 蓮見 明久 ハスミ アキヒサ 小川町陸協 HASUMI
41 森田 拡希 モリタ ヒロキ MORITA
42
- PM 齋藤拓也
- PM コモディイイダ
- 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8組 スタート時刻 19:30

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

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 内田 昌寛 ウチダ マサヒロ MASA
2 横内 悠 ヨコウチ ユウ TRACKTOKYO YOKOCHIN
3 成田 匠平 ナリタ ショウヘイ 滑川走友会 SHOHEI
4 川内 鮮輝 カワウチ ヨシキ Jaybird Jaybird
5 渡辺 将悟 ワタナベ ショウゴ 東京陸協 SHOGO
6 瀬川 京祐 セガワ ケイスケ KEISUKE
7 松本 翔 マツモト ショウ TeamMxK TeamMxK
8 鎌田 紘宣 カマダ ヒロキ TeamMxK KAMADA
9 片山 優史 カタヤマ ユウシ 明治大学陸上競技同好会 YUSHI
10 柳原 真人 ヤナギハラ マサト 坂戸市陸協 JOGGING
11 荒木 数也 アラキ カズヤ kazuya
12 山田 泰生 ヤマダ ヒロキ まるお製作所 HIROKI
13 富張 裕紀 トミハリ ユウキ 矢口ランニングクラブ TOMIHARI 
14 末岡 瞭 スエオカ リョウ ロンドスポーツ SUEOKA
15 阿部 哲也 アベ テツヤ 東京陸協 ABE
16 清原 和博 キヨハラ カズヒロ つじかぜac kazuhiro
17 丸山 開陸 マルヤマ カイリ 上州アスリートクラブ kairi
18 坂上 佳也 サカガミ ヨシヤ RFA GAMI
19 伊藤 彬浩 イトウ アキヒロ 船橋市消防局 AKIHIRO
20 上條 記男 カミジョウ ノリオ MARU
21 内山 雄貴 ウチヤマ ユウキ YUKI
22 荒井 優佑 アライ ユウスケ 上伊那陸協 YUSUKE
23 布目 航 ヌノメ ワタル 横浜市陸協 WATARU
24 岡部 純 オカベ ジュン okajuuuun
25 政田 勇輝 マサダ ユウキ MASADA
26 柳澤 威臣 ヤナギサワ タケオミ 柳澤屋 TAKEYAN
27 左近 実智隆 サコン ミチタカ SAKON
28 前川 元気 マエカワ ゲンキ GENKI
29 永見 聡一朗 ナガミ ソウイチロウ nagasou
30 枡川 健太郎 マスカワ ケンタロウ KENTARO
31 佐竹 樹 サタケ イツキ SATAKE
32 中根 美七海 ナカネ ミナミ 東京大学 MINAMI
33 緑川 優 ミドリカワ ユウ TeamMxK YU
34 佐藤 壮 サトウ タケシ T
35 土谷 和貴 ツチヤ カズキ Jaybird KAZUKI
36
37
38
39
40
41
42
- PM 梶原有高
- PM 井下裕貴
- PM 河野孝志
- PM サイラスジュイ

- PM 須崎裕也


