
＜日時＞ 2021年9月11日（土）9時45分～15時10分

＜会場＞ 駒沢オリンピック公園総合運動場 陸上競技場

＜受付＞ 8時45分～競技開始30分前迄　陸上競技場入口(Aゲート※駅最寄り)

＜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

5000m 男女 1組 9:45 8:45 9:15 9:40 31名

5000m 男女 2組 10:12 8:57 9:42 10:07 40名

5000m 男女 3組 10:36 9:21 10:06 10:31 37名

5000m 男女 4組 11:00 9:45 10:30 10:55 40名

5000m 男女 5組 11:23 10:08 10:53 11:18 42名

1500m 男女 1組 11:45 10:30 11:15 11:40 21名

1500m 男女 2組 11:55 10:40 11:25 11:50 17名

1500m 男女 3組 12:04 10:49 11:34 11:59 17名

1500m 男女 4組 12:13 10:58 11:43 12:08 17名

1500m 男女 5組 12:22 11:07 11:52 12:17 16名

1500m 男女 6組 12:30 11:15 12:00 12:25 23名

1500m 男女 7組 12:38 11:23 12:08 12:33 25名

1500m 男女 8組 12:46 11:31 12:16 12:41 21名

1500m 男女 9組 12:54 11:39 12:24 12:49 19名

1500m 男女 10組 13:02 11:47 12:32 12:57 19名

1500m 男女 11組 13:10 11:55 12:40 13:05 21名

1500m 男女 12組 13:18 12:03 12:48 13:13 15名

3000m 男女 1組 13:26 12:11 12:56 13:21 34名

3000m 男女 2組 13:44 12:29 13:14 13:39 33名

3000m 男女 3組 14:00 12:45 13:30 13:55 37名

3000m 男女 4組 14:14 12:59 13:44 14:09 33名

5000m 男女 6組 14:28 13:13 13:58 14:23 37名

5000m 男女 7組 14:50 13:35 14:20 14:45 34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。 ・競技場内の芝生は立ち入り禁止です

・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）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。

・観客席（スタンド）の利用はできませんのでご注意ください。

・トラックの上では水のみ飲用できます。スポーツ飲料等はトラック外で摂取ください。

・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＞

　競技結果および各選手の記録証は競技終了後速やかに

　大会HPへ掲載いたします。各自ご確認ください。

　（ＵＲＬ） http://team-mk.net/mkdc/

種目

第46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）

5000m　男女1組 スタート時刻 9:45

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 ゼッケン名

1 外尾 修子 ホカオ シュウコ Tamagawa Club Hokao

2 清水 孝行 シミズ タカユキ 麦わらの一味 SHIMIZU

3 福田 隆子 フクダ タカコ Takako

4 浦野 裕三 ウラノ ユウゾウ YU

5 清野 敬 セイノ タカシ 緑小ユニオンズ Seitaka

6 浦野 健一 ウラノ ケンイチ URANO

7 高橋 淳 タカハシ キヨシ Takahashi

8 森 千紗 モリ チサ 埼玉陸協 もりち

9 村上 貴博 ムラカミ タカヒロ TAKAHIRO

10 今井 香子 イマイ キョウコ キョーチン

11 石井 正樹 イシイ マサキ ishii

12 奥住 義治 オクズミ ヨシハル YOSHI

13 浮田 弥生 ウキダ ヤヨイ 陸上競技多摩川クラブ Charu

14 佐藤 佳世子 サトウ カヨコ 多摩川クラブ Kayo

15 飯尾 健 イイオ ケン KEN

16 半谷 謙寿 ハンガイ ケンジュ ハリアーズ HGR

17 小永井 大介 コナガイ ダイスケ Moco0622

18 石川 敏和 イシカワ トシカズ RSLAB Toshi

19 西山 和博 ニシヤマ カズヒロ KAZUHIRO

20 平沼 繁行 ヒラヌマ シゲユキ ShigeKix

21 櫻井 大路 サクライ ヒロミチ Sakurai

22 小島 正彦 コジマ マサヒコ M.Kojima

23 加々美 朗子 カガミ アキコ AKO

24 福田 和史 フクダ カズシ KAZU

25 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル TeamRxL Yamazaki

26 門脇 拓海 カドワキ タクミ Kadochan

27 掘井 祐貴 ホリイ ユウキ Horii

28 阿邊 宏子 アベ ヒロコ 三友システムアプレイザル ABE

29 横瀬 公一 ヨコセ コウイチ yse

30 高橋 敏雄 タカハシ トシオ ウルプロ TOSHI

31 今泉 愛子 イマイズミ アイコ Team わさほさ AIKO

32

33

34

35

① PM 中山晃一

② PM 塩谷信二

③ PM 安留ゆかり

④ PM 谷野航平

⑤ PM 緑川優



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 10:12

ペースメーカー：①19分00秒、②19分30秒、③20分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 島村 啓周 シマムラ ヒロチカ HIRO

2 大江 俊博 オオエ トシヒロ TOSHI

3 福田 和史 フクダ カズシ KAZU

4 松崎 清吾 マツザキ セイゴ MATSUZAKI

5 北浜 秀則 キタハマ ヒデノリ HIDE

6 羽鳥 光郎 ハトリ ミツロウ Mitsu

7 笹本 浩司 ササモト コウジ SASA

8 加藤 崇 カトウ タカシ takashi

9 井合 公義 イアイ キミヨシ Kimi

10 鎌形 真悟 カマガタ シンゴ ＳＨＩＮＧＯ

11 石塚 貴則 イシヅカ ヨシノリ ISHIZUKA

12 井上 宜久 イノウエ ノリヒサ TeamM×K NORI

13 西出 慎吾 ニシデ シンゴ Shin-NSD

14 島田 進司 シマダ シンジ SHIMAJIRO

15 栗原 秀彰 クリバラ ヒデアキ KURI

16 石井 明夫 イシイ アキオ ISHII

17 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ Miyoshi

18 佐藤 朋哉 サトウ トモヤ SATO

19 木村 哲 キムラ サトシ TETSU

20 吉野 弘 ヨシノ ヒロシ 松戸市民ランナーズ hiro

21 今井 規雄 イマイ ノリオ Norio

22 尾崎 岳 オザキ ガク zakio

23 泉 貴之 イズミ タカユキ SNR TAKAYUKI

24 杉山 健太 スギヤマ ケンタ SUGIYAMA

25 橋本 圭 ハシモト ケイ KEI

26 葛山　 秀敏 カツラヤマ ヒデトシ KATSURA

27 井出 瞭 イデ リョウ Amalyze IDE

28 青柳 雅之 アオヤギ マサユキ SKYNINJA YANAGIYA

29 佐々木 裕一 ササキ ユウイチ Yuhri

30 清水 英伸 シミズ ヒデノブ Kumamoto

31 桑形 雅臣 クワガタ マサオミ MASA

32 諏訪 有貴子 スワ ユキコ bin

33 川本 雅夫 カワモト マサオ フラーレン masao

34 柳川 浩貴 ヤナガワ ヒロタカ Yanagawa

35 石田 理恵 イシダ リエ SAIRI

36 本木 篤 モトキ アツシ モトキ

37 梅田 卓資 ウメダ タクジ TeamM×K TAKUJI

38 渋下 賢 シブシタ ケン SHIBU

39 小山 俊大 コヤマ トシヒロ KOYAPPO

40 横川 美沙 ヨコカワ ミサ TeamM×K MISA

① PM 中山晃一

② PM 塩谷信二

③ PM 安留ゆかり



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 10:36

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 清水 修 シミズ オサム 松岡水産 SHIMIZU

2 廣瀬 健太郎 ヒロセ ケンタロウ HIRO KEN

3 福田 将大 フクダ マサヒロ Masahiro

4 村山 晋 ムラヤマ ススム わがままジュリエット susukun

5 平原 渉太 ヒラハラ ショウタ はしらんかい ひら

6 黒須 純 クロス ジュン JUN

7 糸山 誠一朗 イトヤマ セイイチロウ 小金井公園走友会 ITOYAMA

8 松本 悟郎 マツモト ゴロウ 二子玉川走友会 GORO

9 中野 喜文 ナカノ ヨシフミ エンネスポーツマッサージ NAKANO

10 粕川 洋司 カスカワ ヨウジ 多摩川クラブ YOJI

11 岡本 直樹 オカモト ナオキ NAOKI

12 村松 健 ムラマツ ケン MATSUKEN

13 山口 幹哉 ヤマグチ ミキヤ MKY

14 古幡 一彦 フルハタ カズヒコ 多摩川サブスリー会 Nin

15 吉野 匠 ヨシノ タクミ TAKUMI

16 原田 芳一 ハラダ ヨシカズ 雨漏り110番 HARADA

17 松田 敏郎 マツダ トシロウ 多摩川サブ３ MATSU

18 アサリ トモヒロ アサリ トモヒロ ASA

19 三浦 敦 ミウラ アツシ オレンジミウラ オレンジミウラ

20 鈴木 聡 スズキ タダシ 二子玉川走友会 suzuki

21 芹澤 寛正 セリザワ ヒロタダ HIROcchi

22 関 靖之 セキ ヤスユキ まるお製作所RC埼玉支部 KOBUSHI

23 佐藤 貴康 サトウ タカヤス TAKAPON

24 有元 美穂 アリモト ミホ KRP miho

25 河田 寛人 カワダ ヒロト アトミクラブ Hiroto

26 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ KISHIDA

27 佐藤 智明 サトウ トモアキ SATO

28 梅田 進也 ウメダ シンヤ UME

29 田中 佑磨 タナカ ユウマ YT

30 田邊 亮子 タナベ リョウコ Ryoko

31 森 勇次 モリ ユウジ MORI

32 吉田 和彦 ヨシダ カズヒコ KAZUHIKO

33 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウ モンベル YUICHIRO

34 岡部 和弘 オカベ カズヒロ amalyze KAZU

35 殿塚 恭士 トノヅカ ヤスシ ＴＯＮＯＣＨＩ

36 勘舎 方敬 カンジャ マサヨシ KANJA

37 三澤 秀樹 ミサワ ヒデキ 三沢塾 HIDEKI

38

39

40

① PM 栗山一輝

② PM 谷野航平

③ PM 緑川優



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 11:00

ペースメーカー：①17分30秒、②17分45秒、③18分00秒、④18分20秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 大出 祥弘 オオデ ヨシヒロ OD

2 溝上 恭輔 ミゾカミ キョウスケ MK

3 佐々木 雅典 ササキ マサノリ MIYABI

4 北川 悟 キタガワ サトル SATORU

5 篠原 宗徳 シノハラ ムネノリ 長崎長与AC Shinohara

6 乗松 祐里 ノリマツ ユリ MMナイトラン Norimatsu

7 島田 裕二 シマダ ユウジ SHIMA

8 吉田 迅文 ヨシダ トシフミ YOSHIDA

9 佐藤 圭 サトウ ケイ 上州AC JOUSHUU

10 菅生 晶子 スゴウ アキコ AKIKO

11 大久保 勝明 オオクボ カツアキ OKUBO

12 酒井 拓磨 サカイ タクマ 江東陸協 takkun

13 山口 延広 ヤマグチ ノブヒロ 小金井おじ練 GUCCY

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

15 重松 健由 シゲマツ ケンユウ うたクラブ UTA

16 近内 京太 コンナイ キョウタ Windrun Kon

17 近本 洋平 チカモト ヨウヘイ 横浜好走会 Jinping

18 早川 貴浩 ハヤカワ タカヒロ TAKAHIRO

19 黒田 なつみ クロダ ナツミ GRlab関東 NATSUMI

20 小高 潤 オダカ ジュン TeamMxK JUN

21 木川 大輔 キカワ ダイスケ DreamAC DICEK

22 高橋 利和 タカハシ トシカズ Toshi

23 山田 貴之 ヤマダ タカユキ 多摩川クラブ TAKA

24 夏苅 竜平 ナツカリ リュウヘイ 株式会社レテ Ryuhei

25 中村 亮太 ナカムラ リョウタ RYOTA

26 蓮見 裕介 ハスミ ユウスケ YUSUKE

27 矢島 秀悟 ヤジマ ヒデノリ YAJIMA

28 八木 敏英 ヤギ トシヒデ Ｒ×Ｌプラス YagiCHAN

29 山本 雄一朗 ヤマモト ユウイチロウ 青葉総合法律事務所 Yamamoto

30 田中 清明 タナカ キヨアキ エアラン東京 KIYO

31 梶田 進一郎 カジタ シンイチロウ FJRC KAJI

32 名知 哲也 ナチ テツヤ NACHI

33 石塚 貴則 イシヅカ ヨシノリ ISHIZUKA

34 小林 荘一郎 コバヤシ ソウイチロウ SOU

35 城田 泰久 シロタ ヤスヒサ 小金井おじ練 SHIROTA

36 川西 宏幸 カワニシ ヒロユキ T.Tアスリート Kawanishi

37 黒澤 遥介 クロサワ ヨウスケ Yohsuke

38 関谷 卓也 セキヤ タクヤ Sekiya

39 林 洋輔 ハヤシ ヨウスケ yosan

40 飯田 岳詩 イイダ タケシ Team M×K T-IIDA

① PM 栗山一輝

② PM 新関涼介

③ PM 谷野航平

④ 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5組 スタート時刻 11:23

ペースメーカー：①16分45秒、②17分00秒、③17分15秒、④17分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 藤田 啓史 フジタ ケイシ 青竹荘 KC

2 小堀 光 コボリ ヒカリ 樂走組 KOBO

3 上正原 真人 カミショウハラ マサト Mountain Addicts Kamisho

4 石川 直 イシカワ タダシ 神奈川M ISHIKAWA

5 柘植 聡人 ツゲ サトシ チームＴ SATO

6 渡辺 淳二 ワタナベ ジュンジ NABEYAN

7 中野 裕介 ナカノ ユウスケ YUSUKE

8 長屋 博之 ナガヤ ヒロユキ 駒沢公園ＪＣ nagaya

9 田村 豪 タムラ タケシ 若松屋 TAKE

10 髙野 温菜 タカノ ハルナ PTC HARUNA

11 森田 裕太郎 モリタ ユウタロウ MORITA

12 中川 和将 ナカガワ カズマサ KAZUMASA

13 鈴木 利幸 スズキ トシユキ 駒沢公園ＪＣ SUZUKI

14 松藤 久 マツフジ ヒサシ 駒沢公園JC Hisashi

15 金内 正 カネウチ タダシ tadashi

16 杉山 巧 スギヤマ サトシ SUGI

17 中條 誉喬 チュウジョウ ヨシタカ M．A．K． Choosan

18 桑野 博輔 クワノ ヒロスケ Breakthrough HIRO

19 井上 靖数 イカミ ヤスカズ T・TーＡＣ IKAMI

20 遠藤 庄吾 エンドウ ショウゴ 0:00 shogo

21 金子 広睦 カネコ ヒロム ホテマ PIROMU

22 宰務 正 サイム タダシ Saimu

23 向野 宝 ムカノ タカラ MUKANO

24 新井 康之 アライ ヤスユキ DAC YASU

25 瀧波 美緒 タキナミ ミオ MIO

26 青井 春輝 アオイ ハルキ Aoi

27 高木 重人 タカギ シゲト 鶏ガラ男塾 TKG

28 今井 純一 イマイ ジュンイチ 文鳥区役所 IMAI

29 齋藤 悠介 サイトウ ユウスケ ゆーしー

30 光田 国広 ミツタ クニヒロ 頂プロジェクト MITSU

31 磯部 優介 イソベ ユウスケ ISOBEeee

32 今井 海 イマイ ヒロシ IMAI

33 勝山 真衣 カツヤマ マイ MAI

34 稲崎 真吾 イナサキ シンゴ ＡＲＣ INASAKI

35 川口 翔平 カワグチ ショウヘイ SHOHEI

36 石塚 貴則 イシヅカ ヨシノリ ISHIZUKA

37 矢崎 将一 ヤザキ ショウイチ Sho

38 向井 陸 ムカイ リク Riku

39 島津 正孝 シマヅ マサタカ SHIMAO

40 及川 大輔 オイカワ ダイスケ D.O

41 田村 嘉浩 タムラ ヨシヒロ TAMURA

42 野本 大貴 ノモト ダイキ 名もなき練習会 KATSUO

① PM 栗山一輝

② PM 新関涼介

③ PM 河合謙一

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1組 スタート時刻 11:45

ペースメーカー：①5分45秒、②6分00秒、③6分30秒、④7分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 山﨑 詩大 ヤマザキ ウタ 矢口ランニングクラブ UTA

2 岩村 直美 イワムラ ナオミ RSLAB NAOMIN

3 猪狩 忠昭 イガリ タダアキ GARI

4 和田 直太朗 ワダ ナオタロウ 東大和１０小 NAOTARO

5 西崎 凪紗 ニシザキ ナギサ チームケンズ Naggy

6 西山 花音 ニシヤマ カノ 矢口ランニングクラブ KANO

7 村上 貴博 ムラカミ タカヒロ TAKAHIRO

8 榎本 眞弓 エノモト マユミ MAYU

9 武田 太郎 タケダ タロウ TARO

10 鎌田 崚生 カマダ リョウ はたけやま KMD

11 小野寺 央 オノデラ ナカ NAKA

12 梶野 良夫 カジノ ヨシオ 薬園台アスリートクラブ KAJINO

13 上岡 祐二 カミオカ ユウジ フリー YUUJI

14 山田 志乃 ヤマダ シノ 昭和アスリートクラブ S

15 中村 鋼 ナカムラ コウ KO

16 高橋 功 タカハシ イサオ ラントレ40年会 Isao

17 黒野 巧己 クロノ タクミ runtraining40

18 小野寺 寛 オノデラ カン KAN

19 田村 友和 タムラ トモカズ 東京陸上競技協会 TOMO

20 清水 明美 シミズ アケミ AKEMI

21 細木 美智江 ホソキ ミチエ HOSOKI

22

① PM 加藤拓海

② PM 澁谷宥介

③ PM 佐久間祥

④ PM 秋葉直人



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 11:55

ペースメーカー：①5分20秒、②5分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 森井 保次 モリイ ヤスツグ ＳＷＡＣ MORII

2 赤津 杏奈 アカツ アンナ ANNA

3 村岡 温子 ムラオカ アツコ ON

4 荒谷 正 アラヤ タダシ ARAYA

5 日野 颯人 ヒノ ハヤト ＨＡＹＡＴＯ

6 橋本 圭 ハシモト ケイ KEI

7 田尻 直 タジリ スナオ TAJIRIN

8 西出 慎吾 ニシデ シンゴ Shin-NSD

9 齋藤 隆義 サイトウ タカヨシ 突っ込んでなんぼ隊 taka

10 中重 斉 ナカシゲ ヒトシ shige

11 新嶋 明 ニイジマ アキラ RSLAB AKIRA

12 磯崎 学 イソザキ マナブ MANABU

13 武田 浩実 タケダ ヒロミ HIRO

14 櫻井 大路 サクライ ヒロミチ Sakurai

15 関根 正之 セキネ マサユキ MASAYUKI

16 小野寺 慧 オノデラ ケイ KEI

17 清水 孝行 シミズ タカユキ 麦わらの一味 SHIMIZU

18

19

20

① PM 岡本拓也

② PM 三津家貴也



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 12:04

ペースメーカー：①5分10秒、②5分15秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 仲 進 ナカ ススム 宇佐美ＲＣ susumu

2 岡田 拓也 オカダ タクヤ OKADA

3 川島 大亮 カワシマ ダイスケ 東京陸協 KAWASHIMA

4 長谷川 琉星 ハセガワ リュウセイ Ryu

5 森安 航大 モリヤス コウタ セカンドウィンドAC横浜 Kota

6 黒澤 遥介 クロサワ ヨウスケ Yohsuke

7 平原 渉太 ヒラハラ ショウタ はしらんかい ひら

8 杉田 雅宏 スギタ マサヒロ クラブＲ２東日本 ＭＡＳＡ

9 島田 進司 シマダ シンジ SHIMAJIRO

10 伊従 希世彦 イヨリ キヨヒコ KIYOHIKO

11 倉田 靖士 クラタ ヤスシ KURATA

12 三澤 秀樹 ミサワ ヒデキ 三沢塾 HIDEKI

13 諏訪 有貴子 スワ ユキコ bin

14 和田 心春 ワダ コハル 東大和4中 KOHARU

15 横田 泰紀 ヨコタ ヤスノリ なし YASU

16 山田 浩太郎 ヤマダ コウタロウ 昭和アスリートクラブ K

17 新免 佳幸 シンメン ヨシユキ Musashi

18

19

20

21

22

① PM 加藤拓海

② 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4組 スタート時刻 12:13

ペースメーカー：①5分00秒、②5分05秒、③5分10秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 藤原 颯大 フジワラ ハヤテ HAYATE

2 横山 聖 ヨコヤマ サトシ RSLAB専属カメラマン ヨコカメ

3 小山 俊大 コヤマ トシヒロ koyappo

4 天満 優一朗 テンマ ユウイチロウ TEMMA

5 根岸 洋一郎 ネギシ ヨウイチロウ Gachio

6 綛田 侑三 カセダ ユウゾウ yzksd

7 西村 知也 ニシムラ トモヤ Nishimura

8 山崎 忠勝 ヤマザキ タダマサ Run&Beer ZAKIYAMA

9 萩原 拓也 ハギワラ タクヤ HAGI

10 狩谷 茂一 カリヤ シゲカズ 酒RUN OSHIGE

11 小川 創平 オガワ ソウヘイ SAKURA

12 寺島 広道 テラシマ ヒロミチ ランナーズ・ハイ TERANZ

13 安田 裕輔 ヤスダ ユウスケ 左目0.02 ye

14 西崎 大貴 ニシザキ ダイキ チームケンズ DAIKI

15 佐藤 貴康 サトウ タカヤス TAKAPON

16 塚田 亮一 ツカダ リョウイチ RYO

17 池崎 貢司 イケザキ コウジ CHAMA

18

19

20

① PM 佐久間祥

② PM 秋葉直人

③ PM 河合謙一



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 12:22

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 山中 啓司 ヤマナカ ヒロシ OYAKATA

2 重松 健由 シゲマツ ケンユウ うたクラブ UTA

3 村松 健 ムラマツ ケン MATSUKEN

4 八木 敏英 ヤギ トシヒデ Ｒ×Ｌプラス YagiCHAN

5

6 大湯 忠彦 オオユ タダヒコ SEIBIYAMA YOU

7

8 河田 寛人 カワダ ヒロト アトミクラブ Hiroto

9 藤田 知広 フジタ トモヒロ かなへい TOMO

10 村上 拓也 ムラカミ タクヤ 横浜中央走友会 TAKUYA

11 佐々木 喜一郎 ササキ キイチロウ K-SA

12 浜田 規啓 ハマダ ノリヒロ はまやん

13 松本 郷平 マツモト キョウヘイ Kyohei

14 勘舎 方敬 カンジャ マサヨシ KANJA

15 河野 純平 ｶﾜﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 島本プロジェクト JUNPEI

16 保岡 昌彦 ヤスオカ マサヒコ yasuoka

17 木村 哲 キムラ サトシ TETSU

18 浅井 将尚 アサイ マサナオ ASAI

19

20

① PM 岡本拓也

② PM 三津家貴也



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 12:30

ペースメーカー：①4分50秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 内藤 兵磨 ナイトウ ヒヨウマ HYOMA

2 山口 幹哉 ヤマグチ ミキヤ MKY

3 土井 英人 ドイ ヒデト RDC TOKYO DOI

4 柳澤 仁弥 ヤナギサワ ジンヤ Jin

5 高野 英二 タカノ エイジ サウルスジャパン TAKAEI

6 濱崎 由莉 ハマサキ ユリ GRlab関東 YURI

7 吉田 大蔵 ヨシダ ダイゾウ rslab DAIZO

8 磯崎 蓮凌 イソザキ レンヤ セカンドウィンドAC横浜 RENYA

9 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 中家軍 KAZUHIRO

10 高橋 大稀 ﾀｶﾊｼ ﾀｲｷ 島本プロジェクト TAIKI

11 宮本 類 ミヤモト ルイ RSLAB RUI

12 飯塚 湧也 イイヅカ ユウヤ YUYA

13 真崎 貴弘 マサキ タカヒロ TAKA

14 関谷 卓也 セキヤ タクヤ Sekiya

15 篠塚 明裕 シノヅカ アキヒロ SINO

16 舩元 雄一郎 フナモト ユウイチロウ FU

17 山本 慎一郎 ヤマモト シンイチロウ TDMR yamashin

18 安田 隼 ヤスダ シュン 東京陸協 YASUDA

19 三枝 秀徳 サイグサ ヒデノリ チーム・グリーン・トラック sanchan

20 浅井 秀治 アサイ ヒデハル ＨＩＤＥ

21 水越 元洋 ミズコシ モトヒロ Wisdom.RC GEN

22 中島 陽樹 ナカシマ ハルキ Nakashima

23 小池 健仁 コイケ ケンジ koike

① 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 12:38

ペースメーカー：①4分40秒、②4分45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 大崎 仁 オオサキ ヒトシ 滋賀陸協 OSAKI

3 関 直人 セキ ナオト Amalyze SEKI

4 菊池 雄太 キクチ ユウタ KIKU

5 新川 翔太 アラカワ ショウタ syota

6 稲垣 秀平 イナガキ シュウヘイ Syuhei

7 松丸 勇馬 マツマル ユウマ TOKYO BAY RC YUMA

8 三浦 明 ミウラ アキラ 虹ヶ咲学園陸上競技同好会 Toumato

9 岡田 航 オカダ ワタル WATARU

10 渡辺 淳二 ワタナベ ジュンジ NABEYAN

11 静谷 智泰 シズヤ トモヤス S.T

12 齋藤 悠介 サイトウ ユウスケ ゆーしー

13 鈴木 誠一 スズキ セイイチ MMナイトランナーズ SEIICHI

14 小林 大介 コバヤシ ダイスケ TDMR koba

15 打野 里奈 ウチノ リナ UCHINO

16 藤平 真ノ介 トウヘイ シンノスケ GAZELLE manokai

17 大川 高輝 オオカワ コウキ Koki

18 石川 稜 イシカワ リョウ Ryo

19 山崎 洋輔 ヤマザキ ヨウスケ ラチエンAC YOSUKE

20 山田 啓介 ヤマダ ケイスケ 蕪組織 KONAPO

21 小長根 広貴 コナガネ ヒロキ HIROKI

22 明田 圭一郎 アケタ ケイイチロウ 妙義男塾 akeCap

23 矢崎 将一 ヤザキ ショウイチ Sho

24 早川 貴浩 ハヤカワ タカヒロ TAKA

25 今井 英樹 イマイ ヒデキ ガレージ9 HIDE

① PM 澁谷宥介

② PM 佐久間祥



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 12:46

ペースメーカー：①4分30秒、②4分35秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 海老澤 武尊 エビサワ タケル EBISAWA

2 田子 雄一郎 タゴ ユウイチロウ TAGO

3 壬生倉 拓弥 ミブクラ タクミ MIBUKURA

4 安達 功 アダチ イサオ ＴＥＡＭ Ｒ×Ｌ＋ ＩＳＡＯ

5 大木 康生 オオキ コウセイ KO

6 小堀 光 コボリ ヒカリ 樂走組 KOBO

7 伴 卓磨 バン タクマ KERO KERO

8 大森 教尋 オオモリ ノリヒロ ポポロAC Omori

9 神崎 仁利 カンザキ マサトシ 東京マスターズ Kanzaki

10 柳沢 春樹 ヤナギサワ ハルキ High

11 山岸 和矢 ヤマギシ カズヤ kazuya

12 小林　 圭佑 コバヤシ ケイスケ merosuke

13 山口 克仁 ヤマグチ カツヒト KATSU

14 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト TORI

15 長島 将希 ナガシマ マサキ MASAKI

16 武田 哲治 タケダ テツジ TAROBE

17 西崎 昌宏 ニシザキ マサヒロ 小金井おじ練 NISSHY

18 宮崎 優 ミヤザキ スグル アスラAC SUGURU

19 三沢 大輔 ミサワ ダイスケ D.MISAWA

20 風間 健範 カザマ タケノリ KAZAMA

21 渡辺 伸吾 ワタナベ シンゴ SHINGO

22

① PM 秋葉直人

② PM 三津家貴也



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

1500m　男女9組 スタート時刻 12:54

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 畠山 康平 ハタケヤマ コウヘイ 永田町独身寮 HATAZO

2 射場本 陵 イバモト リョウ IBA

3 望月 真輝 モチヅキ マサキ MASAKI

4 百瀬 弦 モモセ ゲン MOMO

5 郡司 真彦 グンジ マサヒコ 乃上楓と白坂もあの思いで走る会 MA-KUN

6 宗石 和久 ムネイシ カズヒサ kmzn

7 妹尾 創太 セノオ ソウタ SOTA

8 後藤 憲仁 ゴトウ ノリヒト ザ・キジトラズ thekijitoras

9 成島 一輝 ナルシマ カズキ Naru

10 原田 貴正 ハラダ タカマサ TAKAMASA

11 島津 正孝 シマヅ マサタカ SHIMAO

12 山崎 雄大 ヤマザキ ユウタ TAA YUTA

13 相原 憲太 アイバラ ケンタ AIBARA

14 草野 翔吾 クサノ ショウゴ SHOGO

15 坪地 宏嘉 ツボチ ヒロヨシ Hiro

16 安田 勇太 ヤスダ ユウタ yuta

17 落合 健太 オチアイ タケヒロ OCHIAI

18 川井 勉 カワイ ツトム Team M×K kawai

19 田中 隆真 タナカ リュウマ 北陸銀行 RYUMA

20

21

22

① PM 岡本拓也

② PM 河合謙一



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

1500m　男女10組 スタート時刻 13:02

ペースメーカー：①4分20秒、②4分25秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 長野 和生 ナガノ カズキ サウルスジャパン Kazuki

2 北山 俊太朗 キタヤマ シュンタロウ 千住ジュニア Syuntaro

3 座間 保成 ザマ ヤスナリ ＪＲ東日本千葉 ZETT

4 村上 智哉 ムラカミ トモヤ Tomoya

5 本長谷 好富 モトハセ ヨシトミ 東京陸上競技協会 YOSHITOMI

6 根本 龍大 ネモト タツヒロ 藤沢市陸協 NEMOTO

7 小坂 高史 コサカ タカシ kosaka

8 笠井 勇馬 カサイ ユウマ 特になし Kasai

9 大淵 青哉 オオフチ セイヤ Ofuchi

10 猪俣 蓮太 イノマタ レンタ ゴリラ部 RENTA

11 杉本 孝公 スギモト タカマサ SUGIMOTO

12 木村 創 キムラ ツクル 静岡陸協 KIMURA

13 松下 孝洋 マツシタ タカヒロ TAKAHIRO

14 山口 亮太郎 ヤマグチ リョウタロウ RYOTARO

15 守家 英斗 モリヤ ヒデト Moriya

16 宮岡 淳 ミヤオカ ジュン 藤井一樹RC JUN

17 増子 亘輝 マシコ コウキ Kouki

18 中村 康平 ナカムラ コウヘイ 厚木市陸上競技協会 KOHEI

19 松永 健士 マツナガ ケンシ 健ちゃん練 KENSHI

20

21

22

① PM 加藤拓海

② 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11組 スタート時刻 13:10

ペースメーカー：①4分10秒、②4分15秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 木村 雄哉 キムラ ユウヤ パーソル ＰＥＲＳＯＬ

2 長尾 暁人 ナガオ アキト Gao

3 岩瀬 弘之 イワセ ヒロユキ HIROYUKI

4 板垣 洋平 イタガキ ヨウヘイ 立川陸協 ITA

5 小坂 啓悟 コサカ ケイゴ GRlab関東 KEIGO

6 林 祐輝 ハヤシ ユウキ 川崎陸協 HAYASHI

7 細川 奈於 ホソカワ ナオ 獨協医科大 7010

8 原口 孝徳 ハラグチ タカノリ Haraguchi

9 加藤 圭 カトウ ケイ KEI

10 西郷 孝一 サイゴウ タカヒト TAKA

11 藪田 峻也 ヤブタ タカヤ YABUTA

12 根本 夏生 ネモト ナツオ NATSUO

13 多賀 長門 ﾀｶﾞ ﾅｶﾞﾄ 島本プロジェクト NAGATO

14 齊藤 堪汰 ｻｲﾄｳ ｶﾝﾀ 島本プロジェクト KANTA

15 佐藤 大宇 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｳ 島本プロジェクト DAIU

16 正木 大己 マサキ ハルキ Haruki

17 近藤 祥平 コンドウ ショウヘイ N U B S kondo

18 萩原 久也 ハギワラ ヒサヤ Hisaya

19 小野田 翔太 オノダ ショウタ SHOTA

20 北崎 翔馬 キタザキ ショウマ SHOMA

21 田屋 智規 タヤ トモキ T.TAYA

22

① PM 佐久間祥

② PM 秋葉直人



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

1500m　男女12組 スタート時刻 13:18

ペースメーカー：①3分55秒、②4分00秒、③4分05秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 嶋崎 敬太 シマザキ ケイタ 青梅市陸協 KEITA

2 桃澤 大祐 モモザワ ダイスケ MOMO

3 海老沼 太志 エビヌマ タイシ MKプロジェクト TAISHI

4 福澤 元己 フクザワ モトキ Team Yamanaka ZAWA

5 髙野 勇登 タカノ ユウト PTC yuto

6 会田 優介 アイタ ユウスケ 茨城陸上競技協会 YUSUKE

7 古和田 響 コワダ ヒビキ RSLAB Liberty

8 松田 将大 マツダ マサヒロ MAZDA

9 有村 誠太朗 アリムラ セイタロウ RSLAB seita

10 斎藤 湧歩 サイトウ ユウホ ＷｉｎｄＲｕｎ HRN

11 堀田 浩夢 ホッタ ヒロム HIROMU

12 梅村 一輝 ウメムラ カズキ Power System KAZUKI

13 山口 純平 ヤマグチ ジュンペイ ELDORESO JP

14 麻生 拓茉 アソウ タクマ ASO

15 荒谷 謙 アラタニ ケン 茨城陸協 ARATANI

16

17

18

19

20

① PM 三津家貴也 PM 佐久間祥

② PM 加藤拓海 PM 秋葉直人

③ PM 澁谷宥介



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 13:26

ペースメーカー：①11分00秒、②11分15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 木村 優基 キムラ ユウキ 矢口ランニングクラブ YUUKI

2 外間 結那 ソトマ ユイナ 矢口ランニングクラブ YUINA

3 道口 愛 ミチグチ アイ なし MITI.AI

4 安田 裕輔 ヤスダ ユウスケ 左目0.02 ye

5 勘舎 方敬 カンジャ マサヨシ KANJA

6 伊東 宏晃 イトウ ヒロアキ HIRO

7 狩谷 茂一 カリヤ シゲカズ 酒RUN OSHIGE

8 三枝 雄一郎 サエグサ ユウイチロウ SAEGUSA

9 池崎 貢司 イケザキ コウジ CHAMA

10 中光 和裕 ナカミツ カズヒロ KAZZ

11 青柳 諒 アオヤギ リョウ AOYAGI

12 杉田 雅宏 スギタ マサヒロ クラブＲ２東日本 ＭＡＳＡ

13 瀬尻 健太郎 セジリ ケンタロウ 三菱重工RC Kentaro

14 諏訪 有貴子 スワ ユキコ bin

15 山田 啓介 ヤマダ ケイスケ 蕪組織 KONAPO

16 山崎 忠勝 ヤマザキ タダマサ Run&Beer ZAKIYAMA

17 広井 渡 ヒロイ ワタル Team M×K wata

18 林 みづほ ハヤシ ミヅホ MIZUHO

19 新嶋 明 ニイジマ アキラ RSLAB AKIRA

20 齊藤 譲 サイトウ ユズル YUZU

21 村上 貴博 ムラカミ タカヒロ TAKAHIRO

22 松本 郷平 マツモト キョウヘイ Kyohei

23 小川 晋史 オガワ シンジ TOKYO BAY RC S.OGAWA

24 伊東 弥生 イトウ ヤヨイ RSLAB YAYOI

25 黒部 健 クロベ ケン 横浜市陸協 ken

26 関根 正之 セキネ マサユキ MASAYUKI

27 市川 博明 イチカワ ヒロアキ ＩＣＨＩＫＡＷＡ

28 磯崎 学 イソザキ マナブ MANABU

29 安西 義則 アンザイ ヨシノリ anpu

30 稲田 実波 イナダ ミナミ RSRBB Minami

31 太田 浩子 オオタ ヒロコ 三沢塾 HIROKO

32 吉村 真友子 ヨシムラ マユコ MAYUKO

33 麻生 五月 アソウ サツキ SATSUKI

34 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 中家軍 TK

35

① PM 須崎裕也

② PM 兒玉雄介

③ PM 秋山太陽

④ PM 齋藤拓也

① 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2組 スタート時刻 13:44

ペースメーカー：①10分00秒、②10分15秒、③10分30秒、④10分45秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 杉本 孝公 スギモト タカマサ SUGIMOTO

2 鵜瀬 和秀 ウセ カズヒデ U.S.E.

3 藤木 新也 フジキ シンヤ SHINYA

4 平島 達也 ヒラシマ タツヤ Hirashi

5 岩崎 啓昭 イワサキ ヒロアキ HIROAKI

6 守家 英斗 モリヤ ヒデト Moriya

7 宮岡 淳 ミヤオカ ジュン 藤井一樹RC JUN

8 鷹觜 勇宜 タカノハシ ユウキ 今市市民会 ?ok Y?K?

9 高橋 純一 タカハシ ジュンイチ TAKAHASHI

10 奥田 一之 オクダ カズユキ Kazu

11 荻原 慶也 オギハラ ケイヤ Ｋ

12 鈴木 光太郎 スズキ コウタロウ サウルスJPN KOTARO

13 大木 康生 オオキ コウセイ KO

14 皆川 麻美 ミナカワ アサミ Asami

15 木川 大輔 キカワ ダイスケ DreamAC DICEK

16 幸本 裕司 コウモト ユウジ 越谷ランナーズ YK

17 合田 なぎさ ゴウダ ナギサ nagisa

18 木屋村 守 キヤムラ マモル 多摩川クラブ KIYAKIYA

19 宮本 類 ミヤモト ルイ RSLAB RUI

20 林 俊宏 ハヤシ トシヒロ TOSHI

21 久保 康生 クボ ヤスオ KUBO

22 林 貴之 ハヤシ タカユキ TAKA

23 タマル オサム タマル オサム tamaru

24 天満 優一朗 テンマ ユウイチロウ TEMMA

25 根岸 洋一郎 ネギシ ヨウイチロウ Gachio

26 中島 圭一 ナカシマ ケイイチ K

27 松崎 雅春 マツザキ マサハル MASA

28 小川 創平 オガワ ソウヘイ DEN

29 舩元 雄一郎 フナモト ユウイチロウ FU

30 小泉 緑 コイズミ ミドリ Breakthrough Mirori

31 財前 晋 ザイゼン ススム zzn

32 春山 裕介 ハルヤマ ユウスケ はだし駅伝部 Haru 3

33 水越 元洋 ミズコシ モトヒロ Wisdom.RC GEN

34

35

① PM 須崎裕也

② PM 兒玉雄介

③ PM 秋山太陽

④ PM 齋藤拓也



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 14:00

ペースメーカー：①9分30秒、②9分40秒、③9分50秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 薄衣 丞生 ウスギヌ ジョウ Joh

2 須藤 剛 スドウ ツヨシ WindRun TSUYOSHI

3 加治佐 純 カジサ ジュン jun

4 山中 優 ヤマナカ ユウ YU

5 根本 夏生 ネモト ナツオ NATSUO

6 松田 拓朗 マツダ タクロウ TAKURO

7 阿部 巧 アベ タクミ 湘南ランタジスタ ABC

8 山田 翔一郎 ヤマダ ショウイチロウ YAMADA

9 福井 準 フクイ ジュン Jun

10 島貫 裕太 シマヌキ ユウタ KRC YUT

11 須田 由太 スダ ユウタ 南蛮連合 Yuta

12 朝間 玲羽 アサマ リョウ ASAMA

13 水落 徳哲 ミズオチ ノリアキ ＦＲＣ BIG-MIC

14 今西 真 イマニシ マコト SAYO

15 小山 清和 コヤマ キヨカズ グッドパッチ Kiyo

16 杉山 詠一 スギヤマ エイイチ 慶應義塾大学 Eiichi

17 奥村 哲生 オクムラ テツオ OKU

18 太田 聖 オオタ セイ SEI

19 松藤 久 マツフジ ヒサシ 駒沢公園JC Hisashi

20 小川 高明 オガワ タカアキ OGAWA

21 加瀬 徹 カセ トオル Team Inspire TK

22 久保田 祥伍 クボタ ショウゴ 東大submine KUBOSHO

23 小菅 雄太郎 コスゲ ユウタロウ KOSUGE

24 原 和裕 ハラ カズヒロ サウルスジャパン HARA-san

25 壬生倉 拓弥 ミブクラ タクミ MIBUKURA

26 山崎 宇哲 ヤマザキ ヒロアキ UTETSU

27 井上 裕介 イノウエ ユウスケ YUSUKE

28 片山 真人 カタヤマ マサト KATAYAN

29 大谷 知哉 オオタニ トモヤ Otani

30 佐々木 大輔 ササキ ダイスケ ニッポンランナー DAISUKE

31 安達 功 アダチ イサオ ＴＥＡＭ Ｒ×Ｌ＋ ＩＳＡＯ

32 川井 勉 カワイ ツトム Team M×K kawai

33 鳥居 邦彦 トリイ クニヒコ なごみ堂整骨院 Trippin

34 高見 瑞樹 タカミ ミズキ 足柄男塾 mizu

35 北見 学 キタミ マナブ MANABU

36 笠谷 駿介 カサヤ シュンスケ MG RC SHUN

37 遠山 翔太 トオヤマ シヨウタ ki

① PM 兒玉雄介

② PM 秋山太陽

③ PM 齋藤拓也



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 14:14

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 桃澤 大祐 モモザワ ダイスケ MOMO

2 山口 純平 ヤマグチ ジュンペイ ELDORESO JP

3 大谷 宗平 オオタニ シュウヘイ T-nex Shuu-Nex

4 菊地 悠人 キクチ ユウト 東京陸協 TOUYU

5 前川 元気 マエカワ ゲンキ GENKI

6 藪田 峻也 ヤブタ タカヤ YABUTA

7 がんばれ ゆうすけ ガンバレ ユウスケ 吉本興業 GANBARE

8 大石 祐希 オオイシ ユウキ yuuki

9 小川 真誉 オガワ マヨ Mayo

10 長門 元太 ナガト ゲンタ 横須賀陸協 NAGATO

11 鈴木 基史 スズキ モトシ 川崎市陸協 suzuki

12 坂上 佳也 サカガミ ヨシヤ RFA SAKAGAMI

13 永野 裕也 ナガノ ユウヤ 藤井一樹RC NY

14 長尾 暁人 ナガオ アキト Gao

15 井上 明弘 イノウエ アキヒロ 横須賀市陸協 Akihiro

16 西郷 孝一 サイゴウ タカヒト TAKA

17 片瀬 祐樹 カタセ ユウキ KATASE

18 山田 瑞穂 ヤマダ ミズホ 埼玉陸協 YAMACHE

19 網谷 直紀 アミタニ ナオキ 富山陸協 NAOKI

20 栗原 篤人 クリハラ アツヒト TKランニング倶楽部 KURIBOY

21 宇佐美 森 ウサミ シン SHIN

22 松本 龍晴 マツモト リュウセイ 東京陸協 RYU

23 齊藤 悠介 サイトウ ユウスケ YUSUKE

24 足立 良太 アダチ リヨウタ 湘南ランタジスタ RYOTA

25 近藤 柊斗 コンドウ シュウト 湘南ランタジスタ SHUTO

26 早川 元 ハヤカワ ゲン 湘南ランタジスタ GEN

27 福澤 元己 フクザワ モトキ Team Yamanaka ZAWA

28 三牧 駿太 ミマキ シュンタ 湘南ランタジスタ Mimaki

29 平野 帆峻 ヒラノ ホダカ HIRANO

30 萩原 久也 ハギワラ ヒサヤ Hisaya

31 大村 展弘 オオムラ ノブヒロ OOMURA

32 鎌田 一輝 カマダ カズキ KAMADA

33 石井 圭一 イシイ ケイイチ ニッポンランナーズ k-ichi

34

35

① PM 須崎裕也 PM 加藤拓海

② PM 兒玉雄介 PM 澁谷宥介

③ PM 秋山太陽 PM 佐久間祥

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 14:28

ペースメーカー：①15分45秒、②16分00秒、③16分20秒、④16分40秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 河野 陽一 コウノ ヨウイチ JP日本郵政グループ東京 YOICHI

2 浜田 裕介 ハマダ ユウスケ 横浜鉄人クラブ Hama

3 大野 瑛 オオノ アキラ 東京陸協 AKIRA

4 太田 智也 オオタ トモヤ OTA

5 秦野 稔己 ハタノ トシキ HATANO

6 麻田 悠馬 アサダ ユウマ 毛利探偵事務所 KAISYA YAMETAI

7 孫田 礼人 マゴタ アヤト AYATO

8 荒川 雅明 アラカワ マサアキ masa

9 小澤 昂平 オザワ コウヘイ 東京都庁 OZAWA

10 兼本 柊哉 カネモト シュウヤ 東京陸協 SHUUYA

11 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ MASAHIRO

12 近藤 邦彦 コンドウ クニヒコ 横須賀市陸協 KONDO

13 古賀 稔基 コガ トシキ KOGA

14 渡辺 絢也 ワタナベ ジュンヤ 平塚市陸協 JUNYA

15 大駒 宗帥喜 オオコマ カズキ Kazuki

16 森 雅俊 モリ マサトシ MM

17 山田 瑞穂 ヤマダ ミズホ 埼玉陸協 YAMACHE

18 鷹觜 厚宜 タカノハシ アツキ ＡＴ

19 福永 泰幸 フクナガ ヤスユキ 脳天逆立倶楽部 NSC

20 佐藤 隼 サトウ ジュン 炎のランナー JUN

21 深澤 洋志 フカザワ ヒロシ 東京陸協 FUKAZAWA

22 副島 陽也 ソエジマ ハルヤ WindzRC Soe

23 坂詰 北斗 サカヅメ ホクト HOKUTO

24 櫻田 将 サクラダ マサル MAJ

25 河西 博希 カワニシ ヒロキ Breakthrough Kawanee

26 山下 翔希 ヤマシタ ショウキ shoki

27 山野 タケシ ヤマノ タケシ yummy__monkey

28 新開 嶺 シンカイ レイ REI

29 須田 由太 スダ ユウタ 南蛮連合 Yuta

30 阿部 靖 アベ ヤスシ ABE

31 伊藤 健介 イトウ ケンスケ ランニング・デポ itoku

32 本長谷 好富 モトハセ ヨシトミ 東京陸上競技協会 YOSHITOMI

33 亀井 康弘 カメイ ヤスヒロ KAME

34 小檜山 江未留 コビヤマ エミル BNK23 EMIRATES

35 坂上 佳也 サカガミ ヨシヤ SAKAGAMI

36 ニシミヤ リク ニシミヤ リク RSLAB リック～(^^)/

37 平原 淳 ヒラハラ ジュン JMA HIRAHARA

38

39

40

41

42

① PM 門出康孝

② PM 阿部飛雄馬

③ PM 岩佐快斗

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7組 スタート時刻 14:50

ペースメーカー：①14分40秒、②14分55秒、③15分10秒、④15分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 宮崎 暖大 ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙﾄ 藤沢翔陵高校 MIYAZAKI

2 矢後 銀次 ﾔｺﾞ ｷﾞﾝｼﾞ 藤沢翔陵高校 YAGO

3 辻原 輝 ﾂｼﾞﾊﾗ ﾋｶﾙ 藤沢翔陵高校 TUJIHARA

4 大西 悠生 オオニシ ユウキ 神奈川県陸協 Y.O

5 藤原 拓 フジワラ タク FUJIWARA

6 富張 裕紀 トミハリ ユウキ 矢口ランニングクラブ TOMIHARI

7 菅原 潤 ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝ 藤沢翔陵高校 SUGAWARA

8 今井 凜 ｲﾏｲ ﾘﾝ 藤沢翔陵高校 IMAI

9 菊池 康介 ｷｸﾁ ｺｳｽｹ 藤沢翔陵高校 KIKUCHI

10 荒谷 洋輔 ｱﾗﾀﾆ ﾖｳｽｹ 藤沢翔陵高校 ARATANI

11 稲光 希竜 ｲﾅﾐﾂ ｷﾘｭｳ 藤沢翔陵高校 INAMITU

12 中川 晴喜 ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 藤沢翔陵高校 NAKAGAWA

13 横内 佑太朗 ヨコウチ ユウタロウ ASICS YUTARO

14 藤野 滉生 フジノ コウキ GAZELLE KOUKI

15 有路 翔 アリジ カケル Kake

16 内田 昌寛 ウチダ マサヒロ MASA

17 西澤 航大 ニシザワ コウダイ 東京理科大学 Nishizawa

18 平野 慶介 ヒラノ ケイスケ keifarah

19 永見 聡一朗 ナガミ ソウイチロウ 東京陸協 nagasou

20 海津 達也 カイヅ タツヤ KAIZU

21 堀 貴博 ホリ タカヒロ チーム蓼科 37-Sai

22 山中嶋 秀和 ヤマナカジマ ヒデカス STFC STFC

23 山上 剛史 ヤマガミ タケシ STFC STFC

24 内田 拓希 ウチダ ヒロキ 小田原NR SHIBA

25 奥津 大志 オクツ タイシ OKUTSU

26 海老沼 太志 エビヌマ タイシ MKプロジェクト TAISHI

27 菊池 吉紘 キクチ ヨシヒロ 東京陸協 YOTTI

28 山﨑 健聖 ヤマザキ タケトシ 名もなき練習会 take

29 小川 真誉 オガワ マヨ Mayo

30 安田 京介 ヤスダ キョウスケ YSD

31 下村 和也 シモムラ カズヤ 市川ＭＣ SHIMOMUUU

32 梅村 一輝 ウメムラ カズキ Power System KAZUKI

33 阿部 哲也 アベ テツヤ ABE

34 内山 有機 ウチヤマ ユウキ YUKI

35

36

37

38

39

40

① PM 門出康孝

② PM 阿部飛雄馬

③ PM 岩佐快斗 PM 須崎裕也

④ PM 河野孝志


