
日時： 2022年9月23日（金）13時15分～17時40分
場所： 味の素スタジアム西競技場（AGFフィールド）

＜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 女子 1組 13:15 12:00 12:45 13:10 8名

1500m 男子 1組 13:25 12:10 12:55 13:20 18名

1500m 男子 2組 13:34 12:19 13:04 13:29 21名

1500m 男子 3組 13:43 12:28 13:13 13:38 19名

1500m 男子 4組 13:52 12:37 13:22 13:47 18名

1500m 男子 5組 14:00 12:45 13:30 13:55 17名

3000m 男子 1組 14:08 12:53 13:38 14:03 24名

3000m 男子 2組 14:22 13:07 13:52 14:17 25名

3000m 男子 3組 14:36 13:21 14:06 14:31 27名

5000m 男子 1組 14:50 13:35 14:20 14:45 26名

5000m 男子 2組 15:13 13:58 14:43 15:08 31名

5000m 男子 3組 15:36 14:21 15:16 15:31 32名

5000m 男子 4組 15:58 14:43 15:38 15:53 26名

10000m 男子 1組 16:20 15:05 16:00 16:15 33名

10000m 男子 2組 17:00 15:45 16:40 16:55 29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/1HFtgHwXDGiUyCp4Cq7GQFge6VPPGWO2gJ5kiMrH6cCs/

　※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。

・当日エントリー（参加費3,000円、表の空白箇所のみ）の受付をいたしますので、

　ご希望の方はスタート30分前までに受付で参加費を支払いの上でご参加ください。

・競技運営の都合上、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、各自で印刷等ご対応願います。（有効性確認済）

＜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　女子1組 スタート時刻 13:15

ペースメーカー なし

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

1 黒田 なつみ クロダ ナツミ GRlab関東 東京都 着

2 飯田 夏生 イイダ ナツキ 東京陸協 東京都 着

3 新城 かおり シンジョウ カオリ DreamAC 東京都 着

4 竹森 友香 タケモリ ユカ 筑波ウィンドAC 茨城県 着

5 森谷 虹色 モリヤ ソラ シードソレイユ取手 茨城県 着

6 宇根 琴羽 ウネ コトハ 埼玉陸協 埼玉県 着

7 大田 真瑚 オオタ マコ 北里大学陸上部 神奈川県 着

8 末永 めぐみ スエナガ メグミ RunWave 東京都 着

9 着

10 着

11 着

12 着

13 着

14 着

15 着

4'40"-5'55"

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1組 スタート時刻 13:25

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

1 篠塚 明裕 シノヅカ アキヒロ 東京陸協 東京都 着

2 窪田 俊郎 クボタ トシロウ ピッツキューブRC 東京都 着

3 菊池 雄太 キクチ ユウタ 大和市陸協 神奈川県 着

4 水越 元洋 ミズコシ モトヒロ 葛西ランナーズ 東京都 着

5 上岡 基洋 ウエオカ モトヒロ 東京陸協 東京都 着

6 有賀 駿 アリガ シュン GREEN CURRY CLUB 東京都 着

7 三枝 秀徳 サイグサ ヒデノリ TGT 東京都 着

8 小川 友岳 オガワ トモタケ 東京陸協 東京都 着

9 埴原 正樹 ハイバラ マサキ 東京マスターズ 東京都 着

10 岡野 僚 オカノ リョウ Ｃ＆Ａ成田 千葉県 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 倉下 直樹 クラシタ ナオキ 東京陸上競技協会 東京都 着

13 谷口 智哉 タニグチ トシヤ クラブR2東日本 東京都 着

14 清水 修 シミズ オサム ELDORESO ラウドランナーズ 東京都 着

15 瀬尻 健太郎 セジリ ケンタロウ 三菱重工RC 長崎県 着

16 着

17 着

18 着

19 着

PM3 20 古和田 響 コワダ ヒビキ RSLAB 東京都 着

PM2 21 中野 蒼塁 ナカノ アルム CARP STREAMARS 埼玉県 着

PM1 22 山下 友陽 ヤマシタ ユウヒ 松戸市陸協 千葉県 着

着順

4'38"-5'00"

PM ①4'40" 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 13:34

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

1 宮崎 寛大 ミヤザキ ヒロト 町田堺中 東京都 着

2 伊與田 和希 イヨダ カズキ 立教AC 東京都 着

3 渡部 剛士 ワタベ ツヨシ 東京工業大学 東京都 着

4 川井 勉 カワイ ツトム TeamM×K 東京都 着

5 菅原 晋之介 スガワラ シンノスケ東京陸上競技協会 東京都 着

6 高橋 勇気 タカハシ ユウキ 東京陸協 東京都 着

7 河野 光一 コウノ コウイチ 甲府陸協 山梨県 着

8 宇根 治希 ウネ ハルキ 埼玉陸協 埼玉県 着

9 安部 嘉葵 アベ ヨシキ RSLAB 東京都 着

10 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト 東京陸協 東京都 着

11 木城 敏明 キシロ トシアキ 東京陸協 東京都 着

12 藤本 幸志朗 フジモト コウシロウ神奈川陸協 神奈川県 着

13 石井 浩行 イシイ ヒロユキ コモック 群馬県 着

14 山崎 雄大 ヤマザキ ユウタ 東京陸協 東京都 着

15 坂井 岳夫 サカイ タケオ 京都陸協 京都府 着

16 増田 翔 マスダ ショウ 東京陸協 東京都 着

17 北 陽斗 キタ ハルト 創価大学 北海道 着

18 星宮 一木 ホシミヤ カズキ Jクラブ 東京都 着

19 井上 裕介 イノウエ ユウスケ ONE TOKYO RC 東京都 着

20 着

PM2 21 福澤 元己 フクザワ モトキ 東京陸協 東京都 着

PM1 22 大西 悠生 オオニシ ユウキ 帝京大学 神奈川県 着

4'29"-4'35"

着順

PM ①4'30" ②4'35"



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 13:43

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

1 風間 健範 カザマ タケノリ 笛吹市陸協 山梨県 着

2 福嶋 拓人 フクシマ タクト Next Generation 神奈川県 着

3 郡司 真彦 グンジ マサヒコ 東京陸協 東京都 着

4 吉本 優貴 ヨシモト ユウキ 米鈴AC 三重県 着

5 木村 創 キムラ ツクル 静岡陸協 静岡県 着

6 秋葉 雄大 アキバ ユウダイ JR東日本 千葉県 着

7 吉岡 伶 ヨシオカ レイ NUBS 神奈川県 着

8 安田 隼 ヤスダ シュン 東京陸協 東京都 着

9 内田 創真 ウチダ ソウマ 中央学院大学AC 千葉県 着

10 柳沢 薫 ヤナギサワ カオル 東京陸協 東京都 着

11 市川 琉生 イチカワ ルイ 湘南ランタジスタ 山形県 着

12 降矢 大地 フリヤ ダイチ 北里大学陸上部 神奈川県 着

13 木内 博之 キウチ ヒロユキ WindRun 東京都 着

14 千田 俊輔 センダ シュンスケ クラブR2北海道 北海道 着

15 白石 貢一 シライシ コウイチ 川崎市陸協 神奈川県 着

16 土居 晃己 ドイ コウキ 北里大学陸上部 神奈川県 着

17 原田 貴正 ハラダ タカマサ Team M×K 東京都 着

18 着

19 着

PM2 20 古和田 響 コワダ ヒビキ RSLAB 東京都 着

21 着

PM1 22 山下 友陽 ヤマシタ ユウヒ 松戸市陸協 千葉県 着

4'15"-4'25"

着順

PM ①4'15" ②4'20"



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 13:52

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

1 坂田 岳 サカタ ガク 早稲田大学陸上競技同好会 東京都 着

2 山崎 宇哲 ヤマザキ ヒロアキ 早大同 東京都 着

3 根本 夏生 ネモト ナツオ 川崎市陸協 神奈川県 着

4 木村 良将 キムラ ヨシマサ ドリームステージ 茨城県 着

5 西郷 孝一 サイゴウ タカヒト 矢巾町陸協 岩手県 着

6 沖元 太一 オキモト タイチ 十条SC 東京都 着

7 渡部 亮太 ワタナベ リョウタ 東京陸協 東京都 着

8 小林 壱輝 コバヤシ イツキ 東日本旅客鉄道株式会社千葉支社 千葉県 着

9 松原 聖斗 マツバラ キヨト 東京都庁 東京都 着

10 野口 悠 ノグチ ユウ 相模原市役所RC 神奈川県 着

11 多賀 長門 タガ ナガト 島本プロジェクト 東京都 着

12 佐藤 大宇 サトウ ダイウ 島本プロジェクト 東京都 着

13 齋藤 堪汰 サイトウ カンタ 島本プロジェクト 東京都 着

14 森田 拡希 モリタ ヒロキ 東京陸協 東京都 着

15 宇津木 亮 ウツキ リョウ 東京陸協 東京都 着

16 三浦 優平 ミウラ ユウヘイ 東京陸協 東京都 着

17 着

18 着

19 着

20 着

PM1 21 中野 蒼塁 ナカノ アルム CARP STREAMARS 埼玉県 着

PM2 22 大西 悠生 オオニシ ユウキ 帝京大学 神奈川県 着

4'07"-4'12"

着順

PM ①4'07" ②4'12"



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 14:00

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

1 嶋崎 敬太 シマザキ ケイタ 青梅市陸協 東京都 着

2 寺澤 龍之輔 テラザワ リュウノスケ佐賀陸協 佐賀県 着

3 田口 雅也 タグチ マサヤ 上尾市陸協 埼玉県 着

4 堀 貴博 ホリ タカヒロ 大垣体連 岐阜県 着

5 松ヶ野 毅 マツガノ タケル 埼玉陸協 埼玉県 着

6 長島 甲輝 ナガシマ コウキ 立川市陸協 東京都 着

7 中川 慎太郎 ナカガワ シンタロウ土浦市陸上競技会 茨城県 着

8 篠原 亮太 シノハラ リョウタ 放送大関西 大阪府 着

9 袴田 翔 ハカマタ ショウ 内田治療院陸上部 東京都 着

10 坂巻 知樹 サカマキ トモキ 石川走友会 栃木県 着

11 横内 悠 ヨコウチ ユウ TRIGGER AC 千葉県 着

12 松本 一希 マツモト カズキ 東京大学大学院 東京都 着

13 本郷 憲人 ホンゴウ ケント 獨協大学 東京都 着

14 近藤 邦彦 コンドウ クニヒコ 横須賀市陸協 神奈川県 着

15 着

16 板倉 佳克 イタクラ ヨシカツ 横浜市陸協 神奈川県 着

17 着

18 着

19 着

20 着

PM1 21 福澤 元己 フクザワ モトキ 東京陸協 東京都 着

PM2 22 山下 友陽 ヤマシタ ユウヒ 松戸市陸協 千葉県 着

3'50"-4'05"

PM ①2'35" 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

3000m　男子1組 スタート時刻 14:08

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

1 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

2 吉村 仁志 ヨシムラ ヒトシ NEC三田 東京都 着

3 阿部 祥生 アベ ヨシキ 厚木市陸協 神奈川県 着

4 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ 東京陸協 東京都 着

5 築茂 優斗 ツクモ ユウト 東京実業高校 東京都 着

6 上條 充洋 カミジョウ ミツヒロ山梨県陸協 山梨県 着

7 大西 峻二 オオニシ シュンジ 末脚ダイナマイト 東京都 着

8 渡邉 空斗 ワタナベ ソラト 東京陸協 東京都 着

9 小滝 禮 コタキ ライ 東京実業高校 東京都 着

10 武田 拓郎 タケダ タクロウ 敷根クラブ 静岡県 着

11 山下 和真 ヤマシタ カズマ 東京陸協 東京都 着

12 西井 大樹 ニシイ ダイキ チーム気仙沼 宮城県 着

13 千田 俊輔 センダ シュンスケ クラブR2北海道 北海道 着

14 中島 崇晴 ナカジマ タカハル 静岡陸協 静岡県 着

15 浦 広樹 ウラ ヒロキ 川崎市陸上競技協会 神奈川県 着

16 中山 侑人 ナカヤマ ユウト 無所属 神奈川県 着

17 三浦 重範 ミウラ シゲノリ 東京陸上競技協会 東京都 着

18 上條 空奈 カミジョウ セナ 東京陸協 東京都 着

19 小柳 祐介 オヤナギ ユウスケ さいたま市陸協 埼玉県 着

PM1 20 古和田 響 コワダ ヒビキ RSLAB 東京都 着

PM2 21 中野 蒼塁 ナカノ アルム CARP STREAMARS 埼玉県 着

PM3 22 大西 悠生 オオニシ ユウキ 帝京大学 神奈川県 着

23 渡辺 聖吾 ワタナベ ショウゴ 伊東市民病院 東京都 着

24 着

25 着

26 着

27 着

28 着

PM4 29 井上 開登 イノウエ カイト 早大同好会 東京都 着

30 着

9'29"-11'00"

着順

PM ①9'30" ②9'45" ③10'00" ④10'30"



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

3000m　男子2組 スタート時刻 14:22

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

1 中野 洸介 ナカノ コウスケ さいたま市陸協 埼玉県 着

2 有馬 優仁 アリマ ユウジン 東京マスターズ 東京都 着

3 大垣 秀介 オオガキ シュウスケ東京陸協 東京都 着

4 杉山 悠 スギヤマ ユウ 栃木陸協 栃木県 着

5 谷川 尚希 タニカワ ナオキ 茨城陸協 茨城県 着

6 壬生倉 拓弥 ミブクラ タクミ 鎌ヶ谷陸上競技協会 千葉県 着

7 橋本 知弥 ハシモト トモヤ 東京実業高校 東京都 着

8 安藤 佑馬 アンドウ ユウマ 東京実業高校 東京都 着

9 川西 優和 カワニシ ヒロカズ 東京陸協 東京都 着

10 福井 準 フクイ ジュン インターバル部 千葉県 着

11 芳澤 康太郎 ヨシザワ コウタロウ浜松ホトニクス 静岡県 着

12 北原 知孝 キタハラ トモタカ ともたカーニバル！ 東京都 着

13 原田 真仁 ハラダ シンジ 東京実業高校 東京都 着

14 毛利 拓真 モウリ タクマ クラブR2東日本 東京都 着

15 鈴木 大樹 スズキ ヒロキ クラブR2東日本 神奈川県 着

16 河合 勇樹 カワイ ユウキ 水元公園ＲＣ 千葉県 着

17 内田 知希 ウチダ トモキ 小田原NR 神奈川県 着

18 高橋 空也 タカハシ クウヤ TOKYO BAY RC 千葉県 着

19 千良 悠太朗 チラ ユウタロウ 國學院陸上競技同好会 東京都 着

20 原 寛樹 ハラ ヒロキ 北里大学陸上部 神奈川県 着

21 高野 奏生 タカノ カナル さいたま市陸協 埼玉県 着

22 安田 有佑 ヤスダ ユウスケ 東京外国語大 三重県 着

23 梶山 拓真 カジヤマ タクマ 茨城陸協 茨城県 着

24 着

25 着

26 着

27 着

28 着

PM1 29 須河 宏紀 スガワ ヒロキ 東京陸協 東京都 着

PM2 30 古川 大晃 フルカワ ヒロアキ 東京大学大学院 熊本県 着

9'00"-9'25"

PM ①6'00"(2000m) ②9'15"

着順



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

3000m　男子3組 スタート時刻 14:36

2000m迄

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

1 松下 稜 マツシタ リョウ 三好市陸協 徳島県 着

2 桃澤 大祐 モモザワ ダイスケ サンベルクス陸上競技部 東京都 着

3 大田黒 太郎 オオタグロ タロウ 静岡陸協 静岡県 着

4 遠藤 旦 エンドウ ダン 東京陸協 東京都 着

5 菊地 悠人 キクチ ユウト 東京陸協 東京都 着

6 伊藤 彬浩 イトウ アキヒロ 船橋市消防局 千葉県 着

7 橋本 龍介 ハシモト リョウスケ福岡陸協 福岡県 着

8 石井 琉聖 イシイ リュウセイ 明治大同好会 神奈川県 着

9 近藤 邦彦 コンドウ クニヒコ 横須賀市陸協 神奈川県 着

10 森 健也 モリ ケンヤ みすみ光明堂 島根県 着

11 島田 仁 シマダ ジン 羽生陸協 埼玉県 着

12 高橋 健人 タカハシ ケント 酒田市陸協 山形県 着

13 高橋 健人 タカハシ ケント 酒田市陸協 山形県 着

14 高本 崇一郎 タカモト ソウイチロウ東京陸競 東京都 着

15 栃木 祐輝 トチギ ユウキ NINE TOCHIGI TC 栃木県 着

16 石上 真吾 イシガミ シンゴ 見次クラブ 静岡県 着

17 佐竹 樹 サタケ イツキ 福島陸協 福島県 着

18 竹森 青 タケモリ アオ 東京実業高校 東京都 着

19 国友 祐磨 クニトモ ユウマ 東京陸協 東京都 着

20 五十嵐 一喜 イガラシ カズキ next generation 神奈川県 着

21 坂巻 知樹 サカマキ トモキ 石川走友会 栃木県 着

PM2 22 山下 友陽 ヤマシタ ユウヒ 松戸市陸協 千葉県 着

23 西郷 孝一 サイゴウ タカヒト 矢巾町陸協 岩手県 着

24 樽木 将吾 タルキ ショウゴ 小田原市役所 神奈川県 着

25 苅谷 凌 カリヤ リョウ 坂戸市陸協 埼玉県 着

26 着

27 着

28 着

PM3 29 井上 開登 イノウエ カイト 早大同好会 東京都 着

PM1 30 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 東京都 着

8'25"-8'59"

PM ①5'40" ②5'50" ③6'00"

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 14:50

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

1 木屋村 守 キヤムラ マモル 陸上競技 多摩川クラブ 東京都 着

2 中條 誉喬 チュウジョウ ヨシタカサウルスジャパン 神奈川県 着

3 小山 清和 コヤマ キヨカズ グッドパッチ 東京都 着

4 長谷川 勝利 ハセガワ カツトシ フルトーンズ 東京都 着

5 鷹觜 厚宜 タカノハシ アツキ 茨城陸上競技協会 茨城県 着

6 山崎 貴裕 ヤマザキ タカヒロ 東京陸協 東京都 着

7 黒沢 侑平 クロサワ ユウヘイ 学習院大学 埼玉県 着

8 鹿野内 駿 カノウチ シュン JOHHOKU CABALLO 東京都 着

9 神田 靖彦 カンダ ヤスヒコ 東京都庁 東京都 着

10 中村 覚 ナカムラ サトシ 千葉陸協 千葉県 着

11 影山 彰 カゲヤマ アキラ 東京陸協 東京都 着

12 小林 荘一郎 コバヤシ ソウイチロウ小金井公園おじさん練習会 東京都 着

13 菊池 英純 キクチ ヒデズミ MAD CRUE 青森県 着

14 三原 祐大 ミハラ ユウタ 神奈川M 神奈川県 着

15 小田切 大城 オタギリ ダイキ 川崎市陸協 神奈川県 着

16 大久保 勝明 オオクボ カツアキ 東京陸協 東京都 着

17 石田 優太 イシダ ユウタ 川越市陸協 埼玉県 着

18 石井 浩行 イシイ ヒロユキ コモック 群馬県 着

19 石渡 悟士 イシワタ サトシ 横浜市陸協 神奈川県 着

PM1 20 古和田 響 コワダ ヒビキ RSLAB 東京都 着

PM3 21 福澤 元己 フクザワ モトキ 東京陸協 東京都 着

PM2 22 大西 悠生 オオニシ ユウキ 帝京大学 神奈川県 着

23 小高 潤 オダカ ジュン TeamMxK 東京都 着

24 安田 裕輔 ヤスダ ユウスケ 東京陸協 東京都 着

25 中村 卓哉 ナカムラ タクヤ チャレンジャーズ 千葉県 着

26 川井 勉 カワイ ツトム TeamM×K 東京都 着

27 着

28 着

29 着

30 着

31 着

32 着

33 着

34 着

35 着

16'55"-17'59"

着順

PM ①17'00" ②17'30" ③18'00"



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 15:13

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

1 大野 力 オオノ チカラ 千葉陸協 千葉県 着

2 小池 孝範 コイケ タカノリ 弁護士法人ＥＮＩＳＨＩ 東京都 着

3 高橋 正宜 タカハシ マサヨシ 横浜市陸協 神奈川県 着

4 原 慎弥 ハラ シンヤ 多摩川クラブ 東京都 着

5 五木田 駿 ゴキタ シュン 富士通 神奈川県 着

6 笠原 友生 カサハラ トモキ 太田市役所 埼玉県 着

7 新開 嶺 シンカイ レイ GRowingMAN関東 埼玉県 着

8 後藤 大樹 ゴトウ ダイキ 岡山陸協 岡山県 着

9 加賀谷 輔 カガヤ タスク B-team 東京都 着

10 山口 皓平 ヤマグチ コウヘイ 千葉大学大学院 新潟県 着

11 小林 亨輔 コバヤシ コウスケ 神奈川アスリート工房 神奈川県 着

12 櫻田 将 サクラダ マサル 東京陸協 東京都 着

13 遠藤 大輔 エンドウ ダイスケ 東京外国語大学 千葉県 着

14 鈴木 駿友 スズキ ハヤト 千葉県陸上競技協会 千葉県 着

15 赤澤 省吾 アカザワ ショウゴ 東京地下鉄 東京都 着

16 増田 修平 マスダ シュウヘイ 湘南ランタジスタ 東京都 着

17 島津 正孝 シマヅ マサタカ 東京陸協 東京都 着

18 二宮 慎 ニノミヤ シン 埼玉県陸協 埼玉県 着

19 阿部 靖 アベ ヤスシ 東京陸協 東京都 着

20 松下 純也 マツシタ ジュンヤ ISジュニア 長野県 着

21 前島 慶太 マエシマ ケイタ 東京陸上競技協会 東京都 着

22 河本 陸 カワモト リク 東京陸協 東京都 着

23 谷川 尚希 タニカワ ナオキ 茨城陸協 茨城県 着

24 澤田 薫 サワダ カオル 東京陸協 東京都 着

25 加藤 寛治 カトウ カンジ 東京工業大学大学院 東京都 着

26 坂内 謙介 バンナイ ケンスケ 北里大学陸上部 神奈川県 着

27 新村 隆幸 シンムラ タカユキ クラブR2東日本 東京都 着

28 着

PM2 29 井上 開登 イノウエ カイト 早大同好会 東京都 着

30 加藤 甫 カトウ ハジメ 東京陸協 東京都 着

31 小西 諒 コニシ リョウ Honomara 東京都 着

32 着

33 着

PM1 34 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 日税ビジネス 東京都 着

35 着

16'05"-16'40"

着順

PM ①16'10" ②16'30"



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 15:36

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

1 木村 元 キムラ モトキ 駒大AC同好会 東京都 着

2 蒲生 晟也 ガモウ セイヤ 明治大学同好会 千葉県 着

3 飯田 康平 イイダ コウヘイ 多摩川クラブ 東京都 着

4 浜崎 航太郎 ハマサキ コウタロウ早大同 東京都 着

5 犬童 啓太 イヌドウ ケイタ 長野県警察 長野県 着

6 中野 康太郎 ナカノ コウタロウ 学習院大学 神奈川県 着

7 片山 優史 カタヤマ ユウシ 三重陸協 三重県 着

8 佐藤 匠 サトウ タクミ 県南陸協 福島県 着

9 二階堂 真大 ニカイドウ マサヒロ千葉陸協 千葉県 着

10 岡田 昌平 オカダ ショウヘイ さいたま市陸協 埼玉県 着

11 半田 竜也 ハンダ タツヤ 東京実業高校 東京都 着

12 森田 和樹 モリタ カズキ 妙高市 新潟県 着

13 川口 峻史 カワグチ シュンジ 川崎陸協 神奈川県 着

14 近藤 邦彦 コンドウ クニヒコ 横須賀市陸協 神奈川県 着

15 金山 裕生 カネヤマ ユウキ 東京陸協 東京都 着

16 木村 良将 キムラ ヨシマサ ドリームステージ 茨城県 着

17 川西 優和 カワニシ ヒロカズ 東京陸恊 東京都 着

18 金崎 舜 カネサキ シュン 三重陸協 三重県 着

19 兼本 柊哉 カネモト シュウヤ 東京陸協 東京都 着

20 吉岡 基 ヨシオカ モト 東京陸協 東京都 着

21 日比野 就一 ヒビノ シュウイチ 愛知陸協 愛知県 着

22 福島 有太郎 フクシマ ユウタロウRunway 静岡県 着

23 米山 哲弘 コメヤマ テツヒロ 千葉陸協 千葉県 着

24 久我 大介 クガ ダイスケ 千葉陸上競技協会 千葉県 着

25 奥瀬 大樹 オクセ ダイキ 横浜市陸協 神奈川県 着

26 太田 智也 オオタ トモヤ 東京陸協 東京都 着

27 酒井 優一 サカイ ユウイチ さいたま市陸協 埼玉県 着

28 庄子 将 ショウジ タモツ 東京陸協 東京都 着

PM2 29 須河 宏紀 スガワ ヒロキ 東京陸協 東京都 着

PM3 30 古川 大晃 フルカワ ヒロアキ 東京大学大学院 熊本県 着

31 宮澤 賢太 ミヤザワ ケンタ 群馬陸協 群馬県 着

32 着

33 着

PM1 34 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 日税ビジネス 東京都 着

35 着

15'15"-16'00"

着順

PM ①15'20" ②15'40" ③16'00"



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

5000m　男子4組 スタート時刻 15:58

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

1 桃澤 大祐 モモザワ ダイスケ サンベルクス陸上競技部 東京都 着

2 室井 真 ムロイ マコト 東京実業高校 東京都 着

3 菅野 真也 カンノ シンヤ 三ツ池ランニングクラブ 神奈川 着

4 樽木 将吾 タルキ ショウゴ 小田原市役所 神奈川県 着

5 早野 吉信 ハヤノ ヨシノブ 飯伊陸協 長野県 着

6 渡辺 健太 ワタナベ ケンタ 東京実業高校 東京都 着

7 吉村 匠 ヨシムラ タクミ アスリートスマイルAC 東京都 着

8 塩田 匠 シオダ タクミ 田園クラブ 東京都 着

9 加藤 泰斗 カトウ タイト 東京大学大学院 神奈川県 着

10 大谷 宗平 オオタニ シュウヘイＪＲ東日本千葉 岩手県 着

11 鈴木 遊大 スズキ ユウダイ 田園クラブ 東京都 着

12 柴田 幸樹 シバタ コウキ 田園クラブ 東京都 着

13 余川 周 ヨカワ シュウ 千葉陸協 千葉県 着

14 田中 文也 タナカ フミヤ Go up 東京都 着

15 山口 航 ヤマグチ ワタル 千葉陸協 千葉県 着

16 山内 康平 ヤマウチ コウヘイ ぬまちゃんず 愛知県 着

17 大野 成輝 オオノ セイキ 東京工業大学 神奈川県 着

18 着

19 大崎 秀一 オオサキ シユウイチ相模原市陸協 神奈川県 着

20 山口 拓海 ヤマグチ タクミ ぬまちゃんず 愛知県 着

21 着

22 石井 琉聖 イシイ リュウセイ 明治大同好会 神奈川県 着

23 渡邉 輝翔 ワタナベ キラト 東京実業高校 東京都 着

24 土谷 和貴 ツチヤ カズキ Jaybird 埼玉県 着

25 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ 鳩印G＆T川崎 神奈川県 着

26 着

27 着

28 着

29 着

PM1 30 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 東京都 着

PM2 31 辻川 諒 ツジカワ リョウ RFAJAPAN 東京都 着

PM3 32 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 松戸市陸協 千葉県 着

33 着

34 着

35 着

14'20"-15'02"

着順

PM ①8'40" ②8'50" ③9'00"



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

10000m　男子1組 スタート時刻 16:20

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

1 大竹 秀人 オオタケ シュウト 一橋大学 埼玉県 着

2 伊藤 奨真 イトウ ショウマ 東京大学 愛知県 着

3 池山 尚 イケヤマ ナオ 東京大学 岐阜県 着

4 金吉 一穂 カネヨシ カズホ 東京大学 福井県 着

5 松本 郁也 マツモト フミヤ 東京大学大学院 長野県 着

6 後藤 隆志 ゴトウ タカシ 一橋大学 東京都 着

7 長友 勇樹 ナガトモ ユウキ 東京陸協 東京都 着

8 小堺 隆弘 コサカイ タカヒロ 一橋大学 千葉県 着

9 渡部 達文 ワタベ タツフミ 一橋大学陸上競技部 東京都 着

10 中元 洸 ナカモト ヒカル 一橋大学陸上競技部 大阪府 着

11 中山 輝 ナカヤマ アキラ 東京理科大学 東京都 着

12 山口 陽誠 ヤマグチ ヨウセイ 東京理科大学 千葉県 着

13 古林 陸 フルバヤシ リク 東京理科大学 東京都 着

14 石飛 朝陽 イシトビ アサヒ 埼玉大学 埼玉県 着

15 佐々木 康祐 ササキ コウスケ 埼玉大学 宮城県 着

16 阪本 里矢 サカモト サトヤ 埼玉大学 埼玉県 着

17 冨田 風羽 トミタ フウ 埼玉大学 埼玉県 着

18 桑原 哲也 クワバラ テツヤ 埼玉大学 茨城県 着

19 根子 琢行 ネコ タカユキ 川崎市陸協 神奈川県 着

20 岩井 凌真 イワイ リョウマ 東京工業大学 東京都 着

21 仙波 祐太 センバ ユウタ 東京工業大学 茨城県 着

22 森下 聖 モリシタ ショウ 東京工業大学 福井県 着

23 岩田 和大 イワタ カズヒロ 東京工業大学 福岡県 着

24 大野　 成輝 オオノ セイキ 東京工業大学 神奈川県 着

25 中村 駿太 ナカムラ シュンタ 東京工業大学 東京都 着

26 幸田 祐輔 コウダ ユウスケ 日体クラブ 東京都 着

27 小野田 寛 オノダ ヒロシ 東京陸上競技協会 東京都 着

28 田所 怜 タドコロ サトシ 一橋大学 東京都 着

29 会沢 直矢 アイザワ ナオヤ ＳＷＡＣ 東京都 着

30 近藤 哲 コンドウ サトシ TRACK TOKYO 東京都 着

31 着

32 着

33 着

34 着

PM1 35 福元 翔輝 フクモト ショウキ track tokyo 東京都 着

PM2 36 栗山 一輝 クリヤマ カズキ 東京大学大学院 愛媛県 着

PM3 37 長江 隆行 ナガエ タカユキ ＳＷＡＣ 東京都 着

38 着

39 着

40 着

33'59"-35'00"

着順

PM ①34'00" ②34'30" ③35'00"



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

10000m　男子2組 スタート時刻 17:00

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

1 森 貴樹 モリ タカキ モントブラン 千葉県 着

2 着

3 飯山 直輝 イイヤマ ナオテル 東京陸協 東京都 着

4 富張 裕紀 トミハリ ユウキ 神奈川マスターズ 神奈川県 着

5 深澤 陸 フカサワ リク 東京大学大学院 秋田県 着

6 行本 尚史 ユキモト ヒサシ 横浜市陸上競技協会 神奈川県 着

7 増田 勇太 マスダ ユウタ 茅ヶ崎市役所 神奈川県 着

8 永見 聡一朗 ナガミ ソウイチロウ東京陸上競技協会 東京都 着

9 内山 雄貴 ウチヤマ ユウキ 東京都庁 東京都 着

10 助川 皓洸 スケガワ ヒロタケ 東京大学大学院 東京都 着

11 宮田 一馬 ミヤタ カズマ 東京大学 栃木県 着

12 石田 紘大 イシダ コウタ 東京大学 東京都 着

13 川西 淳司 カワニシ ジュンジ 東京陸協 東京都 着

14 着

15 田村 翔 タムラ ショウ 学習院大学 埼玉県 着

16 國松 士 クニマツ アキラ 学習院大学 静岡県 着

17 茅根 史哉 チノネ フミヤ 学習院大学 東京都 着

18 黒沢 航平 クロサワ コウヘイ 学習院大学 埼玉県 着

19 上田 勇斗 ウエダ ユウト 学習院大学 埼玉県 着

20 山口 遥太郎 ヤマグチ ヨウタロウ学習院大学 千葉県 着

21 阿部 快晴 アベ カイセイ 学習院大学 神奈川県 着

22 河村 東哉 カワムラ ハルヤ 学習院大学 埼玉県 着

23 井坂 優太 イサカ ユウタ 学習院大学 埼玉県 着

24 秋元 陽斗 アキモト ヒナト 学習院大学 東京都 着

25 小田嶋 凜 オダシマ リン 学習院大学 埼玉県 着

26 着

27 着

28 着

29 着

30 着

PM1 31 辻川 諒 ツジカワ リョウ RFA JAPAN 東京都 着

PM2 32 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 松戸市陸協 千葉県 着

PM3 33 瀬川 莉玖 セガワ リク 東京大学 宮城県 着

PM4 34 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 日税ビジネス 東京都 着

PM5 35 福元 翔輝 フクモト ショウキ track tokyo 東京都 着

PM6 36 栗山 一輝 クリヤマ カズキ 東京大学大学院 愛媛県 着

37 着

38 着

39 着

40 着

29'59"-33'55"

着順

PM ①30'00" ②30'50" ③31'40" ④32'30" ⑤33'20" ⑥34'00"


