
＜日時＞

＜会場＞

＜受付＞

＜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 13:15 12:15 12:45 13:10 23名

1500m 男女 2組 13:25 12:15 12:55 13:20 23名

1500m 男女 3組 13:34 12:19 13:04 13:29 24名

1500m 男女 4組 13:43 12:28 13:13 13:38 22名

1500m 男女 5組 13:52 12:37 13:22 13:47 22名

5000m 男女 1組 14:00 12:45 13:30 13:55 46名

5000m 男女 2組 14:25 13:10 13:55 14:20 44名

5000m 男女 3組 14:48 13:33 14:18 14:43 47名

5000m 男女 4組 15:10 13:55 14:40 15:05 47名

5000m 男女 5組 15:32 14:17 15:02 15:27 46名

5000m 男女 6組 15:54 14:39 15:24 15:49 45名

5000m 男女 7組 16:15 15:00 15:45 16:10 48名

5000m 男女 8組 16:35 15:20 16:05 16:30 42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。

・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。

・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36回 MxKディスタンストライアル

2020年10月10日（土）13時15分～16時50分

代々木公園陸上競技場（織田フィールド）

12時15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 13:15

ペースメーカー:①5分15秒、②5分30秒、③5分45秒、④6分00秒、⑤6分30秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 浜田 隆 ハマダ タカシ ウルトラプロジェクト HAMADA
2 野中 慶昭 ノナカ ヨシテル NAKAYOSHI
3 櫻井 芳夫 サクライ ヨシオ 富山県庁 SAKU
4 藤野 彩花 フジノ アヤカ AYAKA
5 小嶋 美晴 コジマ ミハル KOJIMA
6 栗山 哲也 クリヤマ テツヤ ape
7 友重 剛 トモシゲ タケシ TOMOSHIGE
8 大平 雄生 オオヒラ ユウキ YUKIO
9 森 雅史 モリ マサシ MORI
10 新嶋 明 ニイジマ アキラ RSLAB AKIRA
11 佐々木 愛 ササキ マナ SASAKI
12
13 梶野 良夫 カジノ ヨシオ 薬園台アスリートクラブ KAJINO
14 西山 花音 ニシヤマ カノ 矢口ランニングクラブ KANO
15 山﨑 詩大 ヤマザキ ウタ 矢口ランニングクラブ UTA
16 倉田 桃花 クラタ モモカ 矢口ランニングクラブ MOMOKA
17 塚越 葵葉 ツカコシ アオバ 矢口ランニングクラブ AOBA
18 西村 美里 ニシムラ ミサト 矢口ランニングクラブ MISATO
19 滝ヶ崎 勢津子 タキガサキ セツコ takimaru
20 中島 綾香 ナカジマ アヤカ 矢口ランニングクラブ AYAKA
21 髙野 大地 タカノ ダイチ 矢口ランニングクラブ DAICHI
22 鈴木 誠 スズキ マコト MAKOTO
23 武田 太郎 タケダ タロウ TARO
24 谷口 智哉 タニグチ トシヤ TANIGUCHI
- PM 風戸啓希
- PM 三津家貴也
- PM 澁谷宥介
- PM 岡本拓也
- PM 大角重人



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 13:25

ペースメーカー:①4分50秒、②4分55秒、③5分00秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 打野 里奈 ウチノ リナ UCHINO
2 村上 勇太 ムラカミ ユウタ 都立大塚病院 YUTA
3 町田 達彦 マチダ タツヒコ すみだランRun倶楽部 TATSU
4 米倉 雄大 ヨネクラ タケヒロ TOTTOSAN
5 野島 智之 ノジマ トモユキ NOJI
6 善見 聖子 ヨシミ セイコ YOSHIMI
7 宮本 類 ミヤモト ルイ MIYAMO
8 笹本 浩司 ササモト コウジ SASA
9 外間 結那 ソトマ ユイナ 矢口ランニングクラブ YUINA
10 宮古 輝 ミヤコ テル 385会 TERU
11 大場 義行 オオバ ヨシユキ YOSHI
12 永嶋 昭一 ナガシマ ショウイチ NAGASHIMA
13 萩原 貴彦 ハギワラ タカヒコ HAGIWARA
14 河野 純平 カワノ ジュンペイ 島本プロジェクト JUNPEI
15 水藤 孝子 スイトウ タカコ FUJIKO
16 佐藤 智明 サトウ トモアキ SATO
17 横山 裕哉 ヨコヤマ ユウヤ yokoyan
18 中山 拓也 ナカヤマ タクヤ NAKAYAMA
19 友広 勝哉 トモヒロ カツヤ Tomohiro
20 広井 渡 ヒロイ ワタル wata
21 春山 裕介 ハルヤマ ユウスケ はだし駅伝部 HARU3
22 谷本 茉央 タニモト マオ MAO
23 小林 健 コバヤシ ケン KOBAKEN
- PM 風戸啓希
- PM 三津家貴也
- 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 13:34

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 海老澤 武尊 エビサワ タケル EBISAWA
2 成島 一輝 ナルシマ カズキ sbf Naru
3 榊原 大樹 サカキバラ ヒロキ 埼玉大井ＲＣ HIRO
4 中澤 徹 ナカザワ トオル 川越市陸協 NAKAZAWA
5 鈴木 裕也 スズキ ユウヤ YUYA
6 中田 康一 ナカダ コウイチ KOUICHI
7 渡邉 遼平 ワタナベ リョウヘイ WindRun RYOHEI
8 野口 健史 ノグチ タケシ ポポロＡＣ NOGUTAN
9 北川 悟 キタガワ サトル SATORU
10 後藤 憲仁 ゴトウ ノリヒト ザ・キジトラズ THEKIJITORAS

11 渡辺 毅 ワタナベ タケシ TAKE
12 大川 高輝 オオカワ コウキ 東京陸協 OKAWA
13 豊永 紘典 トヨナガ ヒロノリ TOYONAGA
14 渡邉 駿 ワタナベ シュン JR東海陸上競技クラブ東京支部 WATANABE
15 相原 憲太 アイバラ ケンタ AIBARA
16 芳澤 卓矢 ヨシザワ タクヤ YOSHI
17 高橋 利和 タカハシ トシカズ TOSHI
18 吉江 慧悟 ヨシエ ケイゴ YOSHI
19 岩崎 啓昭 イワサキ ヒロアキ HIROAKI
20 浦 広樹 ウラ ヒロキ GNIA
21 木村 優基 キムラ ユウキ 矢口ランニングクラブ KIMURA
22 矢澤 文朗 ヤザワ フミロウ タイヤーズ YAZAWA
23 酒井 優一 サカイ ユウイチ YUICHI
24 今野 豪 コンノ タケル KON
- PM 岡本拓也
- PM 大角重人
- PM 風戸啓希



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 13:43

ペースメーカー:①4分20秒、②4分25秒、③4分30秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1
2 萱野 拓 カヤノ タク TAKU
3 林 洋輔 ハヤシ ヨウスケ 神奈川マスターズ yosan
4 笠原 友生 カサハラ トモキ 埼玉陸協 Kasa
5 宮本 大資 ミヤモト ダイスケ MIYAMON
6 近野 大樹 コンノ ヒロキ KONNO
7 井上 真弥 イノウエ マサヤ 足柄男塾 masa
8 浅井 寛之 アサイ ヒロユキ HIROYUKI
9 千田 俊輔 センダ シュンスケ SEN
10 兼重 志帆 カネシゲ シホ GRlab SATOCHA
11 片山 真人 カタヤマ マサト ピッツキューブRC KATAYAN
12 市東 勝 シトウ マサル 江戸川陸協 PAISEN
13 足達 健人 アダチ ケント KENTO
14 大場 達也 オオバ タツヤ TATSUYA
15 杉本 瑞樹 スギモト ミズキ MIZUKI
16 小川 高弘 オガワ タカヒロ taka
17 田口 祐治 タグチ ユウジ 三菱商事陸上同好会 GUCCI
18 橋本 健太郎 ハシモト ケンタロウ TeamMxK HASHIKEN
19 早川 元 ハヤカワ ゲン 東京大学大学院 GEN
20 井上 裕介 イノウエ ユウスケ YUSUKE
21 畠山 康平 ハタケヤマ コウヘイ 永田町独身寮 HATAZO
22 鈴木 新 スズキ シン SHIN
23 坪地 宏嘉 ツボチ ヒロヨシ 自治医科大学 TSUBOCHI
- PM 三津家貴也
- PM 澁谷宥介
- 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 13:52

ペースメーカー:①4分00秒、②4分05秒、③4分10秒、④4分15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 水越 進一 ミズコシ ノブカズ 足柄下郡陸協 SHINICHI
3 川内 鮮輝 カワウチ ヨシキ Jaybird Jaybird
4 蒲生 晟也 ガモウ セイヤ 千葉陸協 SEIYA
5 中澤 真大 ナカザワ マヒロ 川越富士見中 MAHIRO
6 左近 実智隆 サコン ミチタカ sakon
7 村田 英誠 ムラタ ヒデナリ MURATA
8 兼重 優介 カネシゲ ユウスケ GRlab野球同好会 NeftaliSoto
9 堀田 浩夢 ホッタ ヒロム HH
10 布谷 基 ヌノヤ モトイ 岩手陸協 MOTSU
11 中川 哲 ナカガワ テツ NAKAGAWA
12 小坂 高史 コサカ タカシ クラブR2 kosaka
13 射場本 綾 イバモト リョウ Iba
14 江原 由弘 エハラ ヨシヒロ 東京陸協 YOSHI
15 西尾 文吾 ニシオ ブンゴ BUNGO
16 中道 涼太 ナカミチ リョウタ Ryota
17 谷川 尚希 タニカワ ナオキ TANIKAWA
18 山上 洋祐 ヤマガミ ヨウスケ YAMAGAMI
19 伴 卓磨 バン タクマ 神戸市陸協 BAN
20 平野 雄一 ヒラノ ユウイチ MOMO
21 網谷 直紀 アミタニ ナオキ 富山陸協 AMITA
22 板倉 佳克 イタクラ ヨシカツ 横浜市陸協 ITA
- PM 風戸啓希
- PM 三津家貴也
- PM 澁谷宥介
- PM 岡本拓也



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 14:00

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 藤井 芳佳 フジイ ヨシカ トップギア YOSHIKA
2 岡部 康矢 オカベ コウヤ KOYA
3 高野 聡之 タカノ トシユキ 富士吉田陸協 TAKANO
4 落合 由奈 オチアイ ユキナ YUKINA
5 馬詰 義明 ウマヅメ ヨシアキ TeamMxK UMAZUME
6 鈴木 雅勝 スズキ マサカツ G
7 伊従 希世彦 イヨリ キヨヒコ KIYOHIKO
8 大場 義洋 オオバ ヨシヒロ OHBA
9 河村 祐人 カワムラ ユウト YUTO
10 宮本 淳 ミヤモト ジュン MIYAMOTO
11 古西 隆一 コニシ リュウイチ AC we Run KONISHI
12 神原 百合 カンバラ ユリ YURI
13 振原 美緒 フリハラ ミオ MIP mio
14 加々美 朗子 カガミ アキコ AKO
15 橋本 圭 ハシモト ケイ KEI
16 森 正行 モリ マサユキ MM
17 倉林 健太 クラバヤシ ケンタ KENTA
18 幸野 浩尚 コウノ ヒロタカ HIRO
19 芳野 高太郎 ヨシノ コウタロウ YOSHI
20 小川 晋史 オガワ シンジ OGAWA
21 海老原 幸司 エビハラ コウジ 松戸２１RC EBI
22 石元 理恵子 イシモト リエコ ISHIMOTO
23 三上 諭 ミカミ サトシ MSATOSHI
24 後藤 崇 ゴトウ タカシ Goto
25 山岸 高也 ヤマギシ タカヤ TRACK TOKYO TAKAYA
26 溝口 敬司 ミゾグチ ケイシ MIZOGUCHI
27 福地 葉子 フクチ ヨウコ YOKO
28 山内 かおり ヤマウチ カオリ YAMAUCHI
29 葛山 秀敏 カツラヤマ ヒデトシ 多摩川サブスリー会 KATSURA
30 沖本 茂 オキモト シゲル GMCC OKI
31 松塚 茂 マツヅカ シゲル MATSUZUKA
32 渡辺 正道 ワタナベ マサミチ CHINITA
33 石井 正樹 イシイ マサキ ishii
34 武田 浩実 タケダ ヒロミ HIRO
35 新嶋 明 ニイジマ アキラ RSLAB AKIRA
36 細谷 みゆき ホソヤ ミユキ MIYUKI
37 直江 佐穂里 ナオエ サホリ SAHORI
38 阿邊 宏子 アベ ヒロコ 三友システムアプレイザル ABE
39 鈴木 誠 スズキ マコト TM・CLUB MAKOTO
40 島 優子 シマ ユウコ yuchan
41 荒谷 正 アラヤ タダシ arayan
42 鈴木 美津江 スズキ ミツエ 坂本治療院 MITSUE
43 田島 高志 タジマ タカシ TAJIMA
44 黒田 恵一 クロダ ヨシカズ KURO
45 田中 和宮 タナカ カズミ KANSUKE
46 吉川 和也 ヨシカワ カズヤ ゆるゆる相州健児 Yossy
- PM ⾧江隆行
- PM 土谷和貴
- PM 緑川優
- PM 中山晃一
- PM 大角重人



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 14:25

ペースメーカー:①19分30秒、②19分45秒、③20分00秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウ モンベル YUICHIRO
2 田村 豊 タムラ ユタカ Yuta
3 御影 卓也 ミカゲ タクヤ tami
4 汲田 知利 クミタ トモトシ KUMITA
5 山路 洋一 ヤマジ ヨウイチ CRC YUAYUA
6 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ MIYOSHI
7 櫻井 芳夫 サクライ ヨシオ 富山県庁 SAKU
8 酒井 辰哉 サカイ タツヤ TATSUYA
9 井合 公義 イアイ キミヨシ KIMI
10 小金丸 浩史 コガネマル ヒロシ GANE
11 隅田 和寛 スミダ カズヒロ SUMIDA
12 池 政志 イケ セイジ 京都マスターズ ORANGE-V
13 牧野 絵里子 マキノ エリコ KACKY
14 桃井 浩 モモイ ヒロシ 松戸健走会 MOMOI
15 槙尾 三也子 マキオ ミヤコ MIYA
16 大松 知恵 オオマツ チエ CHIE
17 石川 恵 イシカワ メグミ 東京WIＮGS MEG
18 宮本 明 ミヤモト アキラ RunWave& AKIRA
19 斎間 秀雄 サイマ ヒデオ SAIMAN
20 飯尾 健 イイオ ケン KEN
21 川島 大亮 カワシマ ダイスケ 東京陸協 KAWASHIMA
22 井上 宜久 イノウエ ノリヒサ TeamM×K NORI
23 中澤 葉子 ナカザワ ヨウコ ウルプロ ZAWA
24 中光 和裕 ナカミツ カズヒロ KAZUHIRO
25 渡辺 昭啓 ワタナベ アキヒロ Akihiro
26 石井 明夫 イシイ アキオ 樂走組 ISHII
27 関根 正之 セキネ マサユキ MASAYUKI
28
29 伊東 弥生 イトウ ヤヨイ YAYOI
30 山岸 大晃 ヤマギシ ヒロアキ YAMAGI
31 矢内 裕司 ヤナイ ユウジ YANAI
32 平野 雅士 ヒラノ マサシ J&J MASASHI
33 岡崎 園子 オカザキ ソノコ Go up! SONIA
34 早坂 孝治 ハヤサカ タカハル HAYASAKA
35 奥野 友美 オクノ トモミ TOMO
36 浦野 裕三 ウラノ ユウゾウ URAN
37 谷口 智哉 タニグチ トシヤ TANIGUCHI
38 佐藤 康子 サトウ ヤスコ ニッポンランナーズ YASUKO
39 早川 和孝 ハヤカワ カズタカ 烏森学童 KAZU
40 中田 康一 ナカダ コウイチ KOUICHI
41 杉山 健太 スギヤマ ケンタ SUGIYAMA
42 上村 英生 カミムラ ヒデオ ウィング KAMIMURA
43 橋本 誠紀 ハシモト マサノリ HASHI
44 木村 正顯 キムラ マサアキ Kimura
45 宮古 輝 ミヤコ テル 385会 TERU
- PM ⾧江隆行
- PM 中山晃一
- PM 大角重人



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 14:48

ペースメーカー:①18分40秒、②19分00秒、③19分20秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 小高 潤 オダカ ジュン JUN
2 山口 幹哉 ヤマグチ ミキヤ MKY
3 原田 幸昌 ハラダ ユキマサ HARADY
4 山中 啓司 ヤマナカ ヒロシ OYAKATA
5 小宮山 孝明 コミヤマ タカアキ KOMI
6 宮本 類 ミヤモト ルイ MIYAMO
7 村松 健 ムラマツ ケン MATSUKEN
8 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ KISHIDA
9 中村 卓哉 ナカムラ タクヤ TAKUYA
10 鶴 一磨 ツル カズマ 多摩川サブスリー会 TSURU
11 木村 哲 キムラ サトシ TETSU
12 土井 伸一 ドイ シンイチ 中馬塾 DOI
13 川西 彩夏 カワニシ アヤカ AYAKA
14 鈴木 一也 スズキ カズヤ ウルプロ KAZU
15 太田 智宏 オオタ トモヒロ OTA
16 薄隅 直人 ウスズミ ナオト NAOTO
17 石井 正吾 イシイ ショウゴ ISHII
18 関口 剛啓 セキグチ タカヒロ SEKIGUCHI
19 篠田 隆之 シノダ タカユキ TakayukiShinoda

20 古幡 一彦 フルハタ カズヒコ 多摩川サブスリー Nin
21 佐野 哲也 サノ テツヤ nochibo
22 合田 なぎさ ゴウダ ナギサ nagisa
23 若林 奈々恵 ワカバヤシ ナナエ 多摩川クラブ nacchi
24 浜田 隆 ハマダ タカシ ウルトラプロジェクト HAMADA
25 岡本 直樹 オカモト ナオキ NAOKI
26 前田 健輔 マエダ ケンスケ 平井ランニングクラブ KENTA
27 小川 夕希 オガワ ユウキ レクシード陸上部 YUKI
28 平野 寿謙 ヒラノ カズノリ KOTOBUKI
29 新城 かおり シンジョウ カオリ なめしち SHINJO
30 田中 正和 タナカ マサカズ MASAKAZU
31 庄田 真人 ショウダ マサト TeamM×K SHODA
32 廣瀬 健太郎 ヒロセ ケンタロウ hiroken
33 萩野谷 賢太 ハギノヤ ケンタ HAGI
34 菊池 雄太 キクチ ユウタ KIKU
35 伏木 智哉 フシキ トモヤ TOMOYA
36
37 星 広美 ホシ ヒロミ HOSHI
38 清水 修 シミズ オサム SHIMIZU
39 関口 佳隆 セキグチ ヨシタカ SEKIGUCHI
40 大原 梓 オオハラ アズサ AZS
41 岩間 政樹 イワマ マサキ ルナークスＲＣ MASAKI
42 森井 保次 モリイ ヤスツグ SWAC MORII
43 本山 桃子 モトヤマ モモコ MOMO
44 粕川 洋司 カスカワ ヨウジ 多摩川クラブ YOJI
45 石田 賢 イシダ サトシ DreamAC ISHIDA
46 島田 裕二 シマダ ユウジ SHIMA
47 高橋 宏仁 タカハシ ヒロヒト きのこインスタ部 TAKAHASHI
48 鈴木 萌乃香 スズキ ホノカ HONOKA
- PM ⾧江隆行
- PM 土谷和貴
- 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 15:10

ペースメーカー:①18分00秒、②18分15秒、③18分30秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 宮野 友里 ミヤノ ユリ GRlab関東 YURI
2 浮津 康宏 ウキツ ヤスヒロ 東京KC Ukitsy
3 淺田 大吾 アサダ ダイゴ 南蛮連合 DAIGO
4 藤木 新也 フジキ シンヤ SHINYA
5 奥田 一平 オクダ イッペイ t3 okuda
6 阿部 克臣 アベ カツオミ うさおＲＣ ABE
7 赤澤 常明 アカザワ ツネアキ TBRC akaday
8 石川 修一 イシカワ シュウイチ SHU
9 林 俊宏 ハヤシ トシヒロ TOSHI
10 柳沢 敬司 ヤナギサワ ケイジ TRACK TOKYO KEIJI
11 岩佐 直樹 イワサ ナオキ 多摩川サブスリー NAOKI
12 松田 文貴 マツダ フミタカ TT-AC BUN
13 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
14 松井 洋 マツイ ヒロシ MATSUI
15 高木 重人 タカギ シゲト GRA TKG
16 植田 晃行 ウエダ アキユキ チーム宮崎 UEDA
17 廣瀬 光子 ヒロセ ミツコ 東京WINGS HIROSE
18 広瀬 弘宣 ヒロセ ヒロノブ HIROSE
19 柳澤 仁弥 ヤナギサワ ジンヤ かたくりクラブ Jin
20 富澤 薫 トミザワ カオル 台灣好吃放浪記 Eipapa
21
22 梶田 進一郎 カジタ シンイチロウ FJRC KAJI
23 梅田 卓資 ウメダ タクジ TeamM×K TAKUJI
24 浅井 将尚 アサイ マサナオ ASAI
25 安藤 地平 アンドウ チヘイ chiheiando
26 明田 圭一郎 アケタ ケイイチロウ BTCマラソン部 akeCap
27 浅倉 和史 アサクラ カズフミ チームランたな KAZUFUMI
28 瀧澤 圭一郎 タキザワ ケイイチロウ 読売新聞社 TAKIO
29 松田 洋祐 マツダ ヨウスケ YOUSUKE
30 白井 吾一 シライ ゴイチ 太鼓の達人 GOI
31 藤木 久士 フジキ ヒサシ 松戸２１ＲＣ Fuji
32 関野 敏正 セキノ トシマサ 東京都陸連 TOSHI
33 吉田 和彦 ヨシダ カズヒコ 小鳥キッス Kazuhiko
34 森 勇次 モリ ユウジ MORI
35 渡部 茂 ワタベ シゲル SHIGE
36 押川 耕一郎 オシカワ コウイチロウ KOICHIRO
37 舩元 雄一郎 フナモト ユウイチロウ FU
38 塚本 恒 ツカモト ヒサシ 福井RC TSUKAMOTO
39 保岡 昌彦 ヤスオカ マサヒコ yasuoka
40 小坂 太輔 コサカ タイスケ 多摩川サブ3 KOSAKA
41 玉田 真之介 タマダ シンノスケ TAMA
42 宮本 直樹 ミヤモト ナオキ TRACK TOKYO NAOKI
43 鴈原 淳子 ガンバラ ジュンコ 市東勝KGM☆ JUNKO
44 北 寿一 キタ トシカズ ニツポンランナーズ kita
45 黒田 なつみ クロダ ナツミ BeBe NATSUMI
46 山田 貴之 ヤマダ タカユキ TAKA-Y
47 坂出 竜弥 サカデ リュウヤ SAKADE
48 進 麻美子 シン マミコ Mami
- PM 井下裕貴
- PM 土谷和貴
- PM 緑川優



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 15:32

ペースメーカー:①17分15秒、②17分30秒、③17分50秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 川野部 和良 カワノベ カズヨシ KAZU
2 山谷 良登 ヤマタニ ヨシト dani
3 新井 康之 アライ ヤスユキ YASU
4 成塚 拓真 ナリヅカ タクマ TN
5
6 石井 浩和 イシイ ヒロカズ HIROKAZU-ISHII

7 菅原 伸明 スガワラ ノブアキ SUGAWARA
8 早川 元 ハヤカワ ゲン 東京大学大学院 GEN
9 近藤 柊斗 コンドウ シュウト 横浜国立大学 SHUTO
10 成島 一輝 ナルシマ カズキ sbf Naru
11 鈴木 翔太 スズキ ショウタ SHOTA
12 入江 卓也 イリエ タクヤ ランデザイン TAKUYA
13 藤田 啓介 フジタ ケイスケ 陽運 FUJIKEI
14 立野 幸紀 タテノ コウキ 東京ハオチ―RC KOKI
15 神田 雅之 カンダ マサユキ masa
16 矢島 秀悟 ヤジマ ヒデノリ YAJIMA
17 渡辺 毅 ワタナベ タケシ TAKE
18 瀧波 美緒 タキナミ ミオ MIO
19 宮口 奨平 ミヤグチ ショウヘイ MIYAGUCHI
20 田村 元 タムラ ハジメ orpjt GYAKSOU
21 甲元 辰雄 コウモト タツオ TASUO
22 伊原 一登 イハラ カズト 多摩川サブスリーを目指す会 Latte
23 鈴木 祐太 スズキ ユウタ yuta
24 戸村 健 トムラ ケン TOM
25 石榑 昌也 イシグレ マサヤ GURE
26 鳥居 恒太 トリイ コウタ 南蛮連合 Kota
27 菅 佑輔 カン ユウスケ KAN
28 川西 宏幸 カワニシ ヒロユキ Kawanishi
29 坂本 健 サカモト ケン 坂本治療院 SAKAMOTO
30 井野 寛司 イノ カンジ KANJI
31 真鍋 一郎 マナベ イチロウ 塩グループ ICHIRO
32 野口 健史 ノグチ タケシ ポポロAC NOGUTAN
33 吉田 迅文 ヨシダ トシフミ YOSHIDA
34 白井 正和 シライ マサカズ 太鼓の達人 KAZ
35 太田 聖 オオタ セイ SEI
36 橋本 一秋 ハシモト カズアキ HASSY
37 矢地 繁雄 ヤチ シゲオ SHIGE
38 路川 岳彦 ミチカワ タケヒコ TAKE
39 佐藤 慎二 サトウ シンジ MEN
40 本仁 善英 モトニ ヨシヒデ motoni
41 鈴木 将夫 スズキ マサオ M
42 北川 浩之 キタガワ ヒロユキ KITAGAWA
43 芳澤 卓矢 ヨシザワ タクヤ YOSHI
44 上野 剛嗣 ウエノ タケシ TAKESHI
45 津田 寛司 ツダ ヒロシ Piroshi
46 武田 哲治 タケダ テツジ TAROBE
47 近藤 瞳 コンドウ ヒトミ エボーリュRC HITOMI
- PM 河野孝志
- PM 齋藤拓也
- 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6組 スタート時刻 15:54

ペースメーカー:①16分50秒、②17分05秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 江本 陽 エモト ヨウ T・T-AC YOH
2 鈴木 裕也 スズキ ユウヤ YUYA
3 永井 義之 ナガイ ヨシユキ 八王子富士森走友会 MEJIRO
4 鈴木 伸太朗 スズキ シンタロウ NAME
5 小出 直人 コイデ ナオト はてな Naoto
6 湯本 克彦 ユモト カツヒコ KATSUHIKO
7 本宮 亨 モトミヤ トオル ラチエンAC TOHRU
8 増子 亘輝 マシコ コウキ Kouki
9 伊東 修平 イトウ シュウヘイ RBRGTRC SHUHEI
10 数金 慎太郎 スガネ シンタロウ シチズン時計 SHINTARO
11 本郷 孝知 ホンゴウ タカアキ Team MxK HG
12 野本 大貴 ノモト ダイキ 酒RUN KATSUO
13 藤田 啓史 フジタ ケイシ 道建ランナーズ KC
14 福地 芳律 フクチ ヨシノリ 東京陸協 Yoshi
15 田中 拓希 タナカ ヒロキ 91mountains HIROKI
16 松下 孝洋 マツシタ タカヒロ Taka
17 若月 法洋 ワカツキ ノリヒロ WAKA
18 高見 瑞樹 タカミ ミズキ 足柄男塾 mizu
19 冨川 継太 トミカワ ケイタ peta
20 村川 雄一 ムラカワ ユウイチ U1
21 静谷 智泰 シズヤ トモヤス SHIZUYA
22 千田 俊輔 センダ シュンスケ SEN
23 藤井 将大 フジイ マサヒロ teen×2 agersAC FUUUUU
24 妹尾 創太 セノオ ソウタ T・T-AC SOTA
25 角田 幹之 ツノダ モトユキ TRACK TOKYO TSUNODA
26 杉本 孝公 スギモト タカマサ SUGIMOTO
27 今井 純一 イマイ ジュンイチ 文鳥区役所 IMAI
28 高橋 純一 タカハシ ジュンイチ Takahashi
29 野村 高弘 ノムラ タカヒロ 尼崎NR TAKAHIRO
30 森本 善智 モリモト ヨシトモ 東京陸協 YOSSY
31 島袋 雄一郎 シマタイ ユウイチロウ YUICHIRO
32 澤田 善信 サワダ ヨシノブ 八プロ SAWADA
33 蔵品 智史 クラシナ サトシ KURA
34 後藤 公秀 ゴトウ キミヒデ GOTO
35 佐々木 雅典 ササキ マサノリ MIYABI
36 桑野 博輔 クワノ ヒロスケ Breakthrough HIRO
37 杉本 瑞樹 スギモト ミズキ MIZUKI
38 川井 勉 カワイ ツトム Team M×K Kawai
39 阿部 ゆかり アベ ユカリ BEBE BEBE
40 井上 実乃里 イノウエ ミノリ べべ練 MINORIN
41 ⾧田 寛史 オサダ ヒロフミ OSADA
42 黒崎 群 クロサキ グン GUN
43 吉田 直史 ヨシダ ナオフミ KIRITANI
44 中山 知昭 ナカヤマ トモアキ GRlab関東 NAKATOMO
45 渡邉 遼平 ワタナベ リョウヘイ WindRun RYOHEI
- PM 井下裕貴
- 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 16:15

ペースメーカー:①16分10秒、②16分30秒、③16分50秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 千葉 純也 チバ ジュンヤ 埼玉陸協 JUNYA
2 座間 保成 ザマ ヤスナリ ＪＲ東日本千葉 Z
3 上高原 充 カミタカハラ ミツル KAMI
4 吉田 尚平 ヨシダ ショウヘイ JINGER RC YOSSY
5 岡本 敏明 オカモト トシアキ ALL☆OUT YUBA
6 風間 龍介 カザマ リュウスケ SUKESUKE
7 菊地 正治 キクチ ショウジ ハトスズ S-KIKUCHI
8 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ IKEUCHI
9 大野 瑛 オオノ アキラ AKIRA
10 大村 展弘 オオムラ ノブヒロ OOMURA
11 山本 昌孝 ヤマモト マサタカ 多摩川クラブ George
12 大塚 稔 オオツカ ミノル 東京陸協 OTSUKA
13 中村 天之丞 ナカムラ テンノジョウ 横浜市陸上競技協会 NAKAMURA
14 古家 直樹 フルイエ ナオキ NAOKI
15 森 孝博 モリ タカヒロ MORI
16 山口 聡史 ヤマグチ サトシ satoshi
17 山嵜 大輔 ヤマサキ ダイスケ 塩グループ yamadai
18 菊地 篤 キクチ アツシ 宮城陸協 ATSUSHI
19 大竹 基之 オオタケ モトユキ ラフラフRC MOTOYUKI
20 小池 孝範 コイケ タカノリ 弁護士法人ENISHI KOIKE
21 渡辺 淳二 ワタナベ ジュンジ NABE
22 徳原 健太郎 トクハラ ケンタロウ ソンナバナナ TOKU
23 古城戸 真之 フルキド マサユキ 鳩印G&T川崎 FURUKIDO
24 渡邊 大介 ワタナベ ダイスケ ダブルサバイバー adman
25 栗原 篤人 クリハラ アツヒト ATSU
26 熊谷 純 クマガイ ジュン KUMAO
27 岩田 貴一 イワタ キイチ KIICHI
28 北原 知孝 キタハラ トモタカ ともたカーニバル! TOMO
29 大塩 健悟 オオシオ ケンゴ OHSHIO
30 高橋 勇気 タカハシ ユウキ Sky's The Limit RC YUKI
31 西田 駿児 ニシダ シュンジ Syunji
32 草野 翔吾 クサノ ショウゴ SHOGO
33 谷 征夫 タニ ユキオ #鶴見川ツイッタークラスタ TANI
34 足立 良太 アダチ リョウタ 湘南ランタジスタ RYOTA
35 矢島 和樹 ヤジマ カズキ 東京陸協 zucky
36 安部 嘉葵 アベ ヨシキ ABE
37 佐藤 光敏 サトウ ミツトシ MITSUTOSHI
38 小松 雄大 コマツ ユウダイ KOMATSU
39 中島 道紀 ナカジマ ミチノリ はてな三羽ガラス chimi
40 木川 大輔 キカワ ダイスケ DreamAC DICEK
41 前原 雅樹 マエハラ マサキ チーム前原 MAITY
42 池田 大助 イケダ ダイスケ 走るニート IKEDA
43 田島 颯 タジマ ハヤテ ランハイ HAYATE
44 林 徹郎 ハヤシ テツロウ TETSUKO
45 五木田 駿 ゴキタ シュン GOKKY
46 森 雅俊 モリ マサトシ MM
47 木下 裕美子 キノシタ ユミコ YUMIKO
48 松村 幸栄 マツムラ ユキエ YUKIE
- PM 松本翔
- PM 齋藤拓也
- 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 16:35

ペースメーカー:①14分30秒、②14分50秒、③15分10秒、④15分30秒、⑤15分50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 大橋 秀星 オオハシ シュウセイ OHASHI
3
4 富張 裕紀 トミハリ ユウキ 矢口ランニングクラブ TOMIHARI 
5 平野 慶介 ヒラノ ケイスケ keifarah
6 政田 勇輝 マサダ ユウキ MASADA
7 岩瀬 弘之 イワセ ヒロユキ HIROYUKI
8 布目 航 ヌノメ ワタル 横浜市陸上競技協会 WATARU
9 布谷 基 ヌノヤ モトイ 岩手陸協 MOTSU
10 玉澤 良太 タマザワ リョウタ TAMA
11
12 内山 雄貴 ウチヤマ ユウキ YUKI
13 永見 聡一朗 ナガミ ソウイチロウ nagasou
14 緑川 優 ミドリカワ ユウ TeamMxK YU
15 前川 元気 マエカワ ゲンキ GENKI
16 齋藤 周平 サイトウ シュウヘイ SAITO
17 田中 健祐 タナカ ケンスケ Mラン KENSUKE
18 山下 雅人 ヤマシタ マサト MST
19 美濃田 拓紀 ミノダ ヒロキ 東京都庁 HIROKI
20 武藤 有亮 ムトウ ユウスケ MUTO
21 兼重 優介 カネシゲ ユウスケ GRlab野球部 Lopez
22 吉田 匠吾 ヨシダ ショウゴ 東大和トラッククラブ SHOGO
23 本宮 大夢 ホングウ ヒロム HONGU
24 西郷 孝一 サイゴウ タカヒト Taka
25 加藤 達大 カトウ タツヒロ 早大ほかん TATSUHIRO
26 村田 諒 ムラタ リョウ RYO
27 松田 和磨 マツダ カズマ Matsuda
28 ジョンソン ジェレッド ジョンソン ジェレッド JARED
29 我妻 総 ワガツマ サトシ 鴨川走友会 SATOSHI
30 山本 貴政 ヤマモト タカマサ George
31 浜田 裕介 ハマダ ユウスケ 横浜鉄人クラブ YUSUKE
32 村田 義広 ムラタ ヨシヒロ MURATA
33 ⾧副 紘樹 ナガソエ ヒロキ GRlab関東 PIROKI
34 浅井 創太 アサイ ソウタ 陸上競技多摩川クラブ SOTA
35 大西 竜洋 オオニシ タツヒロ 末脚ダイナマイト TAZ
36 兼重 志帆 カネシゲ シホ GRlab SATOCHA
37 阿部 靖 アベ ヤスシ ABE
38 瀧野 幹拡 タキノ ミキヒロ DAC筑駒高 TAKINO
39 古谷 純平 フルヤ ジュンペイ FURUYA
40 小山 大輝 コヤマ ダイキ チームこやだい KOYADAI
41 佐藤 錬 サトウ レン 福井県スポーツ協会 RENSATO
42 吉川 恭太郎 ヨシカワ キョウタロウ kyotaro
43 飯田 光 イイダ アキラ ポポロＡＣ AKIRAIIDA
44 外山 高広 トヤマ タカヒロ おもいやりのそう TOYAMAX
- PM 井下裕貴
- PM 河野孝志
- PM 松本翔
- PM 齋藤拓也
- PM 須崎裕也


