
＜日時＞ 2021年10月21日（木）14時00分～16時05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＞ 13時00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 14:00 13:00 13:30 13:55 41名

5000m 男女 2組 14:25 13:10 13:55 14:20 41名

5000m 男女 3組 14:48 13:33 14:18 14:43 42名

5000m 男女 4組 15:10 13:55 14:40 15:05 44名

1500m 男女 1組 15:32 14:17 15:02 15:27 16名

1500m 男女 2組 15:41 14:26 15:11 15:36 19名

1500m 男女 3組 15:50 14:35 15:20 15:45 18名

1500m 男女 4組 15:58 14:43 15:28 15:53 19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会場へ掲示し、

　当日会場でお渡しします。大会HPへは追って掲載予定です。

　（ＵＲＬ） http://team-mk.net/mkdc/

種目

第47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 14:00

ペースメーカー：①19分00秒、②19分30秒、③20分00秒、④20分30秒、⑤21分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 倉下 直樹 クラシタ ナオキ KURASHITA

2 大谷 磨耶 オオタニ マヤ MAYA

3 大原 梓 オオハラ アズサ udon

4 春山 裕介 ハルヤマ ユウスケ はだし駅伝部 Haru3

5 浅井 将尚 アサイ マサナオ ASAI

6 庄田 真人 ショウダ マサト TeamM×K SHODA

7 井鍋 泰弘 イナベ ヤスヒロ NABE

8 井合 公義 イアイ キミヨシ Kimi

9 平石 英大 ヒライシ ヒデマサ HIDE00002

10 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウ モンベル YUICHIRO

11 北浜 秀則 キタハマ ヒデノリ HIDE

12 瀬尻 健太郎 セジリ ケンタロウ 三菱重工RC Kentaro

13 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ Miyoshi

14 葛山　 秀敏 カツラヤマ ヒデトシ KATSURA

15 田村 瑠紗 タムラ リサ risa

16 近藤 万雅 コンドウ カズマサ kondo

17 青柳 利博 アオヤギ トシヒロ TOSHIKEN

18 杉山 健太 スギヤマ ケンタ SUGIYAMA

19 大松 知恵 オオマツ チエ CHIE

20 中澤 葉子 ナカザワ ヨウコ MATSU

21 行武 正二 ユクタケ ショウジ SYOJI

22 鍵本 繁幸 カギモト シゲユキ 大阪マスターズ KAGIMOTO

23 藤井 芳佳 フジイ ヨシカ YOSHIKA

24 渡部 晃彦 ワタナベ アキヒコ クラブＲ２東日本 WATAWATA

25 市川 博明 イチカワ ヒロアキ ICHIKAWA

26 三井 正勝 ミイ マサカツ 小金井公園ＲＣ ＭＩＩＣＨＡＮ

27 小林 拓海 コバヤシ タクミ TAKUMI

28 辻 秀憲 ツジ ヒデノリ ニッポンランナーズ Hitsuji

29 渡抜 貴史 ワタヌキ タカフミ M・アカデミー WATA

30 小田 信一 オダ シンイチ ODA

31 飯尾 健 イイオ ケン KEN

32 小島 正彦 コジマ マサヒコ M.Kojima

33 浮田 弥生 ウキダ ヤヨイ 陸上競技多摩川クラブ Charu

34 山内 かおり ヤマウチ カオリ YAMAUCHI

35 櫻井 大路 サクライ ヒロミチ Sakurai

36 吉崎 英司 ヨシザキ エイジ MIT EIJI

37 半田 裕美 ハンダ ヒロミ HACHI

38 落合 新 オチアイ アラタ ARA

39 笹本 渡 ササモト ワタル Wataroo

40 野中 慶昭 ノナカ ヨシテル TeamMxK NAKAYOSHI

41 岡部 康矢 オカベ コウヤ KOYA

① PM 甲斐大貴

② PM 緑川優

③ PM 大角重人

④ PM M高史

⑤ 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2組 スタート時刻 14:25

ペースメーカー：①17分40秒、②18分00秒、③18分20秒、④18分40秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 鈴木 誠一 スズキ セイイチ 横浜MMナイトランナーズ SEIICHI

2 好士 理恵子 コウシ リエコ えもと塾 RIEKO

3 関 修行 セキ ノブユキ 多摩川サブ3目指す会 SEKI

4 田口 祐治 タグチ ユウジ 三菱商事 GUCCI

5 小林 ゆき コバヤシ ユキオ 多摩サブ YUKIO

6 武部 健一 タケベ ケンイチ kenichi

7 北村 裕 キタムラ ユタカ 洋光台矯正歯科 nimo

8 石榑 昌也 石榑 昌也 GURE

9 北島 良子 キタジマ リョウコ 16レン RYOKO

10 重松 健由 シゲマツ ケンユウ うたクラブ UTA

11 鶴原 聖也 ツルハラ マサヤ MASAYA

12 小高 潤 オダカ ジュン TeamMxK JUN

13 新澤 英典 シンザワ ヒデノリ SHINZAWA

14 鶴見 英斉 ツルミ ヒデナリ MIT HT

15 名知 哲也 ナチ テツヤ NACHI

16 石井 佑典 イシイ ユウスケ ハリアーズ ISHII

17 山本 雄一朗 ヤマモト ユウイチロウ YAMAMOTO

18 小松 靖史 コマツ ヤスシ KMT

19 鶴 一磨 ツル カズマ 多摩川サブ3 TSURU

20 石井 正吾 イシイ ショウゴ ISHII

21 松永 圭司 マツナガ ケイジ MATSUNAGA

22 家宇治 啓 イエウジ ケイ 厚生労働省麻薬取締部 NCD_KEI

23 梶田 進一郎 カジタ シンイチロウ FJRC KAJI

24 加藤 倫亜 カトウ リンア ウィングAC RIN

25 柳川 俊之 ヤナガワ トシユキ yana

26 梅田 進也 ウメダ シンヤ UMEDA

27 吉田 大蔵 ヨシダ ダイゾウ RSLAB D.

28 白戸 太朗 シラト タロウ ATHLONIA Go Taro !!

29 保岡 昌彦 ヤスオカ マサヒコ yasuoka

30 原田 芳一 ハラダ ヨシカズ 雨漏り110番 HARADA

31 坂井 岳夫 サカイ タケオ Takeo

32 三浦 重範 ミウラ シゲノリ RRT SHIGE

33 小山 温史 コヤマ アツシ オリエンテーリングクラブ・トータス adidi

34 田邊 亮子 タナベ リョウコ Ryoko

35 谷口 智哉 タニグチ トシヤ TANIGUCHI

36 板橋 淳一 イタバシ ジュンイチ Junichi

37 木村 哲 キムラ サトシ TETSU

38 田中 佑磨 タナカ ユウマ YT

39 松崎 清吾 マツザキ セイゴ MATSUZAKI

40 奥田 一之 オクダ カズユキ kazu

41 鈴木 将夫 スズキ マサオ M

① PM 甲斐大貴

② PM 緑川優

③ PM 大角重人

④ 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 14:48

ペースメーカー：①16分30秒、②16分50秒、③17分10秒、④17分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 松藤 久 マツフジ ヒサシ 駒沢公園JC Hisashi

2 後藤 のりひと ゴトウ ノリヒト ザ・キジトラズ THE KIJITORAS

3 芹沢 元秀 セリザワ モトヒデ 小金井おじ練 Serizawa

4 作美 祐介 サクミ ユウスケ SAKUMI

5 湊原 学 ミナトハラ マナブ minato

6 山本 謙太郎 ヤマモト ケンタロウ yamaken

7 高山 大樹 タカヤマ ヒロキ H.R

8 斉藤 斉 サイトウ ヒトシ 酒RUN RUNBO

9 松田 拓朗 マツダ タクロウ TAKURO

10 高見 瑞樹 タカミ ミズキ 足柄男塾 mizu

11 石澤 毅士 コクザワ ツヨシ koku

12 片山 真人 カタヤマ マサト KATAYAN

13 木川 大輔 キカワ ダイスケ DreamAC DICEK

14 和田 達也 ワダ タツヤ ＷＡＤＡ

15 長屋 博之 ナガヤ ヒロユキ 駒沢公園ＪＣ nagaya

16 増田 翔 マスダ ショウ MASUDA

17 内藤 将一 ナイトウ ショウイチ SHOCHAN

18 近藤 雄二 コンドウ ユウジ 東京陸協 YUJI

19 鈴木 利幸 スズキ トシユキ 駒沢公園JC SUZUKI

20 小山 清和 コヤマ キヨカズ グッドパッチ kiyo

21 田畑 慎也 タバタ シンヤ えもと塾 しんや

22 新井 康之 アライ ヤスユキ DAC YASU

23 小長根 広貴 コナガネ ヒロキ HIROKI

24 今井 純一 イマイ ジュンイチ 文鳥区役所 imai

25 小永井 心 コナガイ シン 酒ＲＵＮ SHURUN

26 渡辺 毅 ワタナベ タケシ ラン塾 タケ

27 宰務 正 サイム タダシ Saimu

28 田村 豪 タムラ タケシ 若松屋 GO

29 北川 拓也 キタガワ タクヤ 酒ＲＵＮ 0.118055556

30 村井 誠 ムライ マコト ポポロAC MAKOTO

31 佐藤 圭 サトウ ケイ 上州AC JOUSHUU

32 杉山 巧 スギヤマ サトシ SUGI

33 島田 裕二 シマダ ユウジ SHIMA

34 近本 洋平 チカモト ヨウヘイ 横浜好走会 Jin Ben

35 安留 ゆかり ヤストメ ユカリ BEBE練 BEBE

36 植村 雄一郎 ウエムラ ユウイチロウ UEMURA

37 武藤 真弘 ムトウ マサヒロ RDC RUN CLUB Masahirock

38 澤田 洋志 サワダ ヒロシ ＲＵＮＷＥＢ 164

39 島津 正孝 シマヅ マサタカ SHIMAO

40 関谷 卓也 セキヤ タクヤ 東学大ARC Sekiya

41 藤原 直紀 フジワラ ナオキ NAOKI

42 松田 純平 マツダ ジュンペイ MATSUDA

① PM 甲斐大貴

② PM 澁谷宥介

③ PM 河野孝志

④ PM 大角重人 PM M高史



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：①14分45秒、②15分00秒、③15分25秒、④15分50秒、⑤16分15秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 川内 鮮輝 カワウチ ヨシキ Jaybird Jaybird

2 鬼木 悠貴 オニキ ユウキ YUKI

3 石井 琉聖 イシイ リュウセイ ゼロベース RYUSEI

4 村田 諒 ムラタ リョウ RYO

5 笹田 直太 ササダ ナオタ naota

6 菊地 悠人 キクチ ユウト 東京陸協 TOUYU

7 田村 亮 タムラ リョウ ABT

8 桜岡 俊矢 サクラオカ シュンヤ SHUNYA

9 勝又 洋人 カツマタ ヒロト KATSUMATA

10 荒谷 謙 アラタニ ケン 茨城陸協 ARATANI

11 斎藤 湧歩 サイトウ ユウホ WindRun HRN

12 小檜山 エミール コビヤマ エミール BNK23 MAREA

13 飯田 勇希 イイダ ユウキ YUKI

14 加藤 達大 カトウ タツヒロ KATOCHOGE

15 下村 和也 シモムラ カズヤ 市川MC SHIMOMUUU

16 網谷 直紀 アミタニ ナオキ 富山陸協 NAOKI

17 小川 佳祐 オガワ ケイスケ OGAWA

18 新開 嶺 シンカイ レイ REI

19 大野 瑛 オオノ アキラ 東京陸協 AKIRA

20 西郷 孝一 サイゴウ タカヒト TAKA

21 鈴木 護弘 スズキ モリヒロ Suzuki

22 大垣 秀介 オオガキ シュウスケ 東京陸協 Ogaki

23 佐藤 怜 サトウ レイ クラブR2東日本 REI

24 新井 龍 アライ リョウ 岩原塾 RYO

25 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ IKEUCHI

26 鷹觜 厚宜 タカノハシ アツキ AT

27 荒川 雅明 アラカワ マサアキ MASA

28 遠藤 悠一 エンドウ ユウイチ ENDO

29 田口 大貴 タグチ ダイキ DAIKI

30 タカハシ ヒロム タカハシ ヒロム 健ちゃん練 yama no bonjin

31 永田 春樹 ナガタ ハルキ 健ちゃん練 Haruki

32 杉本 孝公 スギモト タカマサ SUGIMOTO

33 糸井 巧 イトイ タクミ Taku_Run_Workout

34 水落 徳哲 ミズオチ ノリアキ ＦＲＣ BIG-MIC

35 古木 洋輔 フルキ ヨウスケ YOSUKE

36 福永 泰幸 フクナガ ヤスユキ 健ちゃん練 unofficial

37 浅井 創太 アサイ ソウタ 多摩川クラブ SOTA

38 阿部 靖 アベ ヤスシ ABE

39 今井 凜 イマイ リン 藤沢翔陵高校 IMAI

40 菊池 康介 キクチ コウスケ 藤沢翔陵高校 KIKUCHI

41 荒谷 洋輔 アラタニ ヨウスケ 藤沢翔陵高校 ARATANI

42 稲光 希竜 イナミツ キリュウ 藤沢翔陵高校 INAMITU

43 細谷 隼斗 ホソヤ ハヤト 藤沢翔陵高校 HOSOYA

44 矢後 銀次 ヤゴ ギンジ 藤沢翔陵高校 YAGO

① PM 佐藤達也

② PM 澁谷宥介

③ PM 河野孝志

④ PM 甲斐大貴

⑤ PM 古和田響



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 15:32

ペースメーカー：①5分00秒、②5分15秒、③5分30秒、④6分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 飯島 隆介 イイジマ リュウスケ JM

2 重松 健由 シゲマツ ケンユウ うたクラブ UTA

3 鈴木 秀人 スズキ ヒデト suzu

4 川島 大亮 カワシマ ダイスケ 東京陸協 KAWASHIMA

5 上岡 基洋 ウエオカ モトヒロ 東京陸協 moto

6 中村 リョウタ ナカムラ リョウタ RYOTA

7 安藤 太郎 アンドウ タロウ Taro

8 嶺岸 未来 ミネギシ ミライ MIRAI

9 庄田 真人 ショウダ マサト TeamM×K SHODA

10 池田 美樹 イケダ ミキ Miki

11 鍵本 繁幸 カギモト シゲユキ 大阪マスターズ KAGIMOTO

12 藤井 芳佳 フジイ ヨシカ YOSHIKA

13 櫻井 大路 サクライ ヒロミチ Sakurai

14 関根 正之 セキネ マサユキ MASAYUKI

15 齋藤 隆義 サイトウ タカヨシ 突っ込んでなんぼ隊 taka

16 上岡 祐二 カミオカ ユウジ フリー YUUJI

17

18

19

20

① PM 三津家貴也

② PM 岡本拓也

③ PM がんばれゆうすけ

④ PM 佐藤達也



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 15:41

ペースメーカー：①4分37秒5、②4分45秒、③4分52秒5

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 西崎 昌宏 ニシザキ マサヒロ 小金井おじ練 NISSHY

2 高橋 利和 タカハシ トシカズ Toshi

3 北川 拓也 キタガワ タクヤ 酒ＲＵＮ 2:50

4 大村 公一 オオムラ コウイチ KOUICHI

5 荻原 慶也 オギハラ ケイヤ Ｋ

6 榊原 大樹 サカキバラ ヒロキ 埼玉大井RC Hiro

7 小長根 広貴 コナガネ ヒロキ HIROKI

8 近藤 雄二 コンドウ ユウジ 東京陸協 YUJI

9 橋本 隆正 ハシモト タカマサ Ryusei

10 新澤 英典 シンザワ ヒデノリ SHINZAWA

11 浅井 秀治 アサイ ヒデハル HIDE

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

13 佐々木 喜一郎 ササキ キイチロウ KSASAKI

14 坂井 岳夫 サカイ タケオ Takeo

15 佐藤 健輔 サトウ ケンスケ 大井ランニングクラブ KENKEN

16 皆川 麻美 ミナカワ アサミ ASAMI

17 塩見 昌人 シオミ マサト shiomasa

18 藤田 知広 フジタ トモヒロ かなへい TOMO

19 澤田 洋志 サワダ ヒロシ ＲＵＮＷＥＢ 164

20

21

① PM 三津家貴也

② PM 岡本拓也

③ PM がんばれゆうすけ



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 15:50

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 松本 凱 マツモト カイ 埼玉陸協 songben

2 永井 義之 ナガイ ヨシユキ 八王子富士森走友会 YOSHIYUKI

3 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ IKEUCHI

4 角田 幹之 ツノダ モトユキ TSUNODA

5 三浦 和貴 ミウラ カズタカ 東京陸協 ＫＡＺＵ

6 安達 功 アダチ イサオ ＴＥＡＭ Ｒ×Ｌ＋ ISAO

7 川井 勉 カワイ ツトム TeamM×K kawai

8 原田 貴正 ハラダ タカマサ TAKAMASA

9 福井 翔 フクイ ショウ Scott

10 作美 祐介 サクミ ユウスケ SAKUMI

11 青山 大志 アオヤマ タイシ 青山治療院 ＴＡＩＳＨＩ

12 大築 隆之 大築 隆之 SWAC TUKEY

13 石澤 毅士 コクザワ ツヨシ koku

14 加治佐 純 カジサ ジュン jun

15 西郷 孝一 サイゴウ タカヒト TAKA

16 松田 拓朗 マツダ タクロウ TAKURO

17 中山 駿介 ナカヤマ シュンスケ shunsuke

18 内田 大智 ウチダ タイチ TAICHI From SeSDA
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① PM 古和田響

② PM がんばれゆうすけ



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 15:58

ペースメーカー：①4分07秒5、②4分15秒、③4分20秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 藤原 友章 フジワラ トモアキ FUJIWARA

2 岩瀬 弘之 イワセ ヒロユキ HIROYUKI

3 渡邉 伊織 ワタナベ イオリ iori.w

4 原口 孝徳 ハラグチ タカノリ Haraguchi

5 坂本 達哉 サカモト タツヤ TATSUYA

6 玉田 修平 タマダ シュウヘイ レジェンズ SHUHEI

7 坂詰 北斗 サカヅメ ホクト HOKUTO

8 古井 義文 フルイ ヨシフミ 東京マスターズ 東京マスターズ

9 飯田 勇希 イイダ ユウキ YUKI

10 石井 琉聖 イシイ リュウセイ ゼロベース RYUSEI

11 葛西 亮太 カサイ リョウタ 國學院大學陸上競技同好会 HYONSU

12 古木 洋輔 フルキ ヨウスケ YOSUKE

13 北崎 翔馬 キタザキ ショウマ SHOMA

14 柿森 悠真 カキモリ ユウマ YUMA

15 岡田 卓磨 オカダ タクマ OKADA

16 片瀬 祐樹 カタセ ユウキ BOY

17 松本 龍晴 マツモト リュウセイ MATSUMOTO

18 高山 大樹 タカヤマ ヒロキ H.R

19 渡邉 慶大 ワタナベ ケイタ 横浜陸協 WATANABE
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① PM 三津家貴也

② PM 古和田響

③ PM 岡本拓也


