
＜日時＞ 2022年10月22日（土）13時30分～16時30分

＜会場＞ 代々木公園陸上競技場（織田フィールド）

＜受付＞ 12時30分～競技開始20分前迄　陸上競技場入口

＜競技日程＞

※13時00分～13時30分　かけっこ教室（主に年中以降の未就学児～小学校低学年向け）

組 スタート時刻 受付開始 受付締切 現地集合 エントリー

100m ひよこ 1~2組 13:30 12:30 13:10 13:25 14名

400m 小低 1組 13:40 12:30 13:20 13:35 3名

1000m 小高 1組 13:48 12:33 13:28 13:43 3名

1500m 男女 1組 13:56 12:41 13:36 13:51 21名

1500m 男女 2組 14:06 12:51 13:46 14:01 18名

1500m 男女 3組 14:14 12:59 13:54 14:09 26名

1500m 男女 4組 14:22 13:07 14:02 14:17 21名

1500m 男女 5組 14:30 13:15 14:10 14:25 19名

5000m 男女 1組 14:38 13:23 14:18 14:33 40名

5000m 男女 2組 15:05 13:50 14:45 15:00 46名

5000m 男女 3組 15:30 14:15 15:10 15:25 42名

5000m 男女 4組 15:53 14:38 15:33 15:48 44名

5000m 男女 5組 16:15 15:00 15:55 16:10 47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。

・当日エントリー枠（全体で先着20名、参加費3,000円、ゼッケン手書き）をご用意します

　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お支払いの上でご参加ください。

・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20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。

＜競技結果＞

　各選手の記録証は競技終了後速やかに会場で配布、

　リザルトは順次大会HPに掲載予定です。

　（ＵＲＬ） http://team-mk.net/mkdc/

種目

第57回 MxKディスタンストライアル（陸連非公認大会）

http://team-mk.net/mkdc/


MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

ひよこ100m スタート時刻 13:30

1組目　※4歳以上

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 Yuito

2 Keito

3 EMIRI

4 itto

5 KENTA

6 CHIHAYA

7 MAHO

8 TeamMxK HINATA

9 Yui

2組目　※1歳～3歳

No 氏　名 カナ 所　属

1 arata

2 Shota

3 TeamMxK HARUHI

4 KIHO

5 IROHA

6

7

8

小学校低学年向け400m スタート時刻 13:40

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 chisa

2 マサト

3 Veragista MUTSUKI

4

5

6

7

8

小学校高学年向け1000m スタート時刻 13:48

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 Yui

2 SO

3 YUKI

4

5

6

7

8



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 13:56

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 齋藤 隆義 サイトウ タカヨシ YRC Taka

2 斉藤 秀幸 サイトウ ヒデユキ 龍馬RC Saito

3 中村 哲二 ナカムラ テツジ ランニングデポ tetsu

4 本田 達也 ホンダ タツヤ HONDA

5 樋口 陽介 ヒグチ ヨウスケ TeamHADANO HIGUCHI

6 西出 慎吾 ニシデ シンゴ shinkichi

7 本田 牧子 ホンダ マキコ まるお製作所RC kuma

8 天野 みなみ アマノ ミナミ MINAMI

9 山際 将典 ヤマギワ マサノリ Maho

10 小林 健 コバヤシ ケン KEN

11 井野 浩彦 イノ ヒロヒコ HIRO

12 安西 義則 アンザイ ヨシノリ オーバーエイジ anpu

13 下重 貴子 シモシゲ タカコ shimoshimo

14 尾崎 克洋 オザキ カツヒロ OZK

15 猪狩 忠昭 イガリ タダアキ GARI

16 小永井 大介 コナガイ ダイスケ Moco

17 杉本 亮太 スギモト リョウタ 西村CaRNiVaL ス

18 矢都木 二郎 ヤトギ ジロウ MUSASHI

19 前田 健輔 マエダ ケンスケ 平井ＲＣ ＨＲＣ

20 海山 喜之 ウミヤマ ヨシユキ UMIYAMA

21 今井 規雄 イマイ ノリオ Norio

22

23

24

① PM 澁谷有介

② PM 福澤元己

③ PM 森田雄貴

④ PM 中野蒼塁

⑤ 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2組 スタート時刻 14:06

ペースメーカー：①4分55秒、②5分00秒、③5分10秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 宮本 直樹 ミヤモト ナオキ ゼロベースランニング NAOKI

2 畠中 勝己 ハタナカ マサキ 多摩湖RC Hata

3 柴田 遥華 シバタ ハルカ ＪＲ東日本千葉 HARUKA

4 岩垂 大 イワタレ ダイ TGT DAI

5 山田 優里 ヤマダ ユウリ 東京陸協 POPO

6 梅田 進也 ウメダ シンヤ SHINYA

7 清水 徹 シミズ トオル SHIMIZU

8 平賀 恵子 ヒラガ ケイコ 千葉マスターズ Huizi

9 岩崎 翔平 イワサキ ショウヘイ ねぇ、帰ろう iwwa

10 島田 進司 シマダ シンジ 横浜市陸上競技協会 SHIMAJIRO

11 瀬川 康介 セガワ コウスケ ガゼル K.SEGAWA

12 西澤 大生 ニシザワ ダイキ NISHIZAWA

13 日野 颯人 ヒノ ハヤト HAYATO

14

15 長瀬 康一 ナガセ コウイチ 松戸２１韋駄天組 ＮＡＧＡ

16 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ KISHIDA

17 上村 英生 カミムラ ヒデオ Mola mola RC Kamii

18 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ Miyoshi

19 原 大輔 ハラ ダイスケ ポップラインRC ALE

20

21

22

23

24

① PM 澁谷有介

② PM 福澤元己

③ PM 森田雄貴



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 14:14

ペースメーカー：①4分35秒、②4分40秒、③4分45秒、④4分50秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 武田 哲治 タケダ テツジ TAKEDA

2 小菊 匡 コギク マサシ MASASHI

3 坪地 宏嘉 ツボチ ヒロヨシ TGT HT

4 山田 啓介 ヤマダ ケイスケ 蕪組織 KONAPO

5 鎌仲 竜樹 カマナカ リュウキ KAMANAKA

6 藤木 新也 フジキ シンヤ SHINYA

7 窪田 俊郎 クボタ トシロウ ピッツキューブ RC KUBOTA

8 鳥居 邦彦 トリイ クニヒコ T-Nex Tori-Nex

9 佐久間 秋生 サクマ アキオ AKIO

10 青木 祥悟 アオキ ショウゴ Aokiplan

11 清水 健 シミズ ケン TeamHADANO SHIMIZU

12 今井 泰徳 イマイ ヤスノリ TGT YASU

13 榊原 利紀 サカキバラ トシノリ SAKAKI

14 三枝 秀徳 サイグサ ヒデノリ TGT sanchan

15 河田 寛人 カワダ ヒロト HIROTO

16 内藤 裕久 ナイトウ ヒロヒサ Hirohisa

17 大井 淳平 オオイ ジュンペイ 南高OB Yattemiyo

18 佐藤 智明 サトウ トモアキ SATO

19 三浦 明 ミウラ アキラ ラブライバー女子部 Toumato

20 石井 規之 イシイ ノリユキ ISHII

21 伊東 朋 イトウ トモ TOMO

22 田丸 治 タマル オサム otamaru

23 新澤 英典 シンザワ ヒデノリ ウルプロ SHINZAWA

24 山崎 雄大 ヤマザキ ユウタ 東京陸協 YUTA

25 伊藤 幸一 イトウ コウイチ 東京陸協 KOICHI

26 和田 直之 ワダ ナオユキ WADA

① PM 中野蒼塁

② PM 風戸啓希

③ PM 澁谷有介

④ PM 福澤元己



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 14:22

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 秋葉 雄大 アキバ ユウダイ JR東日本 Yudai

2 佐藤 孝樹 サトウ タカキ TKK

3 小林 徹也 コバヤシ テツヤ KOBATETSU

4 大平 誠 オオヒラ マコト MAKOTO

5 石井 雄一 イシイ ユウイチ Yuichi

6 栗原 昂平 クリハラ コウヘイ TeamHADANO KURIHARA

7 松浦 寛輝 マツウラ ヒロキ クラブR2東日本 MATSU

8 中野 雅明 ナカノ マサアキ 川崎陸協 masa

9 石ヶ守 直希 イシガモリ ナオキ 新郷 NAOKI

10 本間 裕也 ホンマ ユウヤ Yuya

11 佐々木 大輔 ササキ ダイスケ SSK

12 杉本 瑞樹 スギモト ミズキ MIZUKI

13 川井 勉 カワイ ツトム TeamM×K TK

14 安部 嘉葵 アベ ヨシキ RSLAB ABECHAN

15 信原 邦啓 ノブハラ クニヒロ NOBU

16 金野 秀平 コンノ シュウヘイ konno

17 西村 知也 ニシムラ トモヤ Tomoya

18 小澤 瑛樹 オザワ エイキ 大宮北中学校 EIKI

19 小田川 翔 オタガワ カケル MF kakeru

20 小堀 光 コボリ ヒカリ 樂走組 BEER

21 田屋 智規 タヤ トモキ T.Taya

22

23

24

① PM 森田雄貴

② PM 中野蒼塁

③ 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5組 スタート時刻 14:30

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 飯田 勇希 イイダ ユウキ YUKI

2 橋本 拓磨 ハシモト タクマ T

3 中野 洸介 ナカノ コウスケ さいたま市陸協 KO

4 佐藤 怜 サトウ レイ クラブR2東日本 REI

5 柳原 真人 ヤナギハラ マサト 坂戸市陸協 Y

6 瀬戸 翼 セト ツバサ SETO

7 加藤 圭 カトウ ケイ RDC RC KEI

8 森田 和樹 モリタ カズキ カズキ

9 村上 智哉 ムラカミ トモヤ MURAKAMI

10 齋藤 俊平太 サイトウ シュンペイタ 玄海田公園RC ぺーた

11 北崎 翔馬 キタザキ ショウマ SHOMA

12 荒幡 哲治 アラハタ テツハル TETSU

13 椎葉 義仁 シイバ ヨシヒト 日野自動車 shiiba

14 山上 洋祐 ヤマガミ ヨウスケ YOSUKE

15 木村 創 キムラ ツクル 静岡陸協 KIMURA

16 大田黒 太郎 オオタグロ タロウ TARO

17 安田 隼 ヤスダ シュン SHUN

18 板倉 佳克 イタクラ ヨシカツ 横浜市陸協 ITA

19 堀 貴博 ホリ タカヒロ ますを製作所 38sai

20

21

22

① PM 福澤元己 PM 風戸啓希

② PM 澁谷有介

③ PM 中野蒼塁 PM 須崎裕也

④ PM 森田雄貴



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 14:38

ペースメーカー：①19分30秒、②20分00秒、③20分30秒、④21分00秒、⑤22分00秒、⑥23分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 宮本 明 ミヤモト アキラ サウルス神奈川 AKIRA

2 矢都木 二郎 ヤトギ ジロウ MUSASHI

3 栗原 猛 クリハラ タケシ TRC K.TAKESHI

4 中山 英俊 ナカヤマ ヒデトシ HIDE

5 椎葉 義仁 シイバ ヨシヒト 日野自動車 shiiba

6 小田 恭輔 オダ キョウスケ KYOSUKE

7 吉田 賢 ヨシダ サトシ YOSHIDA

8 高橋 淳 タカハシ キヨシ TAKAHASHI

9 武井 真一 タケイ シンイチ takei

10 Wameser Julia ワメーザ ユリア Julia

11 Fjeddahl Hanah フィエルド ハナ Hanah

12 天野 みなみ アマノ ミナミ MINAMI

13 中村 直也 ナカムラ ナオヤ NAOYA

14 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ Miyoshi

15 北村 一誠 キタムラ カズモト ASRC J-Kaz

16 椋林 裕太 ムクバヤシ ユウタ YUTA

17 磯崎 学 イソザキ マナブ ISOZAKI

18 伊従 希世彦 イヨリ キヨヒコ KIYOHIKO

19 小島 正彦 コジマ マサヒコ M.K

20 徳田 和美 トクダ カズミ TOK

21 田村 篤史 タムラ アツシ ウルトラプロジェクト TAMU

22 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル TeamRxL Yamazaki

23 竹内 愛 タケウチ アイ AI

24 魚尾 英生 ウオオ ヒデキ HIDE

25 広嶋 芳夫 ヒロシマ ヨシオ HIRO

26 高橋 尚之 タカハシ ナオユキ nao

27 石井 正樹 イシイ マサキ ishii

28 細谷 みゆき ホソヤ ミユキ 松戸21RC MIYUKI

29 榊原 光樹 サカキハラ コウキ SAKAKIHARA

30 李 思園 リ シエン 東京陸協 Li

31 海老原 幸司 エビハラ コウジ 松戸21RC EBI

32 杉本 由奈 スギモト ユキナ YUKINA

33 尾崎 克洋 オザキ カツヒロ OZK

34 土屋 奈緒 ツチヤ ナオ TSUCHIYA

35 高橋 敏雄 タカハシ トシオ ウルプロ TOSHI

36 原山 聡子 ハラヤマ サトコ satoco

37 高橋 勇輝 タカハシ ユウキ yuki

38 Ashley Grantham Ashley Grantham Ashley Grantham Ashley G

39 菅沼 広之 スガヌマ ヒロユキ HIRO

40 井上 千春 イノウエ チハル CHIHARU

41

42

43

44

45

① PM 兒玉雄介

② PM 古川大晃

③ PM 澁谷有介

④ PM 森田雄貴

⑤ PM 須崎裕也

⑥ PM 中山晃一



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 15:05

ペースメーカー：①18分00秒、②18分25秒、③18分50秒、④19分15秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 ABSOUS Olivier アブスー オリヴィエ Triathlon in Tokyo OLIVIER

2 松尾 真嗣 マツオ シンジ 所沢おおはら村鍼灸整骨院 MATSUO

3 広瀬 弘宣 ヒロセ ヒロノブ HIROSESAN

4 山崎 雄大 ヤマザキ ユウタ 東京陸協 YUTA

5 夏苅 竜平 ナツカリ リュウヘイ たまくろ練 gaaaleee

6 長瀬 康一 ナガセ コウイチ 松戸２１韋駄天組 ＮＡＧＡ

7 中村 賢次 ナカムラ ケンジ KENJI

8 石井 佑典 イシイ ユウスケ ハリアーズ YUSUKE

9 清水 修 シミズ オサム OSAMU

10 冨田 道也 トミタ ミチヤ TOMITA

11 西村 隆 ニシムラ リュウ RUNWEB RYU

12 岩瀬 豪 イワセ ゴウ Team MK IWASE

13 倉下 直樹 クラシタ ナオキ KURASHITA

14 山口 幹哉 ヤマグチ ミキヤ MKY

15 小泉 緑 コイズミ ミドリ サウルス神奈川 Midori

16 中山 侑人 ナカヤマ ユウト 神奈川陸協 Yujin

17 小澤 瑠里子 オザワ ルリコ RURIKO

18 平石 英大 ヒライシ ヒデマサ HSC hide

19 梅田 進也 ウメダ シンヤ SHINYA

20 高橋 順一 タカハシ ジュンイチ JUN JUN

21 本間 大王 ホンマ ヒロオ HIROO

22 鶴田 智久 ツルタ トモヒサ Team MxK TOMOHISA

23 中山 雅継 ナカヤマ マサツグ 酒RUN NAKA

24 伊東 朋 イトウ トモ TOMO

25 冨樫 直樹 トガシ ナオキ NAOKI

26 井上 正章 イノウエ マサアキ INO

27 土屋 絢太郎 ツチヤ シュンタロウ SHUN

28 田口 明 タグチ アキラ AKIRA

29 足立 俊宏 アダチ トシヒロ 禿髪AC TOKUHATSU

30 島田 進司 シマダ シンジ 横浜市陸上競技協会 SHIMAJIRO

31 松崎 清吾 マツザキ セイゴ MATSUZAKI

32 木村 光宏 キムラ ミツヒロ 越谷ランナーズ KIM

33 西澤 大生 ニシザワ ダイキ NISHIZAWA

34 遠藤 創 エンドウ ハジメ ENDO

35 板橋 淳一 イタハシ ジュンイチ junichi

36 塩見 昌人 シオミ マサト shiomasa

37 石井 明夫 イシイ アキオ ISHII

38 大槻 知史 オオツキ サトシ STS

39 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ KISHIDA

40 秋元 武宏 アキモト タケヒロ 椎葉塾 TAKEHIRO

41 渡辺 カズヒロ ワタナベ カズヒロ kaz

42 梶田 進一郎 カジタ シンイチロウ FJRC KAJI

43 榎本 久子 エノモト ヒサコ HISA

44 大塚 信司　 オオツカ シンジ SHIN

45 川合 千春 カワイ チハル NICO

46 内藤 兵磨 ナイトウ ヒヨウマ HYOMA

① PM 須崎裕也

② PM 兒玉雄介

③ PM 古川大晃

④ PM 中山晃一



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 15:30

ペースメーカー：①17分00秒、②17分20秒、③17分40秒、④18分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 波多野 陽介 ハタノ ヨウスケ 中央AC Yousuke

2 黒澤 遥介 クロサワ ヨウスケ Yohsuke

3 松崎 雅春 マツザキ マサハル MASA

4 斉藤 斉 サイトウ ヒトシ 一人軍隊 RUNBO

5 西 紘史 ニシ ヒロフミ NISHI

6 永井 雅樹 ナガイ マサキ DAC東京 MASA

7 酒井 拓磨 サカイ タクマ み～たんず takkun

8 北川 一博 キタガワ カズヒロ 千葉真子ベストスマイルランニングクラブ Kazu

9 菅 佑輔 カン ユウスケ KAN

10 川井 勉 カワイ ツトム TeamM×K TK

11 秋山 裕哉 アキヤマ ユウヤ 松戸２１ＲＣ AKIYAMA

12 新井 和磨 アライ カズマ ARAI

13 井野 寛司 イノ カンジ kanji

14 小島 洋平 コジマ ヨウヘイ 夜明け前陸上部/まるお製作所埼玉支部 youhei

15 傍島 稔也 ソバジマ トシヤ TOSHIYA

16 川島 純平 カワシマ ジユンペイ JUMPEI

17 島田 裕二 シマダ ユウジ SHIMA

18 清水 大地 シミズ ダイチ ウィングAC DAI

19 小永井 心 コナガイ シン 酒ＲＵＮ KONA

20 山崎 省吾 ヤマザキ ショウゴ Yamazaki

21 清水 一希 シミズ カズキ KAZUKI

22 藤木 新也 フジキ シンヤ SHINYA

23 増子 亘輝 マシコ コウキ Kouki

24 三原 祐大 ミハラ ユウタ 神奈川陸協 Yuta

25 幸本 裕司 コウモト ユウジ 越谷ランナーズ YK

26 菊池 雄太 キクチ ユウタ KIKU

27 谷本 憲太郎 タニモト ケンタロウ KEN

28 佐藤 弘 サトウ ヒロシ SATOU

29 新澤 英典 シンザワ ヒデノリ ウルプロ SHINZAWA

30 小高 潤 オダカ ジュン TeamMxK JO

31 川西 宏幸 カワニシ ヒロユキ T.Tアスリート Kawanishi

32 安田 裕輔 ヤスダ ユウスケ ts OKM

33 中村 卓哉 ナカムラ タクヤ TAKUYA

34 瀧波 美緒 タキナミ ミオ Mio

35 葛西 悦星 カサイ エッセイ tokyobayrc Essay

36 上村 英生 カミムラ ヒデオ Mola mola RC Kamii

37 池田 耕一郎 イケダ コウイチロウ SRC904関西 IKEDA

38 名知 哲也 ナチ テツヤ NACHI

39 武田 亮平 タケダ リョウヘイ まるお製作所RC 埼玉支部 TAKEDA

40 成塚 拓真 ナリヅカ タクマ TN

41 平野 慶介 ヒラノ ケイスケ keifarah

42 小堀 光 コボリ ヒカリ 樂走組 BEER

43

44

45

① PM 岡野佑輝

② PM 辻川諒

③ PM 兒玉雄介

④ PM 中山晃一



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 15:53

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 水落 徳哲 ミズオチ ノリアキ ＦＲＣ BIG-MIC

2 福田 圭介 フクダ ケイスケ KEISUKE

3 西森 秀明 ニシモリ ヒデアキ H.Uグループ NIIMO

4 江本 陽 エモト ヨウ T.T-Athlete Club EMOTO

5 松田 拓朗 マツダ タクロウ TAKURO

6 田中 祐樹 タナカ ユウキ TAT TANAKA

7 前原 雅樹 マエハラ マサキ たまくろ練 MAITY

8 遠藤 庄吾 エンドウ ショウゴ おれたま shogo

9 三村 亮仁 ミツムラ アキヒト グレートムラ

10 小畑 光城 オバタ ミツシロ トヨタ東本TT OBATA

11 櫻田 将 サクラダ マサル 東京陸協 JOHN DOE

12 安田 有佑 ヤスダ ユウスケ 多磨駅伝部 TAMA

13 大久保 貴之 オオクボ タカユキ TAKA

14 阿部 靖 アベ ヤスシ ABE

15 佐藤 隼 サトウ ジュン 東京陸協 JUNJUN

16 杉野 雅哉 スギノ マサヤ 厚木市役所 SUGICHAN

17 渡邉 遼平 ワタナベ リョウヘイ WindRun Ryohei

18 亀井 康弘 カメイ ヤスヒロ KAME

19 平井 慎吾 ヒライ シンゴ ＨＩＲＡＩＫＥＮ

20

21 座間 保成 ザマ ヤスナリ ＪＲ東日本千葉 ZETT

22 川口 翔平 カワグチ ショウヘイ SHOHEI

23 佐藤 怜 サトウ レイ クラブR2東日本 REI

24 渡邉 聖太 ワタナベ ショウタ nabesyo

25 山崎 純二 ヤマザキ ジュンジ チーム林 やま

26 長谷川 翔 ハセガワ ショウ hasesho

27 郡司 真彦 グンジ マサヒコ 唯愛ゆまと小熊まな香の想いで走る会！ MA-KUN

28 岩崎 太郎 イワサキ タロウ TARO

29 羽岡 哲郎 ハオカ テツオ TETSUO

30 片山 真人 カタヤマ マサト KATAYAN

31 奥洞 雄也 オクボラ ユウヤ YUYA

32 杉本 瑞樹 スギモト ミズキ MIZUKI

33 木村 大典 キムラ ダイスケ バンコク走遊会&Namban Rengo Dodger Blue

34 桑野 博輔 クワノ ヒロスケ Breakthrough HIRO

35 高橋 賢 タカハシ サトシ アトミクラブ TAKAHSHI

36 久原 健太 クハラ ケンタ 多摩川クラブ Ken

37 小山 清和 コヤマ キヨカズ グッドパッチ kiyo

38 今井 純一 イマイ ジュンイチ 文鳥区役所 IMAI

39 高橋 利和 タカハシ トシカズ Toshi

40 Matthew Granger マシュー グレンジャー Matt

41 影山 彰 カゲヤマ アキラ 東京陸協 AK

42 千葉 浩介 チバ コウスケ 松戸21ＲＣ KOSUKE

43 信原 邦啓 ノブハラ クニヒロ NOBU

44 井上 裕介 イノウエ ユウスケ YUSUKE

45 森 雅俊 モリ マサトシ MM

① PM 竹澤想大

② PM 齋藤拓也

③ PM 鎌田紘宜



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 16:15

ペースメーカー：①14分40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 成田 匠平 ナリタ ショウヘイ SHOHEI

2 川内 鮮輝 カワウチ ヨシキ Jaybird Jaybird

3 石井 琉聖 イシイ リュウセイ 明治大同好会 Ryuche

4 大谷 宗平 オオタニ シュウヘイ ＪＲ東日本千葉 Shuu

5 菊地 悠人 キクチ ユウト TOUYU

6 吉田 茂樹 ヨシダ シゲキ XYLiTOL SHiGE

7 生井 将人 ナマイ マサト Windrun Nama cha

8 田代 照 タシロ テル TERU

9 中山 峻弥 ナカヤマ シュンヤ ns

10 池田 力 イケダ リキ Riki

11 石原 洸 イシハラ タケル Ishihara

12 森田 和樹 モリタ カズキ カズキ

13 木村 良将 キムラ ヨシマサ ドリームステージ YOSHIMASA

14 桜岡 俊矢 サクラオカ シュンヤ SHUNYA

15 佐藤 勝茂 サトウ カツシゲ sato

16 小檜山 江未留 コビヤマ エミル BNK23 EMIRATES

17 齋藤 俊平太 サイトウ シュンペイタ 玄海田公園RC ぺーた

18 山田 瑞穂 ヤマダ ミズホ 埼玉陸協 YAMACHE

19 JOHNSON JARED ジョンソン ジェレッド JOHNSON

20 斎藤 湧歩 サイトウ ユウホ WindRun HRN

21 風間 健範 カザマ タケノリ 笛吹市陸協 KAZAMA

22 中水 佑 ナカミズ ユウ フジシロ YU

23 福本 悠真 フクモト ユウマ 明大同 YUMA

24 井辻 祐太郎 イツジ ユウタロウ dream grants YUTARO

25 鳥居 邦彦 トリイ クニヒコ T-Nex Tori-Nex

26 浅井 創太 アサイ ソウタ 多摩川クラブ Sota

27 中山 貴史 ナカヤマ タカシ NAKAYAMA

28 田中 耕太 タナカ コウタ 明治大学体同連陸上競技部 TANAKA

29 安田 有佑 ヤスダ ユウスケ 多磨駅伝部 TAMA

30 伊藤 瑛太郎 イトウ エイタロウ 八王子東高 EITARO

31 足立 良太 アダチ リヨウタ 湘南ランタジスタ RYOTA

32 上川 英一郎 カミカワ エイイチロウ EIICHIRO

33 川嶋 洋平 カワシマ ヨウヘイ 坂戸市陸協 Y.K

34 マカリスター グラム マカリスター グラム 南蛮連合 Graham

35 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ IKEUCHI

36 森田 裕太郎 モリタ ユウタロウ MORITA

37 大野 瑛 オオノ アキラ 東京陸協 AKIRA

38 近藤 柊斗 コンドウ シュウト 湘南ランタジスタ SHUTO

39 河合 勇樹 カワイ ユウキ 水元公園ＲＣ KAWAI

40 望月 佐夢 モチヅキ サム TK EUROS SAMU

41 亀田 稔 カメダ ミノル TeamMxK MINORU

42 松本 翔 マツモト ショウ TeamMxK TeamMxK

43 射場本 綾 イバモト リョウ Ryo

44 筒井 恵也 ツツイ ケイヤ フクシムランTC keiya

45 小川 真誉 オガワ マヨ 東京陸協 Mayo

46 高見 瑞樹 タカミ ミズキ 足柄妙義男塾 mizu

47 内山 雄貴 ウチヤマ ユウキ YUKI

① PM 岡野佑輝

② PM 辻川諒

③ PM 竹澤想大

④ PM 齋藤拓也

⑤ PM 鎌田紘宜


