
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 14:10

ペースメーカー 4'25"
No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録 厚底✓
7 大高 達典 オオタカ タツノリ 能代山本陸協 秋田県 4分24秒6 1 着
6 船木 和成 フナキ カズナリ WEST TOKYO A.C. 東京都 4分25秒9 2 着
21 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 東京都 4分27秒3 3 着 TR5
8 臼井 一弘 ウスイ カズヒロ 湘南学園高校 神奈川県 4分28秒3 4 着
13 渡邉 遼平 ワタナベ リョウヘイ作．AC札幌 北海道 4分29秒5 5 着
10 大橋 真 オオハシ マコト 逗子市陸協 神奈川県 4分29秒9 6 着
16 本⾧谷 好富 モトハセ ヨシトミ 東京陸協 東京都 4分30秒4 7 着 TR5
5 中山 駿介 ナカヤマ シュンスケ東京陸協 東京都 4分31秒8 8 着 TR5
20 宮岡 恵介 ﾐﾔｵｶ ｹｲｽｹ 帝京平成大学 神奈川県 4分33秒4 9 着
12 三浦 和貴 ミウラ カズタカ 東京陸協 東京都 4分34秒2 10 着
3 窪田 俊郎 クボタ トシロウ ピッツキューブ R C 東京都 4分35秒5 11 着
2 井上 康訓 イノウエ ヤスノリ 東京陸協 東京都 4分35秒9 12 着
19 吉田 暖大 ヨシダ ヒナタ 東山中学校 東京都 4分37秒1 13 着
18 横関 拓也 ヨコゼキ タクヤ 川崎市上下水道局 神奈川県 4分38秒8 14 着 TR5
15 西澤 和俊 ニシザワ カズトシ クラブR2東日本 東京都 4分39秒3 15 着
1 片山 真人 カタヤマ マサト ピッツキューブRC 東京都 4分40秒8 16 着
9 藤平 真ノ介 トウヘイ シンノスケGAZELLE 千葉県 4分50秒0 17 着
14 浅井 将尚 アサイ マサナオ 東京陸協 東京都 4分54秒4 18 着
17 大﨑 仁 オオサキ ヒトシ 滋賀陸協 滋賀県 4分55秒8 19 着
4 植村 雄一郎 ウエムラ ユウイチロウBreakthrough 東京都 DNS 着
11 畠中 勝己 ハタナカ カツミ 東村山陸協 東京都 DNS 着 TR5

着順

4'25"-4'30"



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 14:19

ペースメーカー 4'15"
No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録 厚底✓
16 池田 竜馬 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 帝京平成大学 栃木県 4分10秒5 1 着
7 岡田 健吾 オカダ ケンゴ Harriers 東京都 4分13秒9 2 着
21 田村 丈哉 タムラ ジョウヤ 千葉陸協 千葉県 4分16秒0 3 着
12 古井 義文 フルイ ヨシフミ 東京マスターズ 東京都 4分17秒7 4 着
2 菊地 梓巳 キクチ アズミ 東京陸協 東京都 4分18秒4 5 着
1 室谷 賢二 ムロタニ ケンジ 奈良陸協 奈良県 4分18秒8 6 着
8 阿川 隼人 ｱｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 帝京平成大学 千葉県 4分19秒0 7 着
15 高橋 雄聖 タカハシ ユウセイ 東京陸協 東京都 4分19秒7 8 着
6 井上 康之 イノウエ ヤスユキ 東京陸協 東京都 4分20秒0 9 着
4 新関 涼介 ニイゼキ リョウスケRFAJapan 東京都 4分20秒5 10 着
11 佐藤 大宇 サトウ ダイウ 島本プロジェクト 東京都 4分22秒1 11 着
9 木村 創 キムラ ツクル 静岡陸協 静岡県 4分24秒1 12 着
3 柳 和磨 ヤナギ カズマ 東京陸協 東京都 4分27秒0 13 着
10 伴 卓磨 バン タクマ 神戸市陸協 兵庫県 4分28秒1 14 着
20 坪地 宏嘉 ツボチ ヒロヨシ 東京陸協 東京都 4分28秒8 15 着 TR5
5 仲嶺 吉朗 ナカミネ ヨシロウ 沖縄陸協 沖縄県 4分35秒3 16 着
14 堀越 勇平 ホリコシ ユウヘイ 東京陸協 東京都 4分37秒3 17 着
19 浦城 直人 ウラキ ナオト Ｄ．Ｒ．ＡＣ 東京都 4分38秒4 18 着
18 高橋 京佑 タカハシ ケイスケ 北里大学 秋田県 4分39秒1 19 着
13 菅野 尊文 カンノ タカフミ 中山到税理士事務所 東京都 4分48秒0 20 着
17 内田 遥斗 ウチダ ハルト 堀兼中学校 埼玉県 DNS 着

4'15"-4'25"

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3組 スタート時刻 14:28

ペースメーカー 4'10"
No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録 厚底✓
2 佐藤 壮 サトウ タケシ 東京消防庁 東京都 4分09秒1 1 着
4 椎葉 義仁 シイバ ヨシヒト 日野自動車 東京都 4分09秒2 2 着
21 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 東京都 4分10秒2 3 着
6 森田 翼 モリタ ツバサ クラブR2東日本 東京都 4分10秒5 4 着
1 宇津木 亮 ウツキ リョウ 東京陸協 東京都 4分12秒1 5 着 TR5
15 田島 祐介 タジマ ユウスケ 東京陸協 東京都 4分12秒4 6 着
18 熊谷 育海 クマガイ イクミ 埼玉陸協 埼玉県 4分12秒7 7 着
7 穂苅 正太 ホカリ ショウタ ⾧野市陸上競技会 ⾧野県 4分13秒4 8 着
11 坂本 達哉 サカモト タツヤ 東京陸協 東京都 4分14秒9 9 着
20 瓜生 一輝 ｳﾘｭｳ ｶｽﾞｷ 帝京平成大学 福島県 4分18秒4 10 着
17 福嶋 拓人 フクシマ タクト 綾瀬市陸上競技協会 神奈川県 4分19秒5 11 着 TR5
12 齋藤 堪汰 サイトウ カンタ 島本プロジェクト 東京都 4分20秒2 12 着
10 千葉 純也 チバ ジュンヤ 埼玉陸協 埼玉県 4分21秒5 13 着
13 多賀 ⾧門 タガ ナガト 島本プロジェクト 東京都 4分23秒3 14 着
9 中部 大也 ナカベ ヒロナリ 塩川病院 山梨県 4分23秒6 15 着 TR5
5 仲村 康助 ナカムラ コウスケ JTARC 沖縄県 4分23秒9 16 着
19 徳江 真人 トクエ マナト 滋賀大学 愛知県 4分24秒9 17 着
8 富士田 覚 フジタ サトル 三鷹市陸協 東京都 4分26秒5 18 着
3 近藤 俊 コンドウ シュン 川崎市陸協 神奈川県 DNS 着
14 堀江 義一 ホリエ ヨシイチ 東京陸協 東京都 DNS 着
16 新谷 陸 シンタニ リク 東京陸協 東京都 DNS 着

4'10"-4'15"

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4組 スタート時刻 14:37

ペースメーカー 4'05"
No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録 厚底✓
10 岡田 拓巳 ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 帝京平成大学 群馬県 3分58秒4 1 着
21 田村 丈哉 タムラ ジョウヤ 千葉陸協 千葉県 4分03秒9 2 着
6 酒井 龍一 サカイ リュウイチ 東洋大 ⾧野県 4分04秒5 3 着
3 川北 大喜 カワキタ ダイキ 東京陸協 東京都 4分08秒6 4 着
5 麻生 拓茉 アソウ タクマ 筑波大学陸上同好会 茨城県 4分09秒0 5 着
4 松本 樹大 マツモト ミキヒロ 埼玉陸協 埼玉県 4分09秒6 6 着
1 田村 翼 タムラ ツバサ 上尾市陸協 埼玉県 4分09秒9 7 着
13 石井 大智 イシイ ダイチ 東京陸協 東京都 4分11秒7 8 着
16 曽我 佑希 ソガ ユウキ 西湘高校 神奈川県 4分12秒2 9 着
17 浜崎 航太郎 ハマサキ コウタロウ東京陸協 東京都 4分14秒6 10 着
7 杉山 暢 スギヤマ イタル 東海A.C. 神奈川県 4分17秒0 11 着
2 黒川 遼 クロカワ リョウ TEAMぜっと 青森県 4分17秒3 12 着 TR5
18 坪井 豪志 ツボイ ゴウシ 東京陸協 東京都 4分18秒0 13 着
19 木内 博之 キウチ ヒロユキ WindRun 東京都 4分19秒0 14 着
12 西片 優二 ニシカタ ユウジ 中山到税理士事務所 東京都 4分20秒5 15 着
11 川上 倫 カワカミ リン GRlab 大阪府 4分21秒8 16 着
14 今福 遼太 イマフク リョウタ 東京陸協 東京都 4分27秒4 17 着
15 菊地 陽大 キクチ アキヒロ 県北陸協 福島県 4分38秒3 18 着
20 山下 雅人 ヤマシタ マサト 東京陸協 東京都 4分40秒8 19 着
8 鈴木 樹林 スズキ ジュリン マイティマウスTT 静岡県 DNS 着
9 冨樫 武聖 ﾄｶﾞｼ ﾀｹｷﾖ 学習院大学 東京都 DNS 着

4'05"-4'10"

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5組 スタート時刻 14:46

PM(~1000m) 2'40"
No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録 厚底✓
2 石田 宇一 イシダ ウイチ 東京陸協 東京都 3分59秒7 1 着
19 伊澤 優人 イザワ マサト 千葉陸協 千葉県 4分00秒0 2 着
10 堀越 宥冶 ホリコシ ユウヤ 茨城陸協 茨城県 4分01秒6 3 着
5 坂野 裕樹 バンノ ユウキ 川崎市陸協 神奈川県 4分02秒0 4 着
1 秋葉 直人 アキバ ナオト RFA Japan 東京都 4分02秒3 5 着
6 加藤 永遠 カトウ トワ 日大法 東京都 4分02秒9 6 着
13 村岡 修希 埼玉陸協 埼玉県 4分03秒7 7 着
11 小川 恭平 オガワ キョウヘイ 順天堂大学医学部陸上競技部 東京都 4分04秒6 8 着
15 堀 貴博 ホリ タカヒロ 東京陸協 東京都 4分04秒9 9 着
7 蒲生 晟也 ガモウ セイヤ 千葉陸協 千葉県 4分07秒0 10 着 TR5
14 宮坂 直樹 ミヤサカ ナオキ 東京陸協 東京都 4分07秒7 11 着
3 幅上 雄大 ハバウエ ユウダイ 埼玉陸協 埼玉県 4分09秒5 12 着
9 佐川 元太 サガワ ゲンタ WEST TOKYO A.C. 東京都 4分11秒1 13 着
20 小野 惇 オノ スナオ 東京陸協 東京都 4分11秒6 14 着
12 児玉 雄介 コダマ ユウスケ サーチファーム・ジャパン 東京都 4分12秒1 15 着
21 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 東京都 DNF 着
4 徳江 航己 トクエ コウキ 南山大学 愛知県 DNS 着
8 有馬 優仁 アリマ ユウジン 世田谷区陸上競技協会 東京都 DNS 着
16 細川 奈於 ホソカワ ナオ 獨協医科大学 栃木県 DNS 着
17 向井 孝明 ムカイ タカアキ モンテローザ 東京都 DNS 着
18 岡田 昌平 ｵｶﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ さいたま市陸協 埼玉県 DNS 着

3'57"-4'05"

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6組 スタート時刻 14:55

PM(~1000m) 2'32"
No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録 厚底✓
3 外間 勇太 ホカマ ハヤタ JTARC 沖縄県 3分54秒0 1 着
11 小川 真誉 オガワ マヨ 静岡大学 静岡県 3分55秒4 2 着
7 瑞慶覧 裕介 ズケラン ユウスケ JTARC 沖縄県 3分55秒7 3 着
14 伊藤 翔流 イトウ カケル 日大生産工 千葉県 3分55秒9 4 着
6 吉村 瑞樹 ヨシムラ ミズキ JTARC 沖縄県 3分56秒5 5 着
18 堀田 聖尊 ホッタ キヨタカ 三重陸協 三重県 3分56秒7 6 着
2 大川 隼平 オオカワ シュンペイELDORESOランニングクラブ 東京都 3分57秒1 7 着
10 田口 雅也 タグチ マサヤ 上尾市陸協 埼玉県 3分58秒3 8 着
8 大城 希月 オオシロ キヅキ 名桜大 沖縄県 3分58秒9 9 着
4 高橋 風成 タカハシ カザナリ 小川町陸協 埼玉県 3分59秒3 10 着
9 三浦 拓哉 ミウラ タクヤ RUN JO KAI 東京都 4分00秒1 11 着
15 田代 旺生 タシロ ヒロキ 防衛医大 埼玉県 4分00秒3 12 着
1 金子 雅也 カネコ マサヤ 日星電気 静岡県 4分01秒1 13 着
16 宮坂 和樹 ミヤサカ カズキ 中山到税理士事務所陸上競技部 東京都 4分02秒4 14 着
17 指宿 佑将 イブスキ ユウスケ 秦野市役所 神奈川県 4分02秒7 15 着
19 三橋 史明 ミツハシ フミアキ 東京陸協 東京都 4分03秒8 16 着
12 高木 孝壽 タカギ タカトシ 東京陸協 東京都 4分05秒6 17 着
5 荒木 数也 アラキ カズヤ ユニバーサルエンターテインメント 千葉県 4分06秒6 18 着
21 斎藤 和輝 サイトウ カズキ 東京都庁 東京都 DNF 着
13 村田 光 ムラタ ヒカル 成蹊大学 東京都 DNS 着
20 水越 進一 ミズコシ ノブカズ 足柄下郡陸協 神奈川県 DNS 着

3'44"-3'57"

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 15:04

No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録 厚底✓
6 田村 嘉浩 タムラ ヨシヒロ 工学院大学 東京都 16分28秒5 1 着 TR5
24 毎田 篤彦 マイダ アツヒコ 陸上競技多摩川クラブ 東京都 16分41秒5 2 着 TR5
5 井上 靖数 イカミ ヤスカズ Ｔ・ＴーＡＣ 東京都 16分41秒9 3 着 TR5
35 ⾧江 隆行 ナガエ タカユキ SWAC 東京都 16分43秒0 4 着
11 天貝 諭史 アマガイ サトシ JR東日本東京 東京都 16分43秒2 5 着 TR5
17 高橋 純一 タカハシ ジュンイチTeamMxK 東京都 16分48秒6 6 着 TR5
28 吉原 愛弥 ヨシハラ マナヤ SPAC 東京都 16分51秒6 7 着 TR5
23 小田切 大城 オタギリ ダイキ 済美山ナイトクラブ 東京都 16分52秒9 8 着 TR5
31 黒崎 群 クロサキ グン 東京陸協 東京都 16分54秒4 9 着 TR5
27 ⾧谷川 翔 ハセガワ ショウ 東京陸協 東京都 16分56秒4 10 着 TR5
25 桑野 博輔 クワノ ヒロスケ Breakthrough 東京都 16分57秒8 11 着
34 黒川 遼 クロカワ リョウ TEAMぜっと 青森県 17分01秒5 12 着 TR5
13 中山 知昭 ナカヤマ トモアキ GRlab関東 千葉県 17分03秒1 13 着 TR5
12 吉本 優貴 ヨシモト ユウキ 米鈴AC 三重県 17分04秒3 14 着
9 増田 修平 マスダ シュウヘイ クラブR2東日本 東京都 17分06秒1 15 着
26 坂上 貴彦 サカウエ タカヒコ 香川RC遊 香川県 17分06秒6 16 着 TR5
20 北川 悟 キタガワ サトル クラブR2東日本 東京都 17分06秒8 17 着
32 鷹觜 勇宜 タカノハシ ユウキ 伊藤忠商事 東京都 17分07秒1 18 着 TR5
19 石田 克成 イシダ カツナリ 陸上競技多摩川クラブ 東京都 17分10秒5 19 着 TR5
1 入角 健也 イリスミ ケンヤ 東京陸協 東京都 17分19秒8 20 着 TR5
30 福永 泰幸 フクナガ ヤスユキ 多摩川クラブ 東京都 17分20秒1 21 着 TR5
14 杉山 巧 スギヤマ サトシ クラブR2東日本 東京都 17分23秒8 22 着 TR5
16 渡邉 友希紘 ワタナベ ユキヒロ 岐阜陸上競技協会 岐阜県 17分27秒5 23 着 TR5
22 鳥居 恒太 トリイ コウタ 東京陸協 東京都 17分38秒5 24 着
8 片山 等 カタヤマ ヒトシ 東京陸協 東京都 17分39秒5 25 着 TR5
21 今井 純一 イマイ ジュンイチ 文鳥区役所 東京都 17分42秒3 26 着
10 木屋村 守 キヤムラ マモル 陸上競技 多摩川クラブ 東京都 17分43秒8 27 着 TR5
18 古怒田 修 コヌタ オサム ポポロＡＣ 東京都 17分50秒6 28 着
2 佐々木 大輔 ササキ ダイスケ ニッポンランナーズ 千葉県 18分04秒7 29 着 TR5
4 嶋岡 雄大 シマオカ ユウタ 東京陸協 東京都 DNF 着
15 大橋 真 オオハシ マコト 逗子市陸協 神奈川県 DNF 着
3 八木 慶太 ヤギ ケイタ 湘南海岸RC 神奈川県 DNS 着
7 本郷 孝知 ホンゴウ タカアキ TeamMxK 東京都 DNS 着
29 ポチロン ヨアン ポチロン ヨアン 南蛮連合 東京都 DNS 着
33 着

着順

16'45"-17'00"
PM ①16'45" ②17'00"



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 15:26

No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録 厚底✓
19 河西 博希 カワニシ ヒロキ Breakthrough 東京都 16分19秒2 1 着 TR5
34 高橋 風成 タカハシ カザナリ 小川町陸協 埼玉県 16分24秒1 2 着 TR5
7 山口 達也 ヤマグチ タツヤ ＧＲｌａｂ兵庫 兵庫県 16分29秒6 3 着 TR5
3 井上 慎一郎 イノウエ シンイチロウ平塚市陸協 神奈川県 16分30秒8 4 着 TR5
12 石川 直樹 イシカワ ナオキ 君津高校 千葉県 16分32秒0 5 着 TR5
8 加瀬谷 拓 カセヤ タク 宮城陸上競技協会 宮城県 16分32秒3 6 着
17 増田 雄樹 マスダ ユウキ 昭島市陸上協議会 東京都 16分32秒8 7 着
26 礒間 浩幸 イソマ ヒロユキ 八王子富士森走友会 東京都 16分35秒6 8 着 TR5
24 野村 高弘 ノムラ タカヒロ 尼崎ナイトランナーズ 兵庫県 16分36秒1 9 着 TR5
9 太田 智也 オオタ トモヤ 東京陸協 東京都 16分38秒0 10 着 TR5
5 森 孝博 モリ タカヒロ 東京陸上競技協会 東京都 16分38秒7 11 着
35 緑川 優 ミドリカワ ユウ 栃木陸協 栃木県 16分40秒4 12 着 TR5
11 江頭 直人 エガシラ ナオト 千葉陸協 千葉県 16分42秒1 13 着
6 古城戸 真之 フルキド マサユキ 鳩印G&T川崎 神奈川県 16分43秒0 14 着
2 鈴木 拓哉 スズキ タクヤ TAC 東京都 16分44秒4 15 着
27 滝沢 貢 タキザワ ミツグ 相模原市役所ＲＣ 神奈川県 16分59秒9 16 着 TR5
20 渡邉 遼平 ワタナベ リョウヘイ作．AC札幌 北海道 17分11秒0 17 着
1 松藤 久 マツフジ ヒサシ 駒沢公園ＪＣ 東京都 17分13秒6 18 着 TR5
15 井上 真弥 イノウエ マサヤ 千葉陸協 千葉県 17分20秒7 19 着 TR5
4 小川 高弘 オガワ タカヒロ 川崎市陸上競技会 神奈川県 17分27秒9 20 着 TR5
23 武田 健太 タケダ ケンタ 三浦市陸上競技協会 神奈川県 17分36秒5 21 着 TR5
28 奥村 哲生 オクムラ テツオ 静岡陸協 静岡県 17分49秒9 22 着
30 黒川 恵輔 クロカワ ケイスケ 千葉陸協 千葉県 17分50秒4 23 着
14 大友 圭介 オオトモ ケイスケ 東京陸協 東京都 DNF 着 TR5
21 水越 元洋 ミズコシ モトヒロ 葛西ランナーズ 東京都 DNF 着 TR5
10 中島 圭一 ナカシマ ケイイチ 東京陸協 東京都 DNS 着
13 芹沢 元秀 セリザワ モトヒデ 小金井公園おじさん練習会 東京都 DNS 着
16 伊藤 航平 イトウ コウヘイ 電気通信大学 ⾧野県 DNS 着
18 吉平 拓也 ヨシヒラ タクヤ クラブR2東日本 東京都 DNS 着
22 香山 光弘 カヤマ ミツヒロ Wind Run 東京都 DNS 着
25 恩田 渉 オンダ ワタル クラブR2東日本 東京都 DNS 着
29 武藤 真弘 ムトウ マサヒロ RDCRUNCLUB 東京都 DNS 着
31 着
32 着
33 着

16'25"-16'40"
PM ①16'25" ②16'40"

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3組 スタート時刻 15:48

No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録 厚底✓
2 矢部 達也 ヤベ タツヤ 東京陸協 東京都 15分57秒8 1 着
1 石井 圭一 イシイ ケイイチ ニッポンランナーズ 千葉県 15分59秒8 2 着 TR5
16 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ クラブR2東日本 東京都 16分00秒1 3 着 TR5
24 中村 天之丞 ナカムラ テンノジョウ横浜市陸上競技協会 神奈川県 16分06秒5 4 着 TR5
35 ⾧江 隆行 ナガエ タカユキ SWAC 東京都 16分08秒0 5 着
8 須藤 剛 スドウ ツヨシ WindRun 東京都 16分08秒3 6 着 TR5
18 小澤 昂平 オザワ コウヘイ 東京都庁体育会陸上競技部 東京都 16分09秒9 7 着
3 桐山 弘太 キリヤマ コウタ 鳩印G&T川崎 神奈川県 16分13秒4 8 着 TR5
14 恩田 拓実 オンダ タクミ 千葉大学 群馬県 16分15秒4 9 着 TR5
27 兼本 柊哉 カネモト シュウヤ 駒大AC 東京都 16分16秒0 10 着 TR5
13 新田 魁洲 ニッタ カイシュウ 千葉陸協 千葉県 16分17秒7 11 着 TR5
32 阿部 靖 アベ ヤスシ 東京陸上競技協会 東京都 16分18秒1 12 着 TR5
22 吉田 秀諭 ヨシダ ヒデツグ 東京陸上競技協会 東京都 16分18秒4 13 着 TR5
12 金澤 大輔 カネザワ ダイスケ gateam 山梨県 16分18秒9 14 着 TR5
7 河合 勇樹 カワイ ユウキ 東京陸上競技協会 東京都 16分20秒8 15 着
21 赤澤 省吾 アカザワ ショウゴ 東京地下鉄 東京都 16分22秒4 16 着 TR5
17 平野 帆峻 ヒラノ ホダカ 三浦郡陸協 神奈川県 16分22秒7 17 着 TR5
25 郡司 真彦 グンジ マサヒコ 東京陸協 東京都 16分27秒1 18 着
23 鈴木 大樹 スズキ ヒロキ CR2東日本 神奈川県 16分44秒2 19 着 TR5
19 野村 茂行 ノムラ シゲユキ 凡人RC 埼玉県 16分51秒0 20 着
5 簗嶋 竜大 ﾔﾅｼﾏ ﾘｭｳﾀ 帝京平成大学 栃木県 16分53秒9 21 着 TR5
28 川井 直巳 カワイ ナオミ 宮城陸協 宮城県 16分55秒6 22 着
20 伊與田 和希 イヨダ カズキ 立教AC 東京都 17分03秒7 23 着
29 松田 拓朗 マツダ タクロウ 東京陸協 東京都 17分09秒6 24 着 TR5
10 岡田 匠平 オカダ ショウヘイ 東京陸協 東京都 17分10秒9 25 着 TR5
30 住田 龍也 スミダ タツヤ RFA Japan 東京都 17分22秒7 26 着 TR5
6 原 寛樹 ハラ ヒロキ 北里AC 神奈川県 17分28秒2 27 着
31 土濃塚 渉 ﾄﾉﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ さいたま市陸協 埼玉県 18分00秒4 28 着 TR5
15 森 雅俊 モリ マサトシ 陸上競技多摩川クラブ 東京都 DNF 着 TR5
26 田島 祐介 タジマ ユウスケ 東京陸協 東京都 DNF 着
34 黒川 遼 クロカワ リョウ TEAMぜっと 青森県 DNF 着 TR5
4 網谷 直紀 アミタニ ナオキ 富山陸協 富山県 DNS 着
9 射場本 綾 イバモト リョウ T-T.AC 東京都 DNS 着
11 大塚 稔 オオツカ ミノル クラブR２東日本 東京都 DNS 着
33 着

16'00"-16'20"
PM ①16'00" ②16'20"

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4組 スタート時刻 16:10

ペースメーカー 15'50"
No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録 厚底✓
4 生井 将人 ナマイ マサト 茨城陸連 茨城県 15分25秒3 1 着 TR5
3 孫田 礼人 マゴタ アヤト 小松島市陸協 徳島県 15分43秒1 2 着 TR5
23 藤曲 夏樹 フジマガリ ナツキ 東京都庁 東京都 15分48秒3 3 着 TR5
31 伊藤 航平 イトウ コウヘイ 電気通信大学 ⾧野県 15分52秒1 4 着 TR5
28 落合 健太 オチアイ タケヒロ 板橋区陸協 東京都 15分52秒4 5 着 TR5
35 緑川 優 ミドリカワ ユウ 栃木陸協 栃木県 15分53秒0 6 着 TR5
6 森永 嵩也 モリナガ タカヤ 慶応義塾大学陸上競技同好会 東京都 15分54秒3 7 着 TR5
26 前川 貴登 マエカワ タカト JR東日本千葉 千葉県 15分56秒5 8 着 TR5
9 鈴木 瑛士 スズキ エイジ 牛久走友会 茨城県 15分57秒1 9 着 TR5
8 森田 拡希 モリタ ヒロキ 東京医科大学 東京都 15分57秒4 10 着 TR5
2 蓮見 明久 ハスミ アキヒサ 小川町陸協 埼玉県 15分58秒1 11 着 TR5
25 尼寺 哲郎 ニジ テツロウ 尼寺哲郎 大阪府 15分58秒3 12 着 TR5
11 諸石 光聖 モロイシ コウセイ 座間市陸協 神奈川県 16分06秒8 13 着 TR5
5 松田 和磨 マツダ カズマ 東京陸協 東京都 16分09秒4 14 着
18 浦城 直人 ウラキ ナオト Ｄ．Ｒ．ＡＣ 東京都 16分09秒7 15 着
30 岡部 泉太郎 オカベ センタロウ 埼玉県庁 埼玉県 16分11秒1 16 着
17 森田 裕太郎 モリタ ユウタロウ 川崎市陸協 神奈川県 16分13秒2 17 着 TR5
20 丸山 俊紀 マルヤマ トシキ 相模原市陸上競技協会 神奈川県 16分15秒0 18 着 TR5
10 佐藤 懸 サトウ ケン 松戸陸協 千葉県 16分15秒5 19 着 TR5
19 外園 洋斗 ホカゾノ ヒロト 文教大学 埼玉県 16分16秒0 20 着 TR5
22 近藤 敏明 コンドウ トシアキ 越谷立協 埼玉県 16分17秒5 21 着
29 瀧野 幹拡 タキノ ミキヒロ DAC(筑駒高) 東京都 16分20秒3 22 着
15 浅井 創太 アサイ ソウタ 陸上競技多摩川クラブ 東京都 16分21秒7 23 着
27 林 祐輝 ハヤシ ユウキ 川崎陸協 神奈川県 16分40秒1 24 着
7 松田 純平 マツダ ジュンペイ DreamAC 東京都 16分44秒0 25 着 TR5
21 ⾧副 紘樹 ナガソエ ヒロキ ＧＲｌａｂ関東 東京都 16分44秒8 26 着 TR5
16 会沢 直矢 アイザワ ナオヤ SWAC 東京都 16分50秒5 27 着
14 大槻 順朗 オオツキ カズアキ 凡人ＲＣ 北海道 16分52秒7 28 着 TR5
13 村川 雄一 ムラカワ ユウイチ 東京陸協 東京都 DNF 着 TR5
1 小林 彰人 コバヤシ アキヒト つくば市陸上競技協会 茨城県 DNS 着
12 高梨 尚 タカナシ ナオ ドリームアシストクラブ東京 東京都 DNS 着
24 大村 展弘 オオムラ ノブヒロ 東京陸協 東京都 DNS 着
32 高橋 巧 タカハシ タクミ 信州大学 ⾧野県 DNS 着
33 着
34 着

15'50"-16'00"

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5組 スタート時刻 16:32

ペースメーカー 15'45"
No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録 厚底✓
13 堅木 皓介 カタギ コウスケ 慶應義塾大学陸上競技同好会 東京都 15分23秒8 1 着 TR5
31 岡田 拓己 オカダ タクミ 東京陸協 東京都 15分33秒2 2 着
10 鳥居 邦彦 トリイ クニヒコ チームネクサス 岩手県 15分33秒9 3 着 TR5
22 加賀谷 弥人 カガヤ ヒロト 宮古市陸協 岩手県 15分34秒2 4 着 TR5
2 大田黒 太郎 オオタグロ タロウ 三島走友会 静岡県 15分37秒4 5 着 TR5
26 三ツ本 正美 ミツモト マサミ 埼玉陸協 埼玉県 15分39秒8 6 着 TR5
4 杉山 悠 スギヤマ ユウ 栃木陸協 栃木県 15分41秒3 7 着 TR5
35 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 東京都 15分41秒6 8 着 TR5
5 工藤 淳 クドウ ジュン 東京陸協 東京都 15分43秒2 9 着 TR5
21 佐塚 勇介 ｻﾂﾞｶ ﾕｳｽｹ 帝京平成大学 神奈川県 15分43秒6 10 着
30 野口 悠 ノグチ ユウ 相模原市役所RC 神奈川県 15分48秒2 11 着 TR5
27 古川 優太 フルカワ ユウタ KYB 岐阜県 15分49秒0 12 着 TR5
7 萩原 重寿 ハギワラ シゲトシ 埼玉西部消防局 埼玉県 15分51秒9 13 着 TR5
6 近藤 邦彦 コンドウ クニヒコ 横須賀市陸協 神奈川県 15分53秒8 14 着
15 赤間 順一 アカマ ジュンイチ 埼玉石川眼科 埼玉県 15分54秒1 15 着
11 佐藤 千彦 サトウ カズヒコ 慶應義塾大学陸上同好会 東京都 15分58秒3 16 着 TR5
1 湯沢 力斗 ユザワ リキト 日野自動車 東京都 15分58秒7 17 着
14 根本 夏生 ネモト ナツオ 東京陸協 東京都 15分59秒0 18 着 TR5
9 大西 竜洋 オオニシ タツヒロ 東京陸協 東京都 16分04秒7 19 着 TR5
16 加藤 淳司 カトウ アツシ 八王子富士森走友会 東京都 16分05秒3 20 着 TR5
24 石崎 智己 イシザキ トモキ リスタート 東京都 16分09秒3 21 着
23 加藤 達大 カトウ タツヒロ 東京陸協 東京都 16分10秒6 22 着 TR5
28 鷹觜 厚宜 タカノハシ アツキ 埼玉陸上競技協会 埼玉県 16分12秒2 23 着
3 上田 星矢 ウエダ セイヤ 東京消防庁 東京都 16分12秒6 24 着
29 柏井 太郎 カシワイ タロウ 東京陸協 東京都 16分16秒1 25 着
25 渡辺 正悟 ワタナベ ショウゴ 住友林業 茨城県 16分36秒2 26 着 TR5
12 下島 千明 シモジマ チアキ 陸上競技多摩川クラブ 東京都 16分38秒2 27 着 TR5
17 岡田 宙 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛ 帝京平成大学 兵庫県 16分48秒6 28 着 TR5
18 梅村 一輝 ウメムラ カズキ 横浜国立大学 愛知県 17分08秒3 29 着
8 桶川 聡 オケガワ サトシ 戸田市陸上競技協会 埼玉県 DNS 着
19 中里 和彦 ナカザト カズヒコ 東京陸協 東京都 DNS 着
20 宮原 武也 ミヤハラ タケヤ ＣＩＡ 千葉県 DNS 着
32 着
33 着
34 着

15'40"-15'50"

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6組 スタート時刻 16:54

ペースメーカー 15'30"
No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録 厚底✓
31 柳田 樹也 ヤナギダ タツヤ 尼崎市陸協 兵庫県 15分20秒8 1 着 TR5
20 中野 康太郎 ﾅｶﾉ ｺｳﾀﾛｳ 学習院大学 神奈川県 15分21秒2 2 着
18 兼重 優介 カネシゲ ユウスケ GRlab兵庫 兵庫県 15分22秒7 3 着
16 倉本 謙志 クラモト ケンシ 関東学院大学 宮崎県 15分27秒4 4 着 TR5
4 武藤 有亮 ムトウ ユウスケ 山梨陸協 山梨県 15分27秒8 5 着 TR5
15 神里 裕司 カミザト ユウジ JTARC 沖縄県 15分28秒1 6 着 TR5
11 古谷 拓磨 フルヤ タクマ 東京陸協 東京都 15分28秒4 7 着 TR5
26 平野 賢 ヒラノ ケン 日本ビーチクラブ 和歌山県 15分28秒7 8 着 TR5
1 宮川 研悟 ミヤガワ ケンゴ クラブR2東日本 東京都 15分31秒5 9 着 TR5
8 八木 知輝 ヤギ トモキ 中央大学陸上競技同好会 東京都 15分44秒1 10 着 TR5
19 山中 孝一郎 ヤマナカ コウイチロウ東京陸協 東京都 15分44秒6 11 着
24 緑川 優 ミドリカワ ユウ 栃木陸協 栃木県 15分48秒2 12 着 TR5
28 柳沢 薫 ヤナギサワ カオル 東京陸協 東京都 15分53秒8 13 着 TR5
13 向後 功一朗 コウゴ コウイチロウ神栖TC 茨城県 15分54秒2 14 着 TR5
7 加藤 龍哉 カトウ タツヤ 中央大学陸上競技同好会 神奈川県 15分55秒5 15 着
9 栗原 昂平 クリハラ コウヘイ 秦野市役所 神奈川県 15分58秒1 16 着 TR5
23 井上 明弘 イノウエ アキヒロ 横須賀市陸協 神奈川県 16分03秒8 17 着 TR5
30 若松 鉄也 ワカマツ テツヤ 大和市陸協 神奈川県 16分06秒3 18 着 TR5
12 横山 秋廣 ヨコヤマ トキオ 千葉市陸協 千葉県 16分17秒0 19 着
10 岡北 慎司 オカキタ シンジ 防衛医大陸上競技部 埼玉県 16分42秒2 20 着 TR5
2 柚木﨑 正彦 ﾕﾉｷｻﾞｷ ﾏｻﾋｺ 学習院大学 東京都 DNF 着
3 山下 雅人 ヤマシタ マサト 東京陸上競技協会 東京都 DNF 着 TR5
5 左近 実智隆 サコン ミチタカ 早大同 東京都 DNF 着 TR5
6 横森 一樹 ヨコモリ カズキ ⾧野市陸協 ⾧野県 DNF 着
17 麻田 悠馬 ｱｻﾀﾞ ﾕｳﾏ 学習院大学 埼玉県 DNF 着
21 斎藤 湧歩 サイトウ ユウホ ＷｉｎｄＲＵＮ 東京都 DNF 着
22 南 敦 ミナミ アツシ 東京陸協 東京都 DNF 着
35 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 日税ビジネス 東京都 DNF 着 TR5
14 伊藤 正隆 イトウ マサタカ 東京陸協 東京都 DNS 着
25 山田 瑞穂 ヤマダ ミズホ 埼玉陸協 埼玉県 DNS 着
27 嶋崎 功一 シマザキ コウイチ 東京陸協 東京都 DNS 着
29 杉山 健人 スギヤマ タケヒト 東京陸協 東京都 DNS 着
32 着
33 着
34

15'24"-15'40"

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7組 スタート時刻 17:16

ペースメーカー 15'10"
No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録 厚底✓
1 福元 翔輝 フクモト ショウキ 東京陸協 東京都 14分51秒3 1 着
12 丸岡 響 マルオカ ヒビク 三鷹陸協 東京都 15分02秒0 2 着 TR5
9 小澤 智宏 オザワ トモヒロ 東京都庁 東京都 15分03秒4 3 着 TR5
16 松本 啓明 マツモト ヒロアキ 館林クラブ 群馬県 15分03秒7 4 着
18 鵜之沢 敦志 ウノサワ アツシ 横浜国立大学 群馬県 15分04秒8 5 着
6 庄子 将 ショウジ タモツ 東京陸上競技協会 東京都 15分06秒3 6 着 TR5
17 安田 有佑 ヤスダ ユウスケ 東京外国語大学 三重県 15分07秒3 7 着
2 袴田 翔 ハカマタ ショウ 内田治療院陸上部 東京都 15分07秒7 8 着
5 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 15分08秒0 9 着
35 河野 孝志 コウノ タカシ 豊岡RC 青森県 15分09秒2 10 着 TR5
11 北村 尭之 キタムラ タカユキ 学習院大学 埼玉県 15分15秒8 11 着
13 葛窪 千晴 クズクボ チハ 三鷹市陸上競技協会 東京都 15分21秒2 12 着 TR5
10 菊地 悠人 キクチ ユウト 東京陸協 東京都 15分22秒5 13 着
29 島田 仁 シマダ ジン 羽生陸協 埼玉県 15分22秒8 14 着
25 吉田 茂樹 ヨシダ シゲキ 川口市陸協 埼玉県 15分23秒6 15 着 TR5
32 大山 研二 オオヤマ ケンジ ＲＵＮＳ 茨城県 15分23秒9 16 着 TR5
4 清原 和博 キヨハラ カズヒロ つじかぜac 東京都 15分24秒6 17 着 TR5
19 佐川 元太 サガワ ゲンタ WEST TOKYO A.C. 東京都 15分28秒3 18 着
21 梶山 拓真 カジヤマ タクマ 学習院大学 茨城県 15分28秒5 19 着
7 河野 陽一 コウノ ヨウイチ ＪＰ日本郵政グループ東京 東京都 15分32秒9 20 着 TR5
26 二階堂 真大 ニカイドウ マサヒロ千葉陸上競技協会 千葉県 15分38秒1 21 着 TR5
20 石上 真吾 イシガミ シンゴ 見次クラブ（ミツギクラブ） 静岡県 15分45秒1 22 着 TR5
28 木村 誠 キムラ マコト 京都陸協 京都府 15分47秒3 23 着 TR5
3 外山 高広 トヤマ タカヒロ 富士森走友会 東京都 15分47秒6 24 着 TR5
31 小野 浩輝 ｵﾉ ｺｳｷ 帝京平成大学 栃木県 15分56秒7 25 着
23 平井 康裕 ヒライ コウスケ 関東学院大学 静岡県 16分07秒5 26 着
15 有福 悠汰 アリフク ユウタ 早稲田大学陸上競技同好会 東京都 16分12秒2 27 着
24 佐竹 樹 サタケ イツキ 明治大学陸上競技同好会 神奈川県 16分28秒8 28 着 TR5
8 佐谷 尚紀 サタニ ナオキ 東京陸上競技協会 東京都 DNF 着 TR5
22 上田 桂悟 ウエダ ケイゴ 関東学院大学 ⾧野県 DNF 着
30 新井 一匡 アライ カズマサ 埼玉西部消防 埼玉県 DNF 着
27 山口 拓海 ヤマグチ タクミ ぬまちゃんず 愛知県 DNF 着
14 猪瀬 祐輔 イノセ ユウスケ 吉本興業 栃木県 DNS 着
33 着
34 着

15'05"-15'20"

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8組 スタート時刻 17:38

PM(~3000m) 9'00"
No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録 厚底✓
23 藤野 滉生 フジノ コウキ GAZELLE 千葉県 14分51秒2 1 着
21 日野 裕貴 ヒノ ユウキ 西宮市陸協 兵庫県 14分52秒3 2 着 TR5
24 伏木 蒼太郎 フシキ ソウタロウ 八王子富士森走友会 東京都 14分53秒7 3 着
8 原 孝太朗 ハラ コウタロウ 帝京大学 神奈川県 14分54秒6 4 着 TR5
29 山本 航己 ヤマモト コウキ 関東学院大学 青森県 14分58秒9 5 着
3 久保 健二 クボ ケンジ ランニング・デポ 神奈川県 15分01秒1 6 着
32 土谷 和貴 ツチヤ カズキ Jaybird 埼玉県 15分01秒5 7 着
7 伊藤 彬浩 イトウ アキヒロ 船橋市消防局 千葉県 15分04秒4 8 着
33 児玉 雄介 コダマ ユウスケ サーチファーム・ジャパン 東京都 15分05秒3 9 着 TR5
2 野村 晏聖 ノムラ アンセイ 藤沢市陸協 神奈川県 15分07秒1 10 着 TR5
13 片山 優史 カタヤマ ユウシ 三重陸協 三重県 15分07秒7 11 着
10 祝部 健太 ホウリ ケンタ 川口市陸協 埼玉県 15分12秒4 12 着 TR5
31 三宅 翔太 ミヤケ ショウタ 秦野市役所 神奈川県 15分13秒6 13 着
14 内山 雄貴 ウチヤマ ユウキ 東京都庁 東京都 15分14秒7 14 着 TR5
4 宮部 広季 ミヤベ ヒロキ RUN JO KAI 東京都 15分16秒5 15 着 TR5
27 小櫃 裕太 オビツ ユウタ 上尾市陸協 埼玉県 15分23秒9 16 着 TR5
18 岡部 純 オカベ ジュン 東京都立大学 神奈川県 15分25秒2 17 着 TR5
16 布目 航 ヌノメ ワタル 横浜市陸上競技協会 神奈川県 15分25秒9 18 着 TR5
9 坂口 広大 サカグチ コウダイ 川崎市陸上競技協会 神奈川県 15分29秒9 19 着
26 菅 慎治 カン シンジ 川口市陸上競技協会 埼玉県 15分36秒5 20 着
11 杉野 雅哉 スギノ マサヤ 東海A.C. 神奈川県 15分38秒0 21 着
12 大沼 生 オオヌマ アラタ ＪＰ日本郵政グループ東京 東京都 15分38秒8 22 着 TR5
17 平山 大智 ヒラヤマ ダイチ 牛久走友会 茨城県 15分41秒7 23 着
19 荒谷 謙 アラタニ ケン 茨城陸協 茨城県 15分46秒5 24 着 TR5
1 佐久間 宥志 サクマ ユウシ 立教AC 東京都 15分28秒3 25 着
28 宮澤 賢太 ミヤザワ ケンタ 上智大学 群馬県 15分50秒3 26 着 TR5
6 岩瀬 弘之 イワセ ヒロユキ ＳWＡＣ 東京都 DNF 着
20 川嶋 洋平 カワシマ ヨウヘイ 坂戸市陸協 埼玉県 DNF 着 TR5
22 三浦 拓哉 ミウラ タクヤ RUN JO KAI 東京都 DNF 着
35 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 日税ビジネス 東京都 DNF 着
15 荒井 優佑 アライ ユウスケ 上伊那陸協 ⾧野県 DNS 着
25 飯田 諒平 イイダ リョウヘイ 第二体育会陸上競技部 神奈川県 DNS 着
30 武藤 琉斗 ムトウ リュウト 関東学院大学 神奈川県 DNS 着
5 着
34 着

14'55"-15'00"

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9組 スタート時刻 18:00

PM(~3000m) 8'50"
No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録 厚底✓
8 加藤 拓海 カトウ タクミ RFA Japan 東京都 14分38秒9 1 着
29 宮田 悠平 ミヤタ ユウヘイ 神奈川陸協 神奈川県 14分43秒1 2 着 TR5
33 軽部 智 カルベ サトシ 東京陸協 東京都 14分44秒5 3 着
22 宇佐美 亮児 ウサミ リョウジ 横浜国立大学 神奈川県 14分45秒2 4 着 TR5
31 高見 将宏 タカミ マサヒロ 千葉陸協 千葉県 14分45秒5 5 着 TR5
2 中野 正人 ナカノ マサト 日製日立 茨城県 14分48秒4 6 着
12 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ 芦屋市陸協 兵庫県 14分49秒2 7 着 TR5
1 秋山 太陽 アキヤマ タイヨウ 森ビル株式会社ランニングクラブ 東京都 14分51秒2 8 着
4 瀬川 京祐 セガワ ケイスケ 横浜国立大学 埼玉県 14分55秒7 9 着 TR5
15 姫田 賢希 ヒメダ ゲンキ ハートブレイク 神奈川県 14分57秒2 10 着
25 政田 勇輝 マサダ ユウキ 明治大学陸上競技同好会 神奈川県 15分00秒1 11 着 TR5
11 古木 周作 コキ シュウサク 大阪府陸協 大阪府 15分05秒7 12 着 TR5
23 笹田 直太 ササダ ナオタ 東京陸協 東京都 15分08秒6 13 着 TR5
9 黒木 瞬 クロキ シュン 甲斐市陸協 山梨県 15分11秒0 14 着 TR5
16 丸山 開陸 マルヤマ カイリ 上州アスリートクラブ 群馬県 15分12秒5 15 着 TR5
32 小野寺 遼 オノデラ リョウ 國學院栃木高校 栃木県 15分12秒8 16 着 TR5
20 大澤 隼人 オオサワ ハヤト 秦野RC 神奈川県 15分13秒1 17 着
14 布谷 基 ヌノヤ モトイ 岩手陸協 岩手県 15分13秒4 18 着 TR5
21 山崎 瑞希 ヤマザキ ミズキ 秦野RC 神奈川県 15分14秒5 19 着 TR5
3 阿部 哲也 アベ テツヤ 東京陸協 東京都 15分16秒5 20 着
6 平野 慶介 ヒラノ ケイスケ TEAM RxL 東京都 15分23秒1 21 着 TR5
5 清谷 公紀 セダニ コオキ 横浜市陸上競技協会 神奈川県 15分25秒2 22 着
28 笹井 南斗 ササイ ミナト 神奈川陸協 神奈川県 15分30秒9 23 着 TR5
19 勝又 洋人 カツマタ ヒロト 東京陸協 東京都 15分31秒7 24 着 TR5
27 坂上 佳也 サカガミ ヨシヤ RFA Japan 東京都 15分35秒6 25 着
30 ⾧岡 甲斐斗 ナガオカ カイト 東京陸協 東京都 15分42秒1 26 着 TR5
24 渡辺 将悟 ワタナベ ショウゴ 東京陸協 東京都 15分44秒0 27 着
26 行本 尚史 ユキモト ヒサシ RDC RUN CLUB 東京都 15分44秒3 28 着 TR5
13 田村 翼 タムラ ツバサ 上尾市陸協 埼玉県 15分44秒7 29 着 TR5
7 藤田 稜平 フジタ リョウヘイ 神奈川陸協 神奈川県 16分03秒2 30 着
10 影山 貴大 カゲヤマ タカヒロ 東京学芸大学 静岡県 DNF 着 TR5
35 河野 孝志 コウノ タカシ 豊岡RC 青森県 DNF 着 TR5
17 戸塚 裕大 トヅカ ユウタ 御殿場RC 静岡県 DNS 着
18 着

PM 34 着

14'40"-14'55"

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10組 スタート時刻 18:22

PM(~2000m) 5'40"
No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録 厚底✓
1 ダニエル ムイバキトニーダニエル ムイバキトニーTRACK TOKYO 東京都 14分00秒9 1 着
5 木田 貴大 ｷﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ コモディイイダ 東京都 14分10秒2 2 着 TR5
3 茂原 大悟 モハラ ダイゴ 群馬陸協 群馬県 14分11秒3 3 着 TR5
11 黒田 雄紀 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｷ コモディイイダ 東京都 14分12秒6 4 着 TR5
6 黒河 一輝 ｸﾛｶﾜ ｶｽﾞｷ コモディイイダ 東京都 14分13秒6 5 着 TR5
12 大久保 誠吾 オオクボ セイゴ 埼玉陸協 埼玉県 14分16秒0 6 着
10 宮本 甲斐 ﾐﾔﾓﾄ ｶｲ コモディイイダ 東京都 14分16秒8 7 着 TR5
8 土居森 諒 ﾄﾞｲﾓﾘ ﾘｮｳ コモディイイダ 東京都 14分17秒5 8 着 TR5
16 岡田 健志 オカダ タケシ 兵庫陸協 兵庫県 14分23秒5 9 着 TR5
4 大久保 陸人 ｵｵｸﾎﾞ ﾘｸﾄ コモディイイダ 東京都 14分24秒7 10 着 TR5
18 風戸 啓希 カザト ヒロキ 日税ビジネス 東京都 14分27秒1 11 着
20 成田 匠平 ナリタ ショウヘイ 埼玉滑川走友会 埼玉県 14分27秒5 12 着 TR5
32 内田 昌寛 ウチダ マサヒロ 藤沢市陸協 神奈川県 14分31秒4 13 着
14 飯野 汰一 イイノ タイチ 東京陸上競技協会 東京都 14分33秒3 14 着 TR5
26 枡本 裕真 マスモト ユウマ 東京陸協 東京都 14分42秒9 15 着 TR5
2 北崎 航 キタザキ ワタル 東京陸協 東京都 14分47秒9 16 着 TR5
19 小檜山 利輝 コビヤマ リキ 東洋大学 福島県 14分50秒6 17 着 TR5
21 山口 大徳 ヤマグチ ヒロノリ TRACK TOKYO 東京都 14分51秒7 18 着 TR5
22 田中 誉也 タナカ タカヤ GRlab 大阪府 14分53秒9 19 着
23 海老沼 太志 エビヌマ タイシ MKプロジェクト 栃木県 14分57秒3 20 着 TR5
31 森田 雄貴 モリタ ユウキ 東京理科大学 岡山県 14分59秒4 21 着 TR5
27 山田 泰生 ヤマダ ヒロキ 東京陸協 東京都 15分00秒7 22 着 TR5
29 矢島 雄平 ヤジマ ユウヘイ 千曲市陸協 ⾧野県 15分03秒2 23 着 TR5
25 荒木 数也 アラキ カズヤ ユニバーサルエンターテインメント 千葉県 15分11秒2 24 着 TR5
17 岩本 孝平 ｲﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ コモディイイダ 東京都 15分11秒5 25 着 TR5
30 大西 淳貴 オオニシ ジュンキ 東京陸協 東京都 15分20秒3 26 着 TR5
24 大谷 宗平 オオタニ シュウヘイチーム ネクサス 岩手県 15分23秒8 27 着 TR5
15 横内 悠 ヨコウチ ユウ TRACK TOKYO 東京都 15分25秒9 28 着
7 五郎谷 俊 ｺﾞﾛｳﾀﾆ ｼｭﾝ コモディイイダ 東京都 DNF 着 TR5
9 松村 陣之助 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾞﾝﾉｽｹ コモディイイダ 東京都 DNF 着 TR5
28 指宿 佑将 イブスキ ユウスケ 秦野市役所 神奈川県 DNF 着
33 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 日税ビジネス 東京都 DNF 着
35 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 東京都 DNF 着
13 山田 祐生 ヤマダ ユウキ まるお製作所 東京都 DNS 着
34 田村 丈哉 タムラ ジョウヤ 千葉陸協 千葉県 DNS 着

13'50"-14'40"

着順



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 18:45

PM(~6000m) 18'00"
No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録 厚底✓
7 大橋 秀星 オオハシ シュウセイ小平市陸協 東京都 29分54秒5 1 着 TR5
6 寺田 博英 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾋﾃﾞ コモディイイダ 東京都 29分54秒9 2 着 TR5
5 市村 竜樹 ｲﾁﾑﾗ ﾀﾂｷ コモディイイダ 東京都 29分56秒0 3 着 TR5
11 川内 鮮輝 カワウチ ヨシキ Jaybird 埼玉県 29分57秒5 4 着
15 樽木 将吾 タルキ ショウゴ 小田原市役所 神奈川県 29分59秒8 5 着 TR5
10 門出 康孝 モンデ ヤスタカ TEAM ITO 東京都 30分00秒5 6 着 TR5
24 河野 孝志 コウノ タカシ 豊岡RC 青森県 30分03秒2 7 着 TR5
20 森 貴樹 モリ タカキ モントブラン 千葉県 30分04秒1 8 着 TR5
22 松本 翔 マツモト ショウ 日税ビジネス 東京都 30分04秒5 9 着
9 高橋 雅人 タカハシ マサト TRACK TOKYO 東京都 30分05秒7 10 着 TR5
4 岡山 春紀 ｵｶﾔﾏ ﾊﾙｷ コモディイイダ 東京都 30分06秒2 11 着 TR5
3 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 松戸市陸協 千葉県 30分07秒0 12 着
23 鎌田 紘宜 カマダ ヒロキ Team M×K 東京都 30分08秒3 13 着 TR5
2 田島 光 ﾀｼﾞﾏ ﾋｶﾙ コモディイイダ 東京都 30分38秒5 14 着 TR5
13 中村 陵介 ナカムラ リョウスケTRACK TOKYO 東京都 30分51秒3 15 着 TR5
8 富張 裕紀 トミハリ ユウキ 東京陸協 東京都 30分53秒7 16 着
18 山田 龍 ヤマダ リュウ 関東学院大学 大分県 31分10秒8 17 着 TR5
14 山口 純平 ヤマグチ ジュンペイELDORESOランニングクラブ 東京都 31分24秒0 18 着 TR5
17 藤原 拓 フジワラ タク 東京都庁 東京都 31分34秒4 19 着 TR5
12 岡本 拓也 オカモト タクヤ 川崎市陸協 神奈川県 31分49秒1 20 着 TR5
1 佐藤 晃章 ｻﾄｳ ﾃﾙｱｷ コモディイイダ 東京都 DNF 着 TR5
19 平川 豪流 ヒラカワ タケル 関東学院大学 ⾧崎県 DNF 着 TR5
16 城西 廉 ジョウサイ レン TRACK TOKYO 東京都 DNS 着
21 上條 記男 カミジョウ ノリオ 東京陸協 東京都 DNS 着
25 着
26 着
27 着
28 着
29 着
30 着

29'20"-30'00"

着順


