
＜日時＞ 2021年11月27日（土）13時50分～19時00分

＜会場＞ 舎人公園 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

＜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 13:50 13:00 13:30 13:45 17名

1500m 男女 2組 14:00 13:00 13:40 13:55 21名

1500m 男女 3組 14:09 13:00 13:49 14:04 18名

1500m 男女 4組 14:17 13:02 13:57 14:12 19名

1500m 男女 5組 14:25 13:10 14:05 14:20 19名

3000m 男女 1組 14:33 13:18 14:13 14:28 20名

3000m 男女 2組 14:50 13:35 14:30 14:45 30名

3000m 男女 3組 15:04 13:49 14:44 14:59 27名

5000m 男女 1組 15:18 14:03 14:58 15:13 35名

5000m 男女 2組 15:45 14:30 15:25 15:40 37名

5000m 男女 3組 16:10 14:55 15:50 16:05 38名

5000m 男女 4組 16:33 15:18 16:13 16:28 35名

5000m 男女 5組 16:56 15:41 16:36 16:51 45名

5000m 男女 6組 17:18 16:03 16:58 17:13 43名

5000m 男女 7組 17:40 16:25 17:20 17:35 39名

5000m 男女 8組 18:02 16:47 17:42 17:57 40名

5000m 男女 9組 18:24 17:09 18:04 18:19 44名

5000m 男女 10組 18:45 17:30 18:25 18:40 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。

・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）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＞

　競技結果はおよび各選手の記録証は競技終了後速やかに

　大会会場で掲載、および配布所にて配布予定です。

　後日、大会HPへも掲載いたします。

　（ＵＲＬ） http://team-mk.net/mkdc/

種目

第48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）

1500m　男女1組 スタート時刻 13:50

ペースメーカー：①5分20秒、②5分30秒、③5分45秒、④6分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 西谷 茂章 ニシタニ シゲアキ DAC NISHITANI

2 日野 颯人 ヒノ ハヤト HAYATO

3 阿部 智洋 アベ トモヒロ Abe Chi

4 宇根 琴羽 ウネ コトハ koto

5 中島 尚 ナカジマ タカシ naka

6 安西 義則 アンザイ ヨシノリ anpu

7 田中 佑磨 タナカ ユウマ YT

8 田中 久善 タナカ ヒサヨシ TeamM×K TANAHISA

9 櫻井 大路 サクライ ヒロミチ Sakurai

10 横山 貴昭 ヨコヤマ タカアキ YOKOYAMA

11 和田 有稀奈 ワダ ユキナ WADA

12 村上 貴博 ムラカミ タカヒロ TAKAHIRO

13 和田 直太朗 ワダ ナオタロウ 東大和市立第十小学校 NAOTARO

14 山田 志乃 ヤマダ シノ Ｓ

15 上岡 祐二 カミオカ ユウジ フリー YUJI

16 梶野 良夫 カジノ ヨシオ 薬園台アスリートクラブ KAJINO

17 谷川 樺音 タニカワ カノン SHARKS Jr KANON

18

19

20

① PM 三津家貴也

② PM 阿部飛雄馬

③ PM 荒幡寛人

④ 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2組 スタート時刻 14:00

ペースメーカー：①4分55秒、②5分00秒、③5分05秒、④5分15秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 小川 友岳 オガワ トモタケ 東京陸協 OGAWA

2 藤田 知広 フジタ トモヒロ かなへい TOMO

3 奥田 莉乃 オクダ リノ アミアスリートクラブ Rino

4 岡野 僚 オカノ リョウ 成田陸協 okachan

5 山平 祐寿 ヤマヒラ マサトシ 消防大学校 yamahira

6 黒澤 遥介 クロサワ ヨウスケ Yohsuke

7 種田 達也 タネダ タツヤ まるお製作所RC TANE

8 前田 俊輔 マエダ シュンスケ Shunsuke

9 武田 亮平 タケダ リョウヘイ まるお製作所RC埼玉支部 TAKEDA

10 竹本 和貴 タケモト カズキ ポップライン ポップライン竹本カズキ

11 友重 剛 トモシゲ タケシ Tomoshige

12 三富 康晴 ミトミ ヤスハル BEAT AC TOKYO YASUHARU

13 天笠 伸行 アマガサ ノブユキ NOBU

14 田中 陽久 タナカ アキヒサ TANAKA2

15 渋下 賢 シブシタ ケン SHIBU

16 藤田 将矢 フジタ マサヤ MASA

17 和田 心春 ワダ コハル 東大和4中 KOHA

18 山田 浩太郎 ヤマダ コウタロウ Ｋ

19 橋本 昊大 ハシモト コウダイ BEAT AC TOKYO KODAI

20 百瀬 優 モモセ マサル MOMOSE

21 森安 航大 モリヤス コウタ セカンドウィンドAC横浜 KOTA

22

① PM 三津家貴也

② PM 阿部飛雄馬

③ PM 荒幡寛人

④ 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3組 スタート時刻 14:09

ペースメーカー：①4分40秒、②4分45秒、③4分50秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 松井 孝夫 マツイ タカオ TAKAO

2 田口 祐治 タグチ ユウジ 三菱商事陸上同好会 Passion

3 長島 将希 ナガシマ マサキ MASAKI

4 小林 大介 コバヤシ ダイスケ TDMR syorin

5 菅原 伸明 スガワラ ノブアキ ＳＵＧＡＷＡＲＡ

6 吉田 大海 ヨシダ タイガ TAIGA

7 篠塚 明裕 シノヅカ アキヒロ SINO

8 谷口 智紀 タニグチ サトキ TANIGUCHI SATOKI

9 伊藤 優 イトウ ユウ YU

10 片桐 暁文 カタギリ アキフミ Katagiri

11 榊原 大樹 サカキバラ ヒロキ 埼玉大井RC Hiro

12 奥村 直樹 オクムラ ナオキ NAOKI

13 大村 泰平 オオムラ タイヘイ TAIHEI

14 岩元 章二 イワモト ショウジ NEC府中 GANTA

15 小野田 寛 オノダ ヒロシ ONODA

16 鈴木 秀人 スズキ ヒデト SUZU

17 平井 雄都 ヒライ ユウト BEAT AC TOKYO YUTO

18 藤平 真ノ介 トウヘイ シンノスケ GAZELLE manokai

19

20

21

22

① PM 秋葉直人

② PM 森田雄貴

③ 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4組 スタート時刻 14:17

ペースメーカー：①4分20秒、②4分25秒、③4分30秒、④4分35秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 村山 知輝 ムラヤマ カズキ KAZUKI

2 加藤 甫 カトウ ハジメ ＫＡＴＯ

3 妹尾 創太 セノオ ソウタ T・T━AC SOTA

4 東條 暖 トウジョウ ダン SHARKS Jr. DAN

5 海老澤 武尊 エビサワ タケル EBISAWA

6 花原 隆介 ハナハラ リュウスケ hanahara

7 高野 克己 タカノ カツキ KATUKI

8 高波 慶次 タカナミ ケイジ k

9 三浦 和貴 ミウラ カズタカ 東京陸協 KAZU

10 山崎 雄大 ヤマザキ ユウタ YUTA

11 原田 貴正 ハラダ タカマサ TAKAMASA

12 小園 想楽 コゾノ ソラ SORA

13 西崎 昌宏 ニシザキ マサヒロ 小金井おじ練 NISSHY

14 瀬沼 一成 セヌマ カズナリ kazu

15 荻野 隼 オギノ ジュン 電気通信大学 JUN

16 近江屋 拓 オオミヤ タク 東京陸協 TAKU

17 北 陽斗 キタ ハルト 創価大学 Haruto

18 佐藤 公倫 サトウ コウリン korin

19 Phil English フィル イングリッシュ 南蛮連合 Phil

20

21

22

① PM 森田雄貴

② PM 秋葉直人

③ PM 阿部飛雄馬

④ PM 荒幡寛人



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 14:25

ペースメーカー：①3分58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 坂本 達哉 サカモト タツヤ 東京陸協 Tatsuya

2 北原 廉 キタハラ レン 電気通信大学 REN

3 小川 恭平 オガワ キョウヘイ 順天堂大学 kyohei

4 岡部 耕平 オカベ コウヘイ OKABE

5 二見 拓輝 フタミ ヒロキ 電気通信大学 HIROKI

6 西本 祐太 ニシモト ユウタ YUTA

7 松田 将大 マツダ マサヒロ MAZDA

8 坂内 亮輔 バンナイ リョウスケ BAN

9 田子 雄一郎 タゴ ユウイチロウ 秋田陸協 TAGO

10 芳沢 暢浩 ヨシザワ ノブヒロ 明治大学体同連陸上競技部 Nobu

11 渡邉 伊織 ワタナベ イオリ iori.w

12 西郷 孝一 サイゴウ タカヒト TAKA

13 浦霧 誠也 ウラギリ セイヤ URA

14 木村 良将 キムラ ヨシマサ きむにい

15 柿森 悠真 カキモリ ユウマ YUMA

16 安部 嘉葵 アベ ヨシキ ABECHAN

17 柴野 慎也 シバノ シンヤ SHINYA SHIBANO

18 坂詰 北斗 サカヅメ ホクト HOKUTO

19 西川 晋作 ニシカワ シンサク TTA SHINSAKU

20

21

22

① PM 三津家貴也

② PM 荒幡寛人 PM 森田雄貴

③ PM 阿部飛雄馬

④ PM 岡本拓也



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

3000m　男女1組 スタート時刻 14:33

ペースメーカー：①10分30秒、②10分45秒、③11分15秒、④12分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 生井 和平 ナマイ カズヒラ MAESTRO ZOO

2 藤平 真ノ介 トウヘイ シンノスケ GAZELLE manokai

3 飯田 健太郎 イイダ ケンタロウ K.I

4 河野 純平 カワノ ジュンペイ 島本プロジェクト JUNPEI

5 大谷 晴香 オオタニ ハルカ Haruka

6 遊佐 慎 ユサ マコト ＧＭアスリート THOMAS

7 矢島 秀悟 ヤジマ ヒデノリ YAJIMA

8 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ Miyoshi

9 原田 有毅 ハラダ ユウキ YUKI

10 広井 渡 ヒロイ ワタル Team M×K wata

11 関根 正之 セキネ マサユキ MASAYUKI

12 田中 久善 タナカ ヒサヨシ TeamM×K TANAHISA

13 村上 貴博 ムラカミ タカヒロ TAKAHIRO

14 遠藤 優太 エンドウ ユウタ YUTA

15 澤藤 卓也 サワフジ タクヤ 武駒 TAKUYA

16 桃井 浩 モモイ ヒロシ 松戸健走会 MOMOI

17 清水 修 シミズ オサム 松岡水産 OSAMU

18 横山 貴昭 ヨコヤマ タカアキ YOKOYAMA

19 中島 圭一 ナカシマ ケイイチ K

20 宮城 克基 ミヤギ カツキ KATSUKI

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

① PM 秋葉直人

② PM 河合謙一

③ PM 土谷和貴

④ PM 緑川優



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

3000m　男女2組 スタート時刻 14:50

ペースメーカー：①9分30秒、②9分45秒、③10分00秒、④10分15秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 渡部 剛 ワタナベ ツヨシ TSUYO

2 田島 祐介 タジマ ユウスケ TJM

3 岡崎 裕二郎 オカザキ ユウジロウ YUU

4 西郷 孝一 サイゴウ タカヒト TAKA

5 千葉 純也 チバ ジュンヤ JUNYA

6 福島 広大 フクシマ コウダイ KODAI

7 佐藤 光敏 サトウ ミツトシ 電気通信大学 MITSUTOSHI

8 名手 海人 ナデ カイト 電気通信大学 KAITO

9 中島 拓哉 ナカシマ タクヤ TAKUYA

10 星宮 一木 ホシミヤ カズキ KAZUKI

11 佐久間 大輔 サクマ ダイスケ 東京陸連 DAI

12 安部 嘉葵 アベ ヨシキ ABECHAN

13 本多 世史三 ホンダ ヨシミ YH

14 町田 達彦 マチダ タツヒコ すみだランRun倶楽部 Tatsu

15 宇根 治希 ウネ ハルキ haruki

16 黒澤 遥介 クロサワ ヨウスケ Yohsuke

17 高嶋 大貴 タカシマ ダイキ 小金井公園走友会 DAIKI

18 金子 奏一朗 カネコ ソウイチロウ Soichiro

19 沖 健吏 オキ タケシ oki

20 森 菖真 モリ ショウマ MORI

21 黒田 なつみ クロダ ナツミ たまくろ NATSUMI

22 百瀬 優 モモセ マサル MOMOSE

23 森 拓郎 モリ タクロウ TAKURO

24 安西 琴美 アンザイ コトミ 日本大学藤沢高等学校 ANZAI

25 岡部 稜 オカベ リョウ Okaben

26 村岡 瑛介 ムラオカ エイスケ Eisuke

27 高橋 大稀 タカハシ タイキ 島本プロジェクト TAIKI

28 細田 雄一 ホソダ ユウイチ 博慈会 HOSODA

29 笠谷 駿介 カサヤ シュンスケ MG RC SHUN

30 野本 大貴 ノモト ダイキ 名もなき自主練 KATSUO

31

32

33

① PM 秋葉直人

② PM 河合謙一

③ PM 土谷和貴

④ PM 緑川優



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

3000m　男女3組 スタート時刻 15:04

ペースメーカー：①8分30秒、②8分45秒、③9分00秒、④9分15秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 島田 仁 シマダ ジン 羽生市陸協 JIN

2 風戸 啓希 カザト ヒロキ ラフィネグループ陸上部 HIRO

3 向後 功一朗 コウゴ コウイチロウ 神栖TC KK

4 松ヶ野 毅 マツガノ タケル 埼玉陸協 MATSUGANO

5 伊澤 優人 イザワ マサト Good LUCK IZAWA

6 小川 真誉 オガワ マヨ Mayo

7 諸星 涼太 モロホシ リョウタ Moro

8 田井 慎一郎 タイ シンイチロウ SHIN

9 森 健也 モリ ケンヤ BANANA

10 岩瀬 弘之 イワセ ヒロユキ HIROYUKI

11 鈴木 護弘 スズキ モリヒロ Suzuki

12 南野 純一 ミナミノ ジュンイチ JR東日本千葉 MJ

13 麻田 悠馬 アサダ ユウマ 東京帝京平成国際武道学院文化大学大学院 IEDE NETETAI

14 小林 徹 コバヤシ トオル T.K

15 吉田 宜永 ヨシダ ノリナガ 大船渡市陸協 NORI

16 保土田 巧 ホドダ タクミ 東京工科自動車大学校 TAKUMI

17 木村 良将 キムラ ヨシマサ きむにい

18 佐藤 壮 サトウ タケシ TKC

19 加藤 龍哉 カトウ タツヤ Rundezvous TATSUYA

20 多賀 長門 タガ ナガト 島本プロジェクト NAGATO

21 齊藤 堪汰 サイトウ カンタ 島本プロジェクト KANTA

22 佐藤 大宇 サトウ ダイウ 島本プロジェクト DAIU

23 笠原 友生 カサハラ トモキ 埼玉陸協 Kasa

24 薄衣 丞生 ウスギヌ ジョウ Joh

25 伊藤 貴士 イトウ タカシ Lani Lani Lani Lani

26 加瀬 凌斗 カセ リョウト KASE

27 新開 嶺 シンカイ レイ REI

28

29

30

31

32

33

① PM 三津家貴也 PM 荒幡寛人

② PM 阿部飛雄馬

③ PM 森田雄貴

④ PM 河合謙一



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 15:18

ペースメーカー：①20分00秒、②20分30秒、③21分00秒、④21分30秒、⑤23分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 前田 健輔 マエダ ケンスケ 平井ＲＣ MKH

2 佐々木 裕一 ササキ ユウイチ Yuhri

3 竹内 愛 タケウチ アイ AI

4 小暮 慎太郎 コグレ シンタロウ KOGURE

5 浦野 健一 ウラノ ケンイチ URANO

6 日置 信和 ヒオキ ノブカズ MAC HIOKI

7 栗山 哲也 クリヤマ テツヤ TK

8 柳川 浩貴 ヤナギカワ ヒロタカ HIRO

9 平田 龍生 ヒラタ リュウセイ H.R

10 髙橋 欣也 タカハシ キンヤ 城西AC aynik

11 渡邉 一博 ワタナベ カズヒロ K.WATANABE

12 佐々木 大輔 ササキ ダイスケ ニッポンランナー柏 DAISUKE

13 鶴田 智久 ツルタ トモヒサ TeamMxK TOMOHISA

14 竹森 友香 タケモリ ユカ OJO

15 清水 孝行 シミズ タカユキ 麦わらの一味 SHIMIZU

16 芦萱 勝 アシガヤ マサル RGV

17 磯崎 学 イソザキ マナブ MANABU

18

19 寺田 祐二 テラダ ユウジ YUJI

20 榊原 光樹 サカキハラ コウキ SAKAKIHARA

21 上村 志保 カミムラ シホ Molamola RC SHIHO

22 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル Team RxL Yamazaki

23 村上 貴博 ムラカミ タカヒロ TAKAHIRO

24 手塚 友喜 テヅカ ユキ YUKI

25 武井 真一 タケイ シンイチ takei

26 櫻井 大路 サクライ ヒロミチ Sakurai

27 石井 正樹 イシイ マサキ ishii

28 矢部 尭 ヤベ タカシ YABE

29 外尾 修子 ホカオ シュウコ 多摩川クラブ HOKAO

30 細谷 みゆき ホソヤ ミユキ MIYUKI

31 緒形 尚也 オガタ ナオヤ OGATA

32 山際 正典 ヤマギワ マサノリ PIYOTA

33 黄田 立文 コウダ リツブン ATA グータロ月島 MDK47

34 坂内 寿美礼 サカウチ スミレ Smile

35 下重 貴子 シモシゲ タカコ shimoshimo

36 岡崎 園子 オカザキ ソノコ SONIA

37

38

39

40

41

42

43

44

45

① PM 河合謙一

② PM 土谷和貴

③ PM 緑川優

④ PM 風戸啓希

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 15:45

ペースメーカー：①19分00秒、②19分30秒、③20分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 矢島 秀悟 ヤジマ ヒデノリ YAJIMA

2 田村 瑠紗 タムラ リサ Tamura

3 大江 俊博 オオエ トシヒロ NICO

4 遠藤 創 エンドウ ハジメ ショーイク ENDO

5 佐藤 寛哉 サトウ ヒロヤ HIROYA

6 友重 剛 トモシゲ タケシ Tomoshige

7 牧島 健次 マキシマ ケンジ MAKISIHMA

8 勝丸 真至 カツマル マサシ MASASHI

9 長谷川 瑠香 ハセガワ ルカ RUKA

10 岡田 力 オカダ ツトム okada

11 杉山 健太 スギヤマ ケンタ SUGIYAMA

12 篠原 真由美 シノハラ マユミ YUMA

13 葛山　 秀敏 カツラヤマ ヒデトシ Katsura

14 酒井 辰哉 サカイ タツヤ 荏田高ＯＢ TATSUYA

15 石井 明夫 イシイ アキオ ISHII

16 大槻 知史 オオツキ サトシ 3104

17 田口 明 タグチ アキラ AKIRA

18 中島 立人 ナカジマ リツト TDMR りつと

19 島貫 裕太 シマヌキ ユウタ EXCEED YUT

20 大場 義洋 オオバ ヨシヒロ YOSHI

21 小田中 隆二 オダナカ リユウジ ODANAKA

22 菅原 碧 スガワラ ミドリ midori

23 井上 宜久 イノウエ ノリヒサ TeamM×K NORI

24 今井 規雄 イマイ ノリオ NORIO

25 萩野谷 賢太 ハギノヤ ケンタ HAGI

26 藤沢 玲央 フジサワ レオ FUJI

27 中島 勅人 ナカジマ ノリト 茨城陸協 NORIPON

28 小野寺 利絵 オノデラ リエ 南蛮連合 ギャりえ

29 BAE SUJIN べ スジン TDMR SUJIN

30 山木 宏記 ヤマキ アツノリ 自由の風AC ATSU

31 渡部 晃彦 ワタナベ アキヒコ クラブＲ２東日本 WATAKI

32 田村 友和 タムラ トモカズ 東京陸協 TOMO

33 田中 勲 タナカ イサオ ISAO

34 馬詰 義明 ウマヅメ ヨシアキ TeamMxK UMAZUME

35 小金丸 浩史 コガネマル ヒロシ GANE

36 大和田 健仁 オオワダ ケンジ ＴＲＣ KENJI

37 半谷 謙寿 ハンガイ ケンジュ ハリアーズ HGR

38

39

40

41

42

① PM 土谷和貴

② PM 風戸啓希

③ 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3組 スタート時刻 16:10

ペースメーカー：①18分20秒、②18分40秒、③19分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 石井 佑典 イシイ ユウスケ ハリアーズ YUSUKE

2 上村 英生 カミムラ ヒデオ Molamola Kamii

3 濱崎 由莉 ハマサキ ユリ GRlab関東 YURI

4 中山 隼 ナカヤマ ジユン NAKAYAMA

5 原田 芳一 ハラダ ヨシカズ 雨漏り110番 HARADA

6 西村 隆 ニシムラ リュウ RUNWEB RYU

7 三上 英一 ミカミ エイイチ ＥＭ

8 高田 幸典 タカタ ユキノリ TAKATA

9

10 森 勇次 モリ ユウジ Mori

11 Drought Andrew ドラウト アンドリュー 南蛮連合 Drought

12 松本 郷平 マツモト キョウヘイ たまくろ練 Kyohei

13 福田 将大 フクダ マサヒロ MASAHIRO

14 保岡 昌彦 ヤスオカ マサヒコ yasuoka

15 近野 大樹 コンノ ヒロキ hiro

16 麻生 賢 アソウ ケン TDMR KEN　ASO

17 山口 幹哉 ヤマグチ ミキヤ MKY

18 白戸 太朗 シラト タロウ ATHLONIA Go Taro

19 春山 裕介 ハルヤマ ユウスケ はだし駅伝部 多摩サブ HARU3

20 中元 隆 ナカモト タカシ T.NAKAMOTO

21 Quint Oga-Baldwin クィント オオガボールドウィン 南蛮連合 Quint

22 伊藤 一規 イトウ カズキ TDMR KAZUKI

23 星 広美 ホシ ヒロミ HOSHI

24 村上 拓也 ムラカミ タクヤ 横浜走友会 TAKUYA

25 丸山 惇 マルヤマ アツシ MARU

26 古幡 一彦 フルハタ カズヒコ 多摩川サブスリー会 Nin

27 羽鳥 光郎 ハトリ ミツロウ ＭＩＴＳＵ

28 鎌形 真悟 カマガタ シンゴ ＳＮＧ

29 赤羽 悠 アカハネ ヒサシ AKAHANE

30 島村 啓周 シマムラ ヒロチカ ＨＩＲＯ

31 中野 聡 ナカノ サトシ 駒沢公園JC SATOSHI

32 田村 一也 タムラ カズヤ 埼玉南走友会 TARACHAN

33 中島 健太 ナカジマ ケンタ NAKAJIMA

34 山本 信 ヤマモト マコト YAMAMOTO

35 伊澤 愛子 イザワ アイコ AIKO

36 吉田 和彦 ヨシダ カズヒコ KAZUHIKO

37 吉田 和史 ヨシダ カズフミ Team NATCHIN練 KAZU

38 佐藤 智明 サトウ トモアキ SATO

39 橋本 誠紀 ハシモト マサノリ HASHI

40

41

42

43

44

45

① PM 齋藤拓也

② PM 緑川優

③ 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4組 スタート時刻 16:33

ペースメーカー：①17分40秒、②18分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 小泉 緑 コイズミ ミドリ Breakthrough Midori

2 小林 幸夫 コバヤシ ユキオ 多摩サブ YUKIO

3 井野 寛司 イノ カンジ kanji

4 佐藤 健輔 サトウ ケンスケ 埼玉大井RC KENKEN

5 片桐 暁文 カタギリ アキフミ Katagiri

6 奥村 直樹 オクムラ ナオキ NAOKI

7 井田 健一 イダ ケンイチ KEN

8 田口 祐治 タグチ ユウジ 三菱商事陸上同好会 Passion

9 冨樫 謙太郎 トガシ ケンタロウ OBOG TOGA

10 小川 哲男 オガワ テツオ 済美山朝練軍団 TETSUO

11 柳澤 仁弥 ヤナギサワ ジンヤ jin

12 打野 里奈 ウチノ リナ UCHINO

13 小高 潤 オダカ ジュン TeamMxK JUN

14 都丸 和宣 トマル カズノリ TOMARU

15 奥田 一平 オクダ イッペイ （一般）asrc okuda 

16 川西 宏幸 カワニシ ヒロユキ T.Tアスリート Kawanishi

17 浅倉 和史 アサクラ カズフミ たまくろ練 KazuAAA

18 國分 洋晃 コクブ ヒロアキ MUN

19 小松 満男 コマツ ミツオ 川崎市陸協 KOMATSU

20 細田 由伸 ホソダ ヨシノブ NOBU

21 飯塚 研斗 イイヅカ ケント K-IIZUKA

22 夏苅 竜平 ナツカリ リュウヘイ 株式会社レテ Ryuhei

23 木下 翔 キノシタ ショウ ＲｉＳＥ KiNO

24 寺尾 隆宏 テラオ タカヒロ rollingbase TERAO

25 行本 武生 ユキモト タケオ TAKEO

26 井上 雄太 イノウエ ユウタ YUTA

27 山本 雄一朗 ヤマモト ユウイチロウ 青葉総合法律事務所 Y

28 天満 優一朗 テンマ ユウイチロウ TEMMA

29 小川 創平 オガワ ソウヘイ OGASO

30 久川 裕也 ヒサカワ ユウヤ 東京ドMランナーズ Yuya

31 平出 亘 ヒライデ ワタル 二子玉川走友かい わたるっち

32 端山 裕人 ハヤマ ヒロト Hayama

33 天笠 伸行 アマガサ ノブユキ NOBU

34 蟻塚 啓太 アリヅカ ケイタ KEITA

35 小林 晃啓 コバヤシ アキヒロ koba

36

37

38

39

40

① PM 齋藤拓也

② PM 栗山一輝



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 16:56

ペースメーカー：①17分10秒、②17分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 熊谷 卓哉 クマガイ タクヤ KOIKE SPORTS RUNNING PROJECT KUMAGAI

2 山崎 省吾 ヤマザキ ショウゴ 小川町陸協 Yamazaki

3 今野 洋志 コンノ ヒロシ くまごろう ＷＡＮＫＯ

4 幸本 裕司 コウモト ユウジ 越谷ランナーズ YK

5 松井 孝夫 マツイ タカオ TAKAO

6 仁平 直 ニヘイ タダシ ＳＮＲ Ｊｉｎｐｅｉ

7 稲崎 真吾 イナサキ シンゴ ＡＲＣ INA

8 浜田 裕介 ハマダ ユウスケ 横浜鉄人クラブ Hama

9 澤田 洋志 サワダ ヒロシ ＲＵＮＷＥＢ 164

10 小柳 浩二 コヤナギ コウジ ＴＤＭＲ ＮＡＧＩ

11 山崎 洋輔 ヤマザキ ヨウスケ ラチエンAC YOSUKE

12 新井 和磨 アライ カズマ ARAI

13 石榑 昌也 イシグレ マサヤ GURE

14 渡邊 拓馬 ワタナベ タクマ TAKUMA

15 木屋村 守 キヤムラ マモル 多摩川クラブ KiyaKiya

16 島田 和幸 シマダ カズユキ ランニング・デポ ShimaKazu

17 竹内 良彰 タケウチ ヨシアキ YANTAKE

18 丸尾 擁平 マルオ ヨウヘイ MARU

19 磯部 優介 イソベ ユウスケ ISOBEeee

20 田中 勇希 タナカ ユウキ NTTドコモ YUKI

21 山崎 雄大 ヤマザキ ユウタ YUTA

22 島田 裕二 シマダ ユウジ SHIMA

23 中野 喜文 ナカノ ヨシフミ Nakano

24 酒井 拓磨 サカイ タクマ 江東区陸協 takkun

25 北川 一博 キタガワ カズヒロ ベストスマイルRC Kazu

26 池永 敦 イケナガ アツシ JBMA Aganeki

27 大久保 由紀夫 オオクボ ユキオ BIGMAC

28 Isman Renaud イスマン レノ Renaud

29 光田 国広 ミツタ クニヒロ 頂プロジェクト Mitsu

30 菅原 伸明 スガワラ ノブアキ ＳＵＧＡＷＡＲＡ

31 佐々木 雅典 ササキ マサノリ MIYABI

32 久保 康生 クボ ヤスオ Kubo

33 竹内 崇馬 タケウチ ソウマ Souma

34 谷本 憲太郎 タニモト ケンタロウ KEN

35 Granger Matthew グレンジャー マシュー 南蛮連合 Matt

36 越智 大介 オチ ダイスケ DAI

37 新澤 英典 シンザワ ヒデノリ SHINZAWA

38 シャンロン ヴィンセント シャンロン ヴィンセント Namban Rengo Vincent

39 松崎 雅春 マツザキ マサハル TeamM×K MASA

40 島田 悟 シマダ サトル SMD

41 本郷 孝知 ホンゴウ タカアキ HG

42 徳田 隆之 トクダ タカユキ TOKUDA

43 嶋田 耕士 シマダ コウジ KOJI

44 加藤 陽貴 カトウ ハルキ KATO

45 中野 裕介 ナカノ ユウスケ YUSUKE

① PM 齋藤拓也

② PM 栗山一輝



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 17:18

ペースメーカー：①16分40秒、②17分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 住田 龍也 スミダ タツヤ RFA Japan sumitch

2 須田 正彦 スダ マサヒコ 駒沢公園ジョギングクラブ SUDA

3 内田 知希 ウチダ トモキ 小田原NR TOMOKI

4 伊藤 健介 イトウ ケンスケ ランニング・デポ KEN

5 小長根 広貴 コナガネ ヒロキ HIROKI

6 風間 龍介 カザマ リユウスケ SUKE

7 細川 奈於 ホソカワ ナオ 獨協医科大学 ayu

8 本仁 善英 モトニ ヨシヒデ motoni

9 北原 知孝 キタハラ トモタカ ともたカーニバル！ ToMo

10 野上 龍太朗 ノガミ リュウタロウ Nogami

11 新開 嶺 シンカイ レイ REI

12 近藤 雄二 コンドウ ユウジ YUJI

13 三牧 駿太 ミマキ シュンタ 湘南ランタジスタ Shunta

14 宮腰 悠羽 ミヤコシ ユウ YU

15 井上 靖数 イカミ ヤスカズ Ｔ・ＴーＡＣ IKAMI

16 作美 祐介 サクミ ユウスケ YUSUKE

17 木川 大輔 キカワ ダイスケ DreamAC DICEK

18 根本 龍大 ネモト タツヒロ 藤沢市陸協 NEMOTO

19 佐々木 厚太 ササキ コウタ Cossack

20 熊谷 智弘 クマガイ トモヒロ RDC Kuma

21 片山 真人 カタヤマ マサト KATAYAN

22 片桐 雄一郎 カタギリ ユウイチロウ KATAGIRI

23 大森 教尋 オオモリ ノリヒロ ポポロAC omori

24 林 洋輔 ハヤシ ヨウスケ yosan

25 加瀬 徹 カセ トオル TK

26 長屋 博之 ナガヤ ヒロユキ 駒沢公園ＪＣ nagaya

27 桑野 博輔 クワノ ヒロスケ Breakthrough HIRO

28 菅 佑輔 カン ユウスケ KAN

29 Potiron Yoann ポチロン ヨアン NAMBAN RENGO BOKU

30 太田 聖 オオタ セイ SEI

31 金内 正 カネウチ タダシ tadashi

32 Pellegrini Marco ペレグリニ マルコ SOGO Marco

33 鈴木 利幸 スズキ トシユキ 駒沢公園JC Ricoh

34 金子 貴英 カネコ タカヒデ ラウドランナーズ 7320hide

35 三浦 敦 ミウラ アツシ オレンジミウラ オレンジミウラ

36 小林 清恭 コバヤシ キヨタカ K.KIYOTAKA

37 今井 純一 イマイ ジュンイチ 文鳥区役所 IMAI

38 北條 孝樹 ホウジョウ コウキ TK EUROS HOJO

39 杉山 巧 スギヤマ サトシ クラブR2東日本 SUGI

40 田村 嘉浩 タムラ ヨシヒロ TAMURA

41 坂詰 北斗 サカヅメ ホクト HOKUTO

42 芳澤 康太郎 ヨシザワ コウタロウ 静岡陸協 KOTARO

43 工藤 正貴 クドウ マサキ Kudo

44

45

① PM 河野孝志

② PM 栗山一輝



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 17:40

ペースメーカー：①16分15秒、②16分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 小田 洵也 オダ ジュンヤ ODA

2 田中 拓希 タナカ ヒロキ RSLAB hiro

3 森 雅俊 モリ マサトシ MM

4 木幡 沢也 コハタ タクヤ TAKUYA

5 鷹觜 厚宜 タカノハシ アツキ ＡＴ

6 射場本 綾 イバモト リョウ IBA

7 上川 英一郎 カミカワ エイイチロウ EIICHIRO

8 坂本 力哉 サカモト リキヤ SAKAMOTO

9 照永 詩恩 テルナガ シオン 東京理科大学 Terunaga

10 野村 茂行 ノムラ シゲユキ 凡人RC NOMURA

11 安室 政司 ヤスムロ マサシ MURO

12 遠藤 悠一 エンドウ ユウイチ ENDO

13 杉本 孝公 スギモト タカマサ SUGIMOTO

14 古城戸 真之 フルキド マサユキ 鳩印G&T川崎 furukido

15 高木 大地 タカギ ダイチ 東京陸協 DAICHI

16 松崎 哲平 マツザキ テッペイ 三鷹市陸上競技協会 MATSUZAKI

17 松田 和浩 マツダ カズヒロ ランニング・デポ kazu

18 山田 貴幸 ヤマダ タカユキ Taka

19 田口 大貴 タグチ ダイキ DAIKI

20 望月 佐夢 モチヅキ サム TK EUROS SAMU

21 早房 大輝 ハヤフサ ダイキ HAYAFUSA

22 阿部 靖 アベ ヤスシ ABE

23 水落 徳哲 ミズオチ ノリアキ ＦＲＣ BIG-MIC

24 本宮 亨 モトミヤ トオル ラチエンＡＣ TOHRU

25 西 智也 ニシ トモヤ nishi

26 久保田 祥伍 クボタ ショウゴ 東大サブマイン KUBOSHO

27 川井 勉 カワイ ツトム TeamM×K KAWAI

28 向井 陸 ムカイ リク Riku

29 平井 悠大 ヒライ ユウダイ ピース

30 溝上 恭輔 ミゾカミ キョウスケ MK

31 木村 勇太 キムラ ユウタ KIMURA

32 矢島 颯大 ヤジマ ハヤタ 明大同好会 YAJIMA

33 ＵＫ ＨＡＲＲＩＳＳＯＮ ユーケー ハリソン 南蛮連合 Harri

34 三村 亮仁 ミツムラ アキヒト グレートムラ

35 林 健太 ハヤシ ケンタ HAYASHI

36 西村 尚 ニシムラ ショウ 東京大学 Sho

37 角田 幹之 ツノダ モトユキ TSUNODA

38 武藤 俊作 ムトウ シュンサク 明治大学体同連陸上競技部 SHUNSA

39 朝間 玲羽 アサマ リョウ ASAMA

40

41

42

43

44

45

① PM 河野孝志

② PM 古川大晃



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 18:02

ペースメーカー：①15分50秒、②16分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 石原 駿也 イシハラ シュンヤ SHUNYA

2 村田 義広 ムラタ ヨシヒロ murayoshi

3 秦 一馬 ハタ カズマ 囲碁将棋同好会 KAMIHIKOKI

4 足立 良太 アダチ リヨウタ 湘南ランタジスタ RYOTA

5 鳥居 邦彦 トリイ クニヒコ T-Nex Tori-Nex

6 近藤 柊斗 コンドウ シュウト 湘南ランタジスタ SHUTO

7 井辻 祐太郎 イツジ ユウタロウ dream grants yutaro

8 坂東 裕一郎 バンドウ ユウイチロウ Bando

9 鳥居 恒太 トリイ コウタ 南蛮連合 KOTA

10 大野 瑛 オオノ アキラ 東京陸協 AKIRA

11 大駒 宗帥喜 オオコマ カズキ ookoma

12 落合 健太 オチアイ タケヒロ OCHIAI

13 川嶋 洋平 カワシマ ヨウヘイ 坂戸市陸協 YOHEI

14 柳沢 薫 ヤナギサワ カオル 東京陸協 YANAGI

15 谷川 尚希 タニカワ ナオキ TANIKAWA

16 渡邉 伊織 ワタナベ イオリ iori.w

17 深堀 直樹 フカホリ ナオキ nao

18 北崎 翔馬 キタザキ ショウマ SHOMA

19 植草 光遥 ウエクサ コウヨウ HGK

20 武田 竜馬 タケダ リョウマ 日本製鉄　鹿島 RYOMA

21 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ IKEUCHI

22 千田 俊輔 センダ シュンスケ SEN

23 中野 洸介 ナカノ コウスケ さいたま市陸協 KOU

24 斉藤 優大 サイトウ ユウダイ 明大同 Yudai

25 松下 純也 マツシタ ジュンヤ 城西AC JUNYA

26 座間 保成 ザマ ヤスナリ ＪＲ東日本千葉 ZETT

27 McAllister Graham マカリスター グラム 南蛮連合 gmac

28 兼本 柊哉 カネモト シュウヤ 東京陸協 SHUUYA

29 瀬戸 一生 セト イッセイ 藤沢翔陵高校 Seto

30 田中 慧伊 タナカ ケイ 藤沢翔陵高校 Tana

31 松永 大知 マツナガ ダイチ 藤沢翔陵高校 Math

32 長谷川 拓海 ハセガワ タクミ 藤沢翔陵高校 Hase

33 古屋野 海音 コヤノ シオン 藤沢翔陵高校 Koya

34 熊澤 大輝 クマザワ ダイキ 藤沢翔陵高校 Kuma

35 石野 正高 イシノ マサタカ 土気TFC MASA

36 佐々木 拓 ササキ タク T.SASAKI

37 太田 智也 オオタ トモヤ OTA

38 宇佐美 森 ウサミ シン LOUD RUNNERS SHIN

39 一楽 信尚 イチラク ノブヒサ アラスカAC NOBUHISA

40 新井 龍 アライ リョウ 岩原塾 RYO

41

42

43

44

45

① PM 須崎裕也

② PM 加藤拓海



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

5000m　男女9組 スタート時刻 18:24

ペースメーカー：①15分15秒、②15分30秒、⑤15分45秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 手塚 大亮 テヅカ ダイスケ 801ランニングクラブ テジー

2 丸岡 響 マルオカ ヒビク HIBI

3 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ 濃厚とんこつ GBA

4 岩瀬 弘之 イワセ ヒロユキ HIROYUKI

5 Wilberforce Gary ウィルバフォース ガリ 南蛮連合 G-FORCE

6 海津 達也 カイヅ タツヤ KAIZU

7 加藤 優一 カトウ ユウイチ KATO

8 根本 樹 ネモト イツキ ITSUKI

9 刈谷 厚 カリヤ アツシ merry

10 井下田 雄亮 イゲタ ユウスケ 館林クラブ YusuKE

11 小檜山 エミール コビヤマ エミール BNK23 EMIRATES

12 佐藤 怜 サトウ レイ クラブR2東日本 REI

13 松田 和磨 マツダ カズマ Kazuma

14 杉山 悠 スギヤマ ユウ 栃木陸協 Y.S.

15 斎藤 湧歩 サイトウ ユウホ WindRun HRN

16 和田 雄祐 ワダ ユウスケ 無所属 GIRO

17 木村 誠 キムラ マコト Makoto

18 萩原 寛幸 ハギワラ ヒロユキ 藤沢翔陵高校 Hagi

19 花里 駿斗 ハナザト シュント 藤沢翔陵高校 Hana

20 下里 太芽 シモザト タイガ 藤沢翔陵高校 Sumo

21 城田 空斗 シロタ ソラト 藤沢翔陵高校 Siri

22 根本 悠雅 ネモト ユウガ 藤沢翔陵高校 Nami

23 須藤 佑海翔 スドウ ユウト 藤沢翔陵高校 Sudo

24 鎌田 一輝 カマダ カズキ KAMADA

25 田代 照 タシロ テル TERU

26 吉田 匠吾 ヨシダ ショウゴ 東大和トラッククラブ SHOGO

27 植木 健雄 ウエキ タケオ ueki

28 岡北 慎司 オカキタ シンジ SHINJI

29 外山 高広 トヤマ タカヒロ 八王子富士森走友会 TOYAMAX

30 島田 仁 シマダ ジン 羽生市陸協 JIN

31 小川 勝也 オガワ カツヤ カナガワランニングクラブ KOGAWA

32 石川 徹 イシカワ トオル 川越市陸協 vacances

33 上田 星矢 ウエダ セイヤ 東京消防庁 SEIYA

34 難波 海 ナンバ カイ KAI

35 森野 隆盛 モリノ リュウセイ Morino

36 余川 周 ヨカワ シュウ 東京工業大学 YOKAWA

37 大垣 秀介 オオガキ シュウスケ 東京陸協 Ogaki

38 美濃田 拓紀 ミノダ ヒロキ 東京都庁 HIOHIKAHITO

39 堀内 翔太 ホリウチ ショウタ SHOHTA

40 宮本 健矢 ミヤモト ケンヤ MIYAMOTO

41 山口 純平 ヤマグチ ジュンペイ エルドレッソ JP

42 三ツ本 正美 ミツモト マサミ しろくま薬局 MASAMI

43 草野 翔平 クサノ シヨウヘイ SHOHEI

44 田邊 秀斗 タナベ シュウト 東京陸協 SHUTO

45

① PM 辻川諒

② PM 河野孝志

③ 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10組 スタート時刻 18:45

ペースメーカー：①14分20秒、②14分40秒、③15分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 宮崎 暖大 ミヤザキ ハルト 藤沢翔陵高校 Miya

2 辻原 輝 ツジハラ ヒカル 藤沢翔陵高校 Tuji

3 矢後 銀次 ヤゴ ギンジ 藤沢翔陵高校 Yago

4 菅原 潤 スガワラ ジュン 藤沢翔陵高校 Suga

5 中川 晴喜 ナカガワ ハルキ 藤沢翔陵高校 Naka

6 川内 鮮輝 カワウチ ヨシキ Jaybird Jaybird

7 横内 佑太朗 ヨコウチ ユウタロウ ASICS YUTARO

8 荒谷 洋輔 アラタニ ヨウスケ 藤沢翔陵高校 Ara

9 菊池 康介 キクチ コウスケ 藤沢翔陵高校 Kiku

10 細谷 隼斗 ホソヤ ハヤト 藤沢翔陵高校 Hoso

11 稲光 希竜 イナミツ キリュウ 藤沢翔陵高校 Ima

12 今井 凛 イマイ リン 藤沢翔陵高校 Ima

13 矢島 雄平 ヤジマ ユウヘイ サイラス練 YAJIMA

14 浦山 大智 ウラヤマ ダイチ DAICHI

15 三浦 光司 ミウラ コウジ team510 KOUJI

16 大谷 宗平 オオタニ シュウヘイ T-nex Shuu-nex

17 原 昇平 ハラ ショウヘイ SHOHEI

18 横内 悠 ヨコウチ ユウ 東京陸協 YOKO

19 枡川 健太郎 マスカワ ケンタロウ 横浜市陸協 KENTARO

20 牧野 巧 マキノ タクミ makino

21 内田 拓希 ウチダ ヒロキ 小田原NR SHIBA

22 鈴木 遊大 スズキ ユウダイ ADLER Yudai

23 柴田 幸樹 シバタ コウキ 田園クラブ porima

24 平野 慶介 ヒラノ ケイスケ keifarah

25 小川 真誉 オガワ マヨ Mayo

26 星 喬暁 ホシ タカアキ 東京陸連 TH

27 吉野 空 ヨシノ ソラ 竹田ひよこ組 SORA

28 蒲生 晟也 ガモウ セイヤ 明治大学同好会 SEIYA

29 阿由葉 翔太 アユハ ショウタ アムランナー AS

30 武藤 有亮 ムトウ ユウスケ BACK MUTO

31 生井 将人 ナマイ マサト windrun masa

32 飯田 勇希 イイダ ユウキ YUKI

33 大橋 秀星 オオハシ シュウセイ 小平市陸協 Ohashi

34 菱沼 楓 ヒシヌマ カエデ 藤沢翔陵高校 Hishi

35 渡邉 琉翔 ワタナベ リュウショウ 藤沢翔陵高校 Wats

36 三木 良太 ミキ リョウタ 藤沢翔陵高校 Miki

37 佐々木 雄平 ササキ ユウヘイ sasaki

38 濱崎 成平 ハマサキ ナルヘイ 朝霞市陸上協会 NARU

39 斉藤 俊 サイトウ シュン NTT東京 SHUN

40 小林 和弥 コバヤシ カズヤ ＮＴＴ東京 KOBA

41 岡部 耕平 オカベ コウヘイ OKABE

42 山口 純平 ヤマグチ ジュンペイ エルドレッソ JP

43

44

45

① PM 古川大晃 PM 須崎裕也

② PM 加藤拓海

③ PM 辻川諒


