
＜日時＞ 2019年12月8日（日）14時00分～16時30分

＜場所＞ 代々木公園陸上競技場

＜受付＞ 12時45分～競技開始30分前迄 代々木公園陸上競技場 入口

＜競技日程＞
MxKディスタンストライアル（非公認の部）

組 スタート時刻 （現地集合） （受付締切） 出走者
5000m 男女 1組 14:00 13:50 13:30 38名
5000m 男女 2組 14:30 14:20 14:00 39名
5000m 男女 3組 14:55 14:45 14:25 43名

MxKディスタンスチャレンジ（公認の部）
組 スタート時刻 （現地集合） （受付締切） 出走者

5000m 男子 1組 15:20 15:10 14:50 41名
5000m 男子 2組 15:45 15:35 15:15 45名
5000m 男子 3組 16:10 16:00 15:40 46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。また、公認の部は2019年度日本陸上競技連盟
 規則に基づき行います。
・各組若干名、当日エントリーを受け付けますので（番組表の赤色空白箇所）、参加ご希望の
 方は当日会場にお越しいただき、当日受付にて料金（3,000円）をお支払いください。
・ゼッケン（胸・背・腰）および参加賞は受付時に配付します。安全ピンは参加者でお持ちくだ
 さい。腰ゼッケンはパンツの右横に必ずつけてください。
・招集は受付（レース30分前まで）とスタート地点（レース10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、手動計時となります。
・記録証は希望者全員に、記録掲示後に発行します。開催日当日に受付まで申し出てください。
 ※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

種目

第28回 MxKディスタンス プログラム



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00秒、②20分30秒、③21分00秒、④22分00秒、⑤22分30秒

No 氏 名 カナ 所 属 記録
1 乗松 圭太 ノリマツ ケイタ なし 着
2 中島 雄 ナカジマ ユウ なし 着
3 亀井 邦彦 カメイ クニヒコ なし 着
4 岡本 慧人 オカモト ケイト なし 着
5 浅井 秀治 アサイ ヒデハル なし 着
6 足立 俊宏 アダチ トシヒロ なし 着
7 大槻 知史 オオツキ サトシ なし 着
8 布川 哲也 フカワ テツヤ なし 着
9 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ なし 着
10 関 祐一 セキ ユウイチ なし 着
11 田口 英明 タグチ ヒデアキ なし 着
12 遠藤 雅広 エンドウ マサヒロ なし 着
13 小川 貴宏 オガワ タカヒロ なし 着
14 坂本 浩充 サカモト ヒロミツ なし 着
15 岡崎 園子 オカザキ ソノコ なし 着
16 庄田 真人 ショウダ マサト なし 着
17 曽我 智則 ソガ トモノリ なし 着
18 吉田 周 ヨシダ シュウ なし 着
19 横川 美沙 ヨコカワ ミサ TeamM×K 着
20 石井 明夫 イシイ アキオ 樂走組 着
21 森 正行 モリ マサユキ なし 着
22 木塚 宣明 キヅカ ノブアキ 太田走友会 着
23 石原 博之 イシハラ ヒロユキ なし 着
24 黒部 健 クロベ ケン クラブR2東日本 着
25 渡邊 浩太 ワタナベ コウタ なし 着
26 市川 博明 イチカワ ヒロアキ なし 着
27 中山 拓也 ナカヤマ タクヤ なし 着
28 倉田 靖士 クラタ ヤスシ なし 着
29 後藤 信雄 ゴトウ ノブオ なし 着
30 岩村 直美 イワムラ ナオミ なし 着
31 関 洋一郎 セキ ヨウイチロウ なし 着
32 大橋 麗子 オオハシ レイコ なし 着
33 田中 豪 タナカ ゴウ なし 着
34 中村 鋼 ナカムラ コウ 東京陸協 着
35 山岸 欣也 ヤマギシ キンヤ なし 着
36 鈴木 雅勝 スズキ マサカツ なし 着
37 藤井 宗孝 フジイ ムネタカ なし 着
38 松谷 祐輔 マツタニ ユウスケ なし 着
39 着
40 着
- 緑川 優 ミドリカワ ユウ 栃木陸協 20分00秒0 着
- ⾧江 隆行 ナガエ タカユキ SWAC 20分30秒0 着
- 河合 謙一 カワイ ケンイチ 東京陸協 21分00秒0 着
- 中山 晃一 ナカヤマ コウイチ TeamMxK 22分00秒0 着
- 橘 明徳 タチバナ アキノリ TeamMxK 22分30秒0 着

着順



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 14:30

ペースメーカー:①18分20秒、②18分45秒、③19分10秒、④19分30秒
No 氏 名 カナ 所 属 記録
1 阿部 克臣 アベ カツオミ うさおＲＣ 着
2 松田 文貴 マツダ フミタカ なし 着
3 冨内 達矢 トミウチ タツヤ なし 着
4 原田 貴正 ハラダ タカマサ なし 着
5 山口 幹哉 ヤマグチ ミキヤ なし 着
6 小坂 太輔 コサカ タイスケ 多摩川サブ３ 着
7 加藤 順一 カトウ ジュンイチ なし 着
8 渡邉 優佳 ワタナベ ユカ なし 着
9 北川 悟 キタガワ サトル なし 着
10 富澤 薫 トミザワ カオル 台湾好吃放浪記 着
11 瀬尾 康二 セオ コウジ 例の唐揚げ定食 着
12 荒井 寛太 アライ カンタ 横浜市陸協 着
13 相澤 良幸 アイザワ ヨシユキ なし 着
14 折原 正明 オリハラ マサアキ CR2東日本 着
15 樋口 拓也 ヒグチ タクヤ なし 着
16 上澤 一浩 ウエサワ カズヒロ なし 着
17 青海 理人 アオウミ マサト Go up! 着
18 林 正仁 ハヤシ マサヒト なし 着
19 梅田 進也 ウメダ シンヤ なし 着
20 八木 敏英 ヤギ トシヒデ Team RxL＋ 着
21 西山 和博 ニシヤマ カズヒロ なし 着
22 庄司 桃太朗 ショウジ モモタロウ なし 着
23 山崎 加央里 ヤマザキ カオリ なし 着
24 薄隅 直人 ウスズミ ナオト なし 着
25 田村 友和 タムラ トモカズ 東京陸協 着
26 吉村 孝喜 ヨシムラ コウキ なし 着
27 森岡 大典 モリオカ ダイスケ 東京陸協 着
28 藤岡 英二 フジオカ ヒデジ なし 着
29 河野 純平 カワノ ジュンペイ 島本プロジェクト 着
30 Vivien Vandaele ヴィヴィアン ヴァンダル東京大学 着
31 櫻井 芳夫 サクライ ヨシオ 富山県庁 着
32 布施 望 フセ ノゾム なし 着
33 近藤 万雅 コンドウ カズマサ なし 着
34 小田 吉哉 オダ ヨシヤ なし 着
35 馬詰 義明 ウマヅメ ヨシアキ TeamMxK 着
36 森井 保次 モリイ ヤスツグ SWAC 着
37 伊賀 正志 イガ マサユキ なし 着
38 井上 宜久 イノウエ ノリヒサ TeamM×K 着
39 萩野谷 賢太 ハギノヤ ケンタ なし 着
40 着
41 着
42 着
43 着
44 着
45 着
- ⾧江 隆行 ナガエ タカユキ SWAC 18分20秒0
- 河合 謙一 カワイ ケンイチ 東京陸協 18分45秒0
- 中山 晃一 ナカヤマ コウイチ TeamMxK 19分10秒0
- 橘 明徳 タチバナ アキノリ TeamMxK 19分30秒0

着順



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 14:55

ペースメーカー:①16分30秒、②17分00秒、③17分30秒、④18分00秒
No 氏 名 カナ 所 属 記録
1 西城 舜亮 サイジョウ シュンスケ なし 着
2 安部 嘉葵 アベ ヨシキ なし 着
3 大久保 弘治郎 オオクボ コウジロウ なし 着
4 着
5 内藤 研太郎 ナイトウ ケンタロウ なし 着
6 杉本 孝公 スギモト タカマサ なし 着
7 芳澤 卓矢 ヨシザワ タクヤ なし 着
8 北村 政貴 キタムラ マサキ なし 着
9 嶌田 洸一 シマダ コウイチ なし 着
10 今野 洋志 コンノ ヒロシ くまごろう 着
11 森田 洋平 モリタ ヨウヘイ 明帝AC 着
12 鎌仲 竜樹 カマナカ リュウキ 上伊那郡陸協 着
13 光畑 一樹 ミツハタ カズキ なし 着
14 竹内 渉 タケウチ ワタル まっぷるRC 着
15 橋本 隆正 ハシモト タカマサ つじかぜＡＣ 着
16 今野 豪 コンノ タケル なし 着
17 八木 慶太 ヤギ ケイタ なし 着
18 小山 拓巳 コヤマ タクミ なし 着
19 白石 貢一 シライシ コウイチ なし 着
20 吉田 直史 ヨシダ ナオフミ なし 着
21 秦 一馬 ハタ カズマ なし 着
22 小松 洋 コマツ ヒロシ なし 着
23 板倉 和輝 イタクラ カズキ なし 着
24 中野 喜文 ナカノ ヨシフミ なし 着
25 梶田 進一郎 カジタ シンイチロウ FJRC 着
26 吉村 健一郎 ヨシムラ ケンイチロウ なし 着
27 喜多川 学 キタガワ マナブ なし 着
28 佐伯 智 サエキ サトシ なし 着
29 木村 康之 キムラ ヤスユキ ＴｅａｍＭｘＫ 着
30 戸村 健 トムラ ケン なし 着
31 西井 祐人 ニシイ ユウト GRlab 着
32 藤野 岳春 フジノ タケハル なし 着
33 返町 祐太郎 ソリマチ ユウタロウ ハンガーノック 着
34 梅田 卓資 ウメダ タクジ Team M×K 着
35 藤上 翔 フジカミ ショウ RRT 着
36 鳥越 章良 トリゴエ アキラ なし 着
37 鷹觜 勇宜 タカノハシ ユウキ 旧今市市民会 着
38 小林 博通 コバヤシ ヒロミチ なし 着
39 浮津 康宏 ウキツ ヤスヒロ なし 着
40 齋木 進 サイキ ススム CHIBA RUNNERS.m 着
41 小松 雄大 コマツ ユウダイ なし 着
42 秋山 信行 アキヤマ ノブユキ NINE TOCHIGI TC 着
43 柴田 大樹 シバタ ヒロキ なし 着
44 小池 健仁 コイケ ケンジ なし 着
45 着
- 緑川 優 ミドリカワ ユウ 栃木陸協 16分30秒0 着
- 須崎 裕也 スザキ ユウヤ 川崎市役所 17分00秒0 着
- 岡本 拓也 オカモト タクヤ 横浜市陸協 17分30秒0 着
- 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 千葉陸協 18分00秒0 着

着順



MxKディスタンスチャレンジ （公認の部）
5000m 男子1組 スタート時刻 15:20

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 登録陸協 記録
1 近野 大樹 コンノ ヒロキ クラブR2東北 宮城県 着
2 北郷 快 キタゴウ カイ 光明相模原高校 神奈川県 着
3 堤 健至 ツツミ タケシ T・T－ＡＣ 東京都 着
4 藤曲 夏樹 フジマガリ ナツキ 東京都庁 東京都 着
5 渡邉 忠幸 ワタナベ タダユキ 上州アスリートクラブ 群馬県 着
6 木幡 真人 コハタ マサト 東京陸協 東京都 着
7 都筑 隆幹 ツヅキ タカトシ 東海大相模 神奈川県 着
8 後町 蒼汰 ゴチョウ ソウタ 岩倉 東京都 着
9 後藤 大樹 ゴトウ ダイキ WindRun 東京都 着
10 高橋 優太 タカハシ ユウタ 東京理科大 東京都 着
11 齋藤 堪汰 サイトウ カンタ 島本プロジェクト 東京都 着
12 多賀 ⾧門 タガ ナガト 島本プロジェクト 東京都 着
13 佐藤 大宇 サトウ ダイウ 島本プロジェクト 東京都 着
14 宮腰 悠羽 ミヤコシ ユウ クラブR2東日本 東京都 着
15 齋藤 房喜 サイトウ フサヨシ T・T－Athlete Club 東京都 着
16 中島 圭一 ナカシマ ケイイチ 福岡陸協 福岡県 着
17 坂本 達哉 サカモト タツヤ 東京陸協 東京都 着
18 南野 純一 ミナミノ ジュンイチ ＪＲ東日本千葉 千葉県 着
19 鈴木 伸太朗 スズキ シンタロウ 東京陸協 東京都 着
20 笠谷 駿介 カサヤ シュンスケ 鎌倉市陸協 神奈川県 着
21 澤 信吾 サワ シンゴ クラブR2東日本 東京都 着
22 増子 亘輝 マシコ コウキ クラブr2東日本 東京都 着
23 伊勢 拓哉 イセ タクヤ 東京理科大学 東京都 着
24 新田 魁洲 ニッタ カイシュウ 東京陸協 東京都 着
25 大塚 晴貴 オオツカ ハルキ 埼玉陸協 埼玉県 着
26 林 洋輔 ハヤシ ヨウスケ 神奈川マスターズ 神奈川県 着
27 大友 圭介 オオトモ ケイスケ 東京陸協 東京都 着
28 越智 大介 オチ ダイスケ 横浜市陸協 神奈川県 着
29 黒部 剛 クロベ ツヨシ 横浜陸協 神奈川県 着
30 藤木 新也 フジキ シンヤ 東京陸協 東京都 着
31 鈴木 裕之 スズキ ヒロユキ 東京陸協 東京都 着
32 本郷 孝知 ホンゴウ タカアキ Team MxK 東京都 着
33 石田 克成 イシダ カツナリ 陸上競技多摩川クラブ 東京都 着
34 酒井 春太 サカイ シュンタ 法政高校 東京都 着
35 隅内 虎太郎 スミウチ コタロウ 法政大学高等学校 東京都 着
36 柚木 健吾 ユノキ ケンゴ 千葉陸協 千葉県 着
37 村井 誠 ムライ マコト ポポロＡＣ 東京都 着
38 井下 裕貴 イノシタ ユウキ 川越市陸協 埼玉県 16分30秒0 着
39 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 東京都 16分45秒0 着
40 武藤 真弘 ムトウ マサヒロ 東京陸協 東京都 着
41 河野 孝志 コウノ タカシ 東京陸協 東京都 17分00秒0 着
42 着
43 着
44 着
45 着

着順



MxKディスタンスチャレンジ （公認の部）
5000m 男子2組 スタート時刻 15:45

ペースメーカー:①15分30秒、③15分50秒、④16分10秒

No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録
1 中島 康平 ナカジマ コウヘイ 茨城大学 青森県 着
2 井下田 雄亮 イゲタ ユウスケ 館林クラブ 群馬県 着
3 森田 拡希 モリタ ヒロキ 東京医科大学 東京都 着
4 佐藤 壮 サトウ タケシ 東京消防庁 東京都 着

※ 5 菅野 拓郎 スガノ タクロウ 宮城陸協 宮城県 着
6 糸洲 弘 イトス ヒロシ 東京理科大学 神奈川県 着
7 丸岡 響 マルオカ ヒビク 東京陸協 東京都 着
8 加藤 達大 カトウ タツヒロ 東京陸協 東京都 着
9 田村 亮 タムラ リョウ 上州アスリートクラブ 群馬県 着
10 山崎 佑太郎 ヤマザキ ユウタロウ 中野市陸協 ⾧野県 着
11 小石原 燃 コイシハラ モユル 東京国際大学RC 埼玉県 着
12 大橋 陽 オオハシ ヨウ NO-BORDER 栃木県 着
13 畠中 勝己 ハタナカ カツミ 東京陸協 東京都 着
14 坂本 貴亮 サカモト タカアキ 坂本塾 東京都 着
15 永井 竜也 ナガイ タツヤ 東京から陸上競技協会 東京都 着
16 二宮 大樹 ニノミヤ タイキ 慶應義塾湘南藤沢 神奈川県 着
17 鷹觜 厚宜 タカノハシ アツキ 埼玉陸上競技協会 埼玉県 着
18 染野 拓也 ソメノ タクヤ GAZELLE 千葉県 着
19 村川 雄一 ムラカワ ユウイチ 東京陸協 東京都 着
20 林 友彰 ハヤシ トモアキ 川崎市陸上競技協会 神奈川県 着
21 和田 尉吹 ワダ イブキ 東京 東京都 着
22 山中 優 ヤマナカ ユウ 一橋大学 東京都 着
23 伊熊 岳大 イグマ タケヒロ 伊熊岳大 千葉県 着
24 佐藤 仰 サトウ コウ 一橋大学 埼玉県 着
25 新出 航平 シンデ コウヘイ 石川陸協 石川県 着
26 舩越 悠介 フナコシ ユウスケ 東京陸協 東京都 着
27 座間 保成 ザマ ヤスナリ ＪＲ東日本千葉 千葉県 着
28 宮川 研悟 ミヤガワ ケンゴ クラブR2東日本 東京都 着
29 諸石 光聖 モロイシ コウセイ 座間市陸協 神奈川県 着
30 伊與田 和希 イヨダ カズキ 早稲田大学陸上競技同好会 神奈川県 着
31 小川 悠太郎 オガワ ユウタロウ 東京理科大学 東京都 着
32 射場本 綾 イバモト リョウ 東京都 神奈川県 着
33 犬童 太一 イヌドウ タイチ 東京陸協 東京都 着
34 加藤 隆太 カトウ リュウタ 大和市陸協 神奈川県 着
35 瀧野 幹拡 タキノ ミキヒロ DAC(筑駒高) 東京都 着
36 落合 健太 オチアイ タケヒロ 板橋区陸協 東京都 着
37 須藤 剛 スドウ ツヨシ WindRun 東京都 着
38 須崎 裕也 スザキ ユウヤ 川崎市役所 神奈川県 15分30秒0 着
39 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 東京都 15分50秒0 着
40 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 日税ビジネス 東京都 16分10秒0 着
41 澤田 英明 サワダ ヒデアキ 富山陸協 富山県 着
42 横山 秋廣 ヨコヤマ トキオ 千葉陸協 千葉県 着
43 斉藤 和輝 サイトウ カズキ 東京都庁 東京都 着
44 吉平 拓也 ヨシヒラ タクヤ クラブR2東日本 東京都 着
45 着
46 児玉 雄介 コダマ ユウスケ 朝霞市陸協 埼玉県 着

着順



MxKディスタンスチャレンジ （公認の部）
5000m 男子3組 スタート時刻 16:10

ペースメーカー(最低3000m迄):①8分45秒、②8分52秒、③9分00秒、④9分09秒

No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録
1 桃澤 大祐 モモザワ ダイスケ サン工業 ⾧野県 着
2 川内 鮮輝 カワウチ ヨシキ Jaybird 埼玉県 着
3 岸本 琉生弥 キシモト ルキヤ 東海大相模 神奈川県 着
4 田谷 峻平 タガヤ シュンペイ 大東文化大学陸上同好会 埼玉県 着
5 小橋 新 コバシ アラタ 桜美林大学 岩手県 着
6 有村 誠太朗 アリムラ セイタロウ 千葉陸協 千葉県 着
7 宇佐美 亮児 ウサミ リョウジ 横浜国立大学 神奈川県 着
8 布谷 基 ヌノヤ モトイ 岩手陸協 岩手県 着
9 武藤 麗市 ムトウ レイイチ 群馬陸協 群馬県 着
10 日高 玄 ヒダカ ゲン 明治大学陸上競技同好会 神奈川県 着
11 松田 将大 マツダ マサヒロ 東北大学学友会陸上競技部 宮城県 着
12 三宅 翔太 ミヤケ ショウタ 秦野市役所 神奈川県 着

※ 13 木村 大地 キムラ ダイチ 宮城陸協 宮城県 着
14 栗山 一輝 クリヤマ カズキ 東京大学 愛媛県 着
15 柚木 友哉 ユノキ ユウヤ 東北大学 岡山県 着
16 加藤 幸一郎 カトウ コウイチロウ 神奈川県陸協 神奈川県 着
17 野村 晏聖 ノムラ アンセイ 東海大学付属相模高等学校 神奈川県 着
18 田島 光紀 タジマ コウキ ＷｉｎｄＲｕｎ 東京都 着
19 岡部 純 オカベ ジュン 首都大 神奈川県 着
20 瀬川 京祐 セガワ ケイスケ 横浜国立大学 埼玉県 着
21 蛭田 哲平 ヒルタ テッペイ 法政大学第二 神奈川県 着
22 岩瀬 弘之 イワセ ヒロユキ ＳＷＡＣ 東京都 着
23 大和久 貴裕 オオワク タカヒロ 東日本旅客鉄道千葉 千葉県 着
24 坂上 佳也 サカガミ ヨシヤ 千葉陸協 千葉県 着
25 永見 聡一朗 ナガミ ソウイチロウ 東京陸協 東京都 着
26 南雲 信之介 ナンクモ シンノスケ 東京陸協 東京都 着
27 犬童 啓太 イヌドウ ケイタ 千曲陸協 ⾧野県 着
28 宇津木 亮 ウツキ リョウ 東京陸協 東京都 着
29 松本 啓明 マツモト ヒロアキ 北里大学 群馬県 着
30 猪瀬 祐輔 イノセ ユウスケ 吉本クリエイティブエージェンシー 栃木県 着
31 松川 隼也 マツカワ トシヤ 東京陸協 東京都 着
32 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 着
33 能見 隆弘 ノウミ タカヒロ NINE TOCHIGI TC 栃木県 着
34 岡本 賢太 オカモト ケンタ 早大同 東京都 着
35 緑川 優 ミドリカワ ユウ 栃木陸協 栃木県 着
36 岡本 拓也 オカモト タクヤ 横浜市陸協 神奈川県 9分09秒0 着
37 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 千葉陸協 千葉県 8分45秒0 着
38 井下 裕貴 イノシタ ユウキ 川越市陸協 埼玉県 8分52秒5 着
39 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 東京都 着
40 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 日税ビジネス 東京都 着
41 河野 孝志 コウノ タカシ 東京陸協 東京都 9分00秒0 着
42 藤田 稜平 フジタ リョウヘイ 明治大学陸上競技同好会 神奈川県 着
43 枡川 健太郎 マスカワ ケンタロウ 横浜国立大学 神奈川県 着
44 野呂 光希 ノロ コウキ 三重陸協 三重県 着
45 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ 芦屋市陸協 兵庫県 着
46 児玉 雄介 コダマ ユウスケ 朝霞市陸協 埼玉県 着

着順


