
日時: 2022年12月10日（土）13時45分～16時05分
場所: 青葉の森スポーツプラザ陸上競技場
＜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

400m 小・中学 1組 13:45 12:30 13:25 13:40 4名
1000m 男女 1組 13:50 12:35 13:30 13:45 13名
1000m 男女 2組 14:00 12:45 13:40 13:55 10名
3000m 男女 1組 14:10 12:55 13:50 14:05 22名
3000m 男女 2組 14:30 13:15 14:10 14:25 27名
5000m 男女 1組 14:50 13:35 14:30 14:45 23名
5000m 男女 2組 15:20 14:05 15:00 15:15 25名
5000m 男女 3組 15:45 14:30 15:25 15:40 34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。
・特別に当日エントリー枠（全体で10名、参加費学生2,000円、一般3,000円）をご用意します。
 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＞
　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58回MxKディスタンストライアル（陸連非公認大会）



MxKディスタンストライアル（非公認の部）
小・中学生向け400m スタート時刻 13:45
1組目
No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 加藤 悠真 カトウ ユウマ YUMA
2 加藤 拓真 カトウ タクマ TAKUMA
3 宮負 秀侑 ミヤオイ シュウ Shu
4 高橋 優輔 タカハシ ユウスケ YUSUKE
5
6
7
8
9
10



MxKディスタンストライアル（非公認の部）
1000m 男女1組 スタート時刻 13:50

ペースメーカー:①3分10秒、②3分20秒、③3分30秒、④3分50秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 田村 武 タムラ タケ STJ
2 田村 順一 タムラ ジュンイチ ONE TOKYO RC TAMUJUN
3 牛之濵 杏美 ウシノハマ アズミ 木更津総合高校 AZU chan
4 東條 友哉 トウジョウ ユウヤ YUYA
5 山田 浩太郎 ヤマダ コウタロウ Ｋ
6 魚地 若菜 ウオチ ワカナ フジエクラブ WAKANA
7 半谷 謙寿 ハンガイ ケンジュ ハリアーズ ＨＧＲ
8 加藤 真奈 カトウ マナ MANA
9 仙場 雄太 センバ ユウタ YUTA
10 西崎 夏芽 ニシザキ ナツメ NATSUME
11 山田 志乃 ヤマダ シノ Ｓ
12 魚地 優之介 ウオチ ユウノスケ フジエクラブ YUNOSUKE
13 中村 哲二 ナカムラ テツジ ランニングデポ TETSU
14
15
16
17

PM1 たむじょー
PM2 清崎 佑
PM3 中野 蒼塁
PM4 堀越 美菜



MxKディスタンストライアル（非公認の部）
1000m 男女2組 スタート時刻 14:00

ペースメーカー:①2分30秒、②2分40秒、③2分50秒、④3分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 牧野 巧 マキノ タクミ SKY RISE MAKINO
2 津根 佑至 ツネ ユウジ 東京情報大学 Yu-kun
3 坪地 宏嘉 ツボチ ヒロヨシ TGT HT
4 石塚 尚志 イシヅカ ナオシ ISHIZUKA
5 熊谷 翼 クマガイ ツバサ 川越市陸協 Tsubasa
6 小林 淳一 コバヤシ ジュンイチ KOBA
7 中田 康一 ナカダ コウイチ KOUICHI
8 鈴木 陽一 スズキ ヨウイチ 土気TFC SUZUKI
9 中島 福尚 ナカジマ フクヒサ 土気TFC fukuhisa
10 岡本 彩稀 オカモト サキ 清和大学 SAPI
11
12
13
14
15

PM1 たむじょー
PM2 清崎 佑
PM3 中野 蒼塁
PM4 須崎 裕也



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 14:10
ペースメーカー:①10分00秒、②10分30秒、③11分00秒、④12分00秒、⑤13分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 ⾧谷川 智宏 ハセガワ トモヒロ KAEDE
2 中島 福尚 ナカジマ フクヒサ 土気TFC fukuhisa
3 櫻井 翔 サクライ ショウ 桐光学園 sho
4 塚田 武士 ツカダ タケシ れもねーど
5 瀬間 竜太郎 セマ リュウタロウ Ryutaro.S
6 田中 拓海 タナカ タクミ 船橋市立若松中学校 TAKUMI
7 木内 武志 キウチ タケシ ＮＲ柏 KIUCCHI
8 斉藤 篤朗 サイトウ アツロウ ATSUROH
9 清水 修 シミズ オサム 松岡水産 OSAMU
10 當眞 嗣琉 トウマ シリュウ 船橋市立若松中学校 SHIRYU
11 山平 祐寿 ヤマヒラ マサトシ YAMAHIRA
12 山内 雄喜 ヤマウチ ユウキ やまちょげ
13 福田 和史 フクダ カズシ KAZU
14 本田 牧子 ホンダ マキコ まるお製作所RC kuma
15 森 日菜子 モリ ヒナコ 木更津総合高校 PiPi
16 清水 彬人 シミズ アキヒト Project-i SHIMIZU
17 伊藤 健一 イトウ ケンイチ 　KENICHI
18 魚尾 英生 ウオオ ヒデキ HIDE
19 大和 貴弘 ヤマト タカヒロ 大和栗園 yamato
20 杉本 広美 スギモト ヒロミ HIRO
21 野村 真由 ノムラ マユ MAYU
22 大森 耕志 オオモリ コウジ タウラン MoriZoo
23
24
25
26

PM1 たむじょー
PM2 清崎 佑
PM3 中野 蒼塁
PM4 須崎 裕也
PM5 堀越 美菜



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 14:30

ペースメーカー:①8分45秒、②9分00秒、③9分30秒、④9分45秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 玉澤 良太 タマザワ リョウタ TAMA
2 有村 誠太朗 アリムラ セイタロウ seita
3 齋藤 俊平太 サイトウ シュンペイタ 玄海田公園RC PEITA
4 入江 龍成 イリエ リュウセイ RYUSEI
5 濱中 大河 ハマナカ タイガ hoge hamachi
6 八本 直季 ヤモト ナオキ 土気TFC Yamo
7 新開 嶺 シンカイ レイ GRowingMAN関東 REI
8 椎名 敦也 シイナ アツヤ 船橋市役所 Atsuya
9 中谷 瑛祐 ナカタニ エイスケ TDMR CHIN
10 大山 宗則 オオヤマ ムネノリ MUNE
11 瀬沼 一成 セヌマ カズナリ kazu
12 新村 隆幸 シンムラ タカユキ Shimmura
13 山内 竜司 ヤマウチ リュウジ YAMAUCHI RYUJI

14 豊嶋 真生 トヨシマ マサキ TOYOSHIMA
15 立松 空 タテマツ ソラ おりえんてぃあ Sora.T
16 金久保 慧 カナクボ サトシ チーバ君愛好家 SATOSHI
17 星宮 一木 ホシミヤ カズキ KAZUKI
18 中野 圭輔 ナカノ ケイスケ NAKANO JPN
19 金子 奏一朗 カネコ ソウイチロウ SOICHIRO
20 三河 孔介 ミカワ コウスケ K
21 木城 大我 キシロ タイガ 東京陸協 TAIGA
22 宮城 克基 ミヤギ カツキ KATSUKI
23 加藤 悠真 カトウ ユウマ YUUMA
24 片山 優史 カタヤマ ユウシ Ambition YUSHI
25 島田 悟 シマダ サトル 千葉県庁 SHIMA
26 島田 仁 シマダ ジン 羽生市陸協 JIN
27 佐藤 史規 サトウ フミアキ FUMIAKI
28

PM1 竹岡 大
PM2 小林 将吾
PM3 伊藤 颯吾
PM4 須崎 裕也



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 14:50
ペースメーカー:①19分00秒、②19分30秒、③20分00秒、④20分30秒、⑤22分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1
2 小竹 涼介 シノ リョウスケ SHINO
3 竹内 将夫 タケウチ マサオ takebo
4 石井 明夫 イシイ アキオ ISHII
5 田頭 郁 タガシラ カオル KAORU
6 飯田 健太郎 イイダ ケンタロウ IIDA
7 杉山 純也 スギヤマ ジュンヤ Jun
8 浦 もみじ ウラ モミジ むぎちゃん応援隊 MOMIJI
9 山 歩未 ヤマ アユミ yama
10 若松 博樹 ワカマツ ヒロキ 千葉マスターズ HIRO
11 菅原 健太郎 スガワラ ケンタロウ SUGA
12 畠山 卓志 ハタケヤマ タカシ TAKASHI
13 中村 祐輔 ナカムラ ユウスケ SCR NAKAMURA
14 島村 啓周 シマムラ ヒロチカ HIROCHIKA
15 蛭田 優一 ヒルタ ユウイチ HIRU
16 魚尾 英生 ウオオ ヒデキ HIDE
17 磯崎 学 イソザキ マナブ ISOZAKI
18 半谷 謙寿 ハンガイ ケンジュ ハリアーズ ＨＧＲ
19 吉岡 和昭 ヨシオカ カズアキ KAZU
20 松田 学 マツダ マナブ MATSUDA
21 小林 健 コバヤシ ケン KEN
22 笠原 篤 カサハラ アツシ Kasahara
23 鈴木 美寿々 スズキ ミスズ MISUZU
24 大和 貴弘 ヤマト タカヒロ 大和栗園 yamato
25
26
27
28
29
30

PM1 中山 晃一
PM2 森田 雄貴
PM3 須崎 裕也
PM4 中野 蒼塁
PM5 風戸 啓希



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 15:20
ペースメーカー:①17分00秒、②17分20秒、③17分50秒、④18分20秒、⑤18分45秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 松尾 祐樹 マツオ ユウキ MTO
2 川井 勉 カワイ ツトム TeamM×K TK
3 今井 希 イマイ ノゾム NOZOMU
4 清水 一希 シミズ カズキ MNRC KAZUKI
5 高橋 靖典 タカハシ ヤスノリ YASUNORI
6 井上 雄太 イノウエ ユウタ YUTA
7 河野 晃一 カワノ コウイチ K
8 葛西 悦星 カサイ エッセイ tokyobayrc Essay
9 中野 喜文 ナカノ ヨシフミ ENNE NAKANO
10 田前 力也 タマエ リキヤ RIKIYA
11 木内 武志 キウチ タケシ ＮＲ柏 KIUCCHI
12 清水 大地 シミズ ダイチ ウィングAC DAI
13 武田 和則 タケダ カズノリ 千葉マスターズ ＴＫＤ
14 倉田 剛 クラタ タケシ TAKESHI
15 小林 淳一 コバヤシ ジュンイチ KOBA
16 坂尾 裕介 サカオ ユウスケ Dグランツ YUSUKE
17 大塚 信司　 オオツカ シンジ SHIN
18 原田 貴正 ハラダ タカマサ TAKAMASA
19 吉元 梓 ヨシモト アズサ ウィングAC AZU
20 西村 隆 ニシムラ リュウ RUNWEB RYU
21 水落 純 ミズオチ ジュン MIZUOCHI
22 高橋 利和 タカハシ トシカズ Toshi
23 佐々木 卓郎 ササキ タクロウ TAKURO
24 神田 千晶 カンダ チアキ GRowing MAN 関東 CHIAKI
25 島田 悟 シマダ サトル 千葉県庁 SHIMA
26
27
28
29
30

PM1 伊藤 颯吾
PM2 小林 将吾
PM3 竹岡 大
PM4 中山 晃一
PM5 森田 雄貴



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 15:45

ペースメーカー:①先頭(14分50秒)、②15分25秒、③15分50秒、④16分15秒、⑤16分40秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 大谷 宗平 オオタニ シュウヘイ ＪＲ東日本千葉 NEX
2 森 健也 モリ ケンヤ みすみ光明堂 BANANA
3 William Beardsley ウィリアム バードスリー BW
4 大竹 将生 オオタケ マサキ OTAKE
5 奥津 大志 オクツ タイシ OKUTSU
6 齋藤 俊平太 サイトウ シュンペイタ 玄海田公園RC PEITA
7 佐藤 憲次 サトウ ケンジ KENJI
8 新山 優雅 ニイヤマ ユウマ YUMA
9 前田 一樹 マエダ カズキ 東京陸協 MAEDA
10 奈良 悠冬 ナラ ユウト 田園クラブ YUTO
11 孫田 礼人 マゴタ アヤト AYATO
12 座間 保成 ザマ ヤスナリ ＪＲ東日本千葉 ZETT
13 松田 和浩 マツダ カズヒロ ランニングデポ HIRO
14 戸塚 透 トツカ トオル TT
15 中村 一太 ナカムラ イチタ ichita
16 中川 恵太 ナカガワ ケイタ Keita
17 片原 照 カタハラ ヒカル DNSクラブ KATAyan
18 井辻 祐太郎 イツジ ユウタロウ DreamGrants Yutaro
19 鈴木 大樹 スズキ ヒロキ HIROKI
20 木幡 沢也 コハタ タクヤ takuya
21 岡部 稜 オカベ リョウ okaben
22 木村 圭佑 キムラ ケイスケ KEISUKE
23 杉山 巧 スギヤマ サトシ クラブR2東日本 SUGI
24 増田 修平 マスダ シュウヘイ 湘南ランタジスタ SYUHEI
25 古城戸 真之 フルキド マサユキ furukido
26 西口 龍之介 ニシグチ リュウノスケ RN
27 増子 亘輝 マシコ コウキ Kouki
28 流 竜一 ナガレ リュウイチ NAGARE
29 亀井 康弘 カメイ ヤスヒロ KAME
30 山口 祐樹 ヤマグチ ユウキ YUKI
31 佐々木 厚太 ササキ コウタ Cossack
32 行場竹彦 ギョウバ タケヒコ 濃厚とんこつ GBA
33 横内悠 ヨコウチ ユウ TRIGGER AC YOKO
34 濱崎成平 ハマサキ ナルヘイ 朝霞市陸競 NARU
35

PM1 森田 雄貴
PM2 竹岡 大
PM3 小林 将吾
PM4 伊藤 颯吾
PM5 風戸 啓希


