
＜日時＞ 2022年12月25日（日）13時20分～16時45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＞

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 13:20 12:30 13:00 13:15 14名
1000m 男女 1組 13:30 12:30 13:10 13:25 15名
1000m 男女 2組 13:38 12:30 13:18 13:33 21名
1000m 男女 3組 13:44 12:30 13:24 13:39 22名
3000m 男女 1組 13:50 12:35 13:30 13:45 29名
3000m 男女 2組 14:06 12:51 13:46 14:01 29名
3000m 男女 3組 14:20 13:05 14:00 14:15 30名
5000m 男女 1組 14:33 13:18 14:13 14:28 37名
5000m 男女 2組 15:00 13:45 14:40 14:55 45名
5000m 男女 3組 15:23 14:08 15:03 15:18 41名
5000m 男女 4組 15:45 14:30 15:25 15:40 44名
5000m 男女 5組 16:07 14:52 15:47 16:02 45名
5000m 男女 6組 16:28 15:13 16:08 16:23 39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10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59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）
ひよこ100m スタート時刻 13:20
1組目　※年少以上
No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 NENE
2 Nonoka
3 IKO
4 KENTA
5 ARATA
6 HALUTA
7 YUKIMI
8 HINATA

2組目　※3歳未満
No 氏　名 カナ 所　属
1 HARUHI
2 Shota
3 IROHA
4 SHINO
5 KAZU
6 YUMA
7
8



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 13:30

ペースメーカー:①3分45秒、②4分00秒、③4分30秒、④5分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 栗本 健一郎 クリモト ケンイチロウ くりけん
2 重松 健由 シゲマツ ケンユウ うたくらぶ UTA
3 小塚 優 コヅカ ユウ 向田小学校　 yuu
4 作田 将輝 サクタ マサキ MASAKI
5 山田 剛士 ヤマダ ツヨシ Ｓ
6 粕谷 貴美 カスヤ ヨシミ YK
7 石原 博之 イシハラ ヒロユキ ひろちゃん
8 市川 圭一 イチカワ ケイイチ チームコスモス BUDOU
9 来栖 瑞稀 クルス ミズキ 千葉こども専門学校 みずき
10 山岡 篤志 ヤマオカ アツシ YAMA
11 原口 風太 ハラグチ フウタ 原口家 FUTA
12 菅野 りく カンノ リク RIKU
13 菅野 さな カンノ サナ SANA
14 池田 昌平 イケダ ショウヘイ fusuma
15 恵良 昂平 エラ コウヘイ KOHEI
16
17
18
19
20
21
22
① PM 森田雄貴
② PM 中野蒼塁
③ PM 横内悠
④ PM 須河宏紀



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 13:38

ペースメーカー:①3分10秒、②3分20秒、③3分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 松本 郷平 マツモト キョウヘイ GRlab関東 Kyohei
2 秋山 貫太 アキヤマ カンタ Kanta
3 原口 信輝 ハラグチ ノブキ 原口家 PAPA
4 青柳 諒 アオヤギ リョウ AOYAGI
5 作田 幸洋 サクタ ユキヒロ SAKU
6 浅井 将尚 アサイ マサナオ MASANAO
7 小林 威司 コバヤシ タケシ BaSRC Koba
8 横田 泰紀 ヨコタ ヤスノリ YASU
9 川本 康司 カワモト コウシ Set project run_koushi
10 前田 健輔 マエダ ケンスケ 平井ランニングクラブ ＨＲＣ
11 日野 颯人 ヒノ ハヤト HAYATO
12 山田 浩太郎 ヤマダ コウタロウ Ｋ
13 有留 貴洋 アリトメ タカヒロ TOME
14 沢田 剛 サワダ ゴウ GO
15
16 加藤 真奈 カトウ マナ MANA
17 辻本 香緒里 ツジモト カオリ 東京陸協 tsujimo
18 池内 匡史 イケウチ マサシ MASASHI
19 吉田 和彦 ヨシダ カズヒコ KAZUHIKO
20 作田 悠樹 サクタ ユウキ YUKI
21 加藤 真緒 カトウ マオ MAO
22 加藤 悠真 カトウ ユウマ YUMA
① PM 中野蒼塁
② PM 横内悠
③ PM 須河宏紀



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）
1000m　男女3組 スタート時刻 13:44

ペースメーカー:①2分37秒、②2分50秒、③3分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 田中 優樹 タナカ ユウキ 城北高校陸上部 YUUKI
2 林 洋輔 ハヤシ ヨウスケ 東京マスターズ yosan
3 関根 大和 セキネ ヤマト ズームフライヤマト

4 坪井 浩一 ツボイ コウイチ K.TSUBOI
5 佐藤 航輔 サトウ コウスケ RUNNING90s\r\nCRAZYBOYZ ADHDGAIKITI
6 鈴木 朝陽 スズキ アサヒ 仙台ニ華高校 ASAHI
7 小塚 希生 コヅカ キイ 足柄台中学校 kii
8 村上 智樹 ムラカミ トモキ 慶大同 TOMOKI
9 半田 健二 ハンダ ケンジ 八王子走ろう会 GOTE
10 村上 智哉 ムラカミ トモヤ NEO MURAKAMI
11 山崎 雄大 ヤマザキ ユウタ 東京陸協 YUTA
12 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト Tori
13 河野 光一 コウノ コウイチ 甲府陸協 KOUICHI
14 山田 啓介 ヤマダ ケイスケ 蕪組織 KONAPO
15 清水 真帆 シミズ マホ サクラサク MAHO
16 石井 規之 イシイ ノリユキ ISHII
17 宮本 直樹 ミヤモト ナオキ ゼロベースランニング NAOKI
18 石毛 瑠樹 イシゲ ルキ 桜美林大 Ruki
19 相原 憲太 アイバラ ケンタ AIBARA
20 小堀 光 コボリ ヒカリ 樂走組 BEER
21 静谷 智泰 シズヤ トモヤス S.T
22 小川 舶斗 オガワ ハクト 黒糖 KARINTO
① PM 森田雄貴
② PM 中野蒼塁
③ PM 横内悠



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 13:50
ペースメーカー:①10分15秒、②10分30秒、③11分00秒、④11分30秒、⑤12分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 作田 幸洋 サクタ ユキヒロ SAKU
2 佐貝 寿春 サガイ トシハル sagai
3 榊原 利紀 サカキバラ トシノリ SAKAKI
4 能勢 陸王 ノセ リクオ NOSE
5 小池 伸昌 コイケ ノブアキ チームＫＡ KOIKE
6 榊原 大樹 サカキバラ ヒロキ 埼玉大井RC Hiro
7 山際 将典 ヤマギワ マサノリ MASA
8 山田 真輝 ヤマダ マサキ masaki
9 児玉 恵一 コダマ ケイイチ 東京都庁 KODAMA
10 鈴木 翔真 スズキ ショウマ syou
11 平賀 恵子 ヒラガ ケイコ 千葉マスターズ HUIZI
12 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ Miyoshi
13 関野 愛里 セキノ アイリ 拓大一高(拓殖大学第一高等学校) airi
14 前田 健輔 マエダ ケンスケ 平井ランニングクラブ ＨＲＣ
15 加藤 仁紀 カトウ キミトシ JINKI
16 小金井 隆 コガネイ タカシ TAKA
17 上田 憲生 ウエダ ノリオ UEDA
18 本田 達也 ホンダ タツヤ HONDA
19 飯田 健太郎 イイダ ケンタロウ IIDA
20 ⾧尾 勝矢 ナガオ カツヤ サウルスジャパン KATSUYA
21 本田 牧子 ホンダ マキコ まるお製作所ＲＣ Kuma
22 足立 俊宏 アダチ トシヒロ TOSHI
23 力徳 正輝 リキトク マサキ Masabon
24 段原 愛子 ダンバラ アコ ako
25 石原 博之 イシハラ ヒロユキ ひろちゃん
26 遠藤 創 エンドウ ハジメ ENDO
27 黒澤 遥介 クロサワ ヨウスケ Yohsuke
28 三枝 雄一郎 サエグサ ユウイチロウ ポップラインRC SaeguSa
29 佐久間 秋生 サクマ アキオ AKIO
30
31
32
33
① PM 須河宏紀
② PM 須崎裕也
③ PM 森田雄貴
④ PM 中野蒼塁
⑤ PM 横内悠



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 14:06

ペースメーカー:①9分30秒、②9分45秒、③10分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 清川 修一朗 キヨカワ シュウイチロウ 宮前平中学校 シュウ
2 高岩 海月 タカイワ カヅキ KAZUKI
3 形部 旭 カタベ アサヒ KATABE
4 世古口 優羽 セコグチ ユウハ yuha
5 大平 誠 オオヒラ マコト MAKOTO
6 三河 孔介 ミカワ コウスケ K
7 金子 奏一朗 カネコ ソウイチロウ SOICHIRO
8 加瀬 凌斗 カセ リョウト 神栖TC RYOTO
9 風間 龍介 カザマ リユウスケ suke
10 新村 隆幸 シンムラ タカユキ Sinnmura
11 伴 卓磨 バン タクマ KERO
12
13 ⿁丸 敢多 オニマル カンタ 宮前平中学校 Onimaru
14 村川 雄一 ムラカワ ユウイチ 阿見AC u1
15 森本 爽太 モリモト ソウタ SOTA
16 原 祐太郎 ハラ ユウタロウ HARA
17 田畑 俊樹 タバタ トシキ TBT PROJECT TBT
18 加藤 優一 カトウ ユウイチ KATO
19 太田 智也 オオタ トモヤ OTA
20 玉置 将法 タマキ マサノリ さいたま市陸協 TAMAKI
21 植田 晴真 ウエダ ハルマ 桐光学園中学校 HARUMA
22 小林 清恭 コバヤシ キヨタカ KIYO
23 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
24 小松 雄大 コマツ ユウダイ KOMATSU
25 杉本 陸 スギモト リク SUGIMOTO
26 行武 秀臣 ユクタケ ヒデオミ チームＫＡ ＨＹ
27 古林 慶翔 フルバヤシ ケイタ KEITA
28 渡辺 竜二 ワタナベ リュウジ WATANABE
29 日野 雄介 ヒノ ユウスケ Yusuke
30 島崎 俊浩 シマザキ トシヒロ みのり整骨院 TOSHI
31
32
33
① PM 須崎裕也
② PM 横内悠
③ PM 中野蒼塁



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 14:20

ペースメーカー:①8分45秒、②9分00秒、③9分15秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 斉藤 雄基 サイトウ ユウキ YUKI
2 尾崎 弘和 オサキ ヒロカズ Hirokazu
3 戸栗 新太 トグリ アラタ 東京都市大学 TOGURI Arata
4 佐藤 達也 サトウ タツヤ TeamMxK TATSUYA
5 刈谷 厚 カリヤ アツシ MERRY
6 千葉 羽成生 チバ ハナウ 川越市陸協 HANAU
7 藤山 智史 フジヤマ サトシ satoshi
8 前野 成輝 マエノ シゲキ MAENO
9 浦霧 誠也 ウラギリ セイヤ URA
10 帶刀 唯 タテワキ ユイ YUI
11 三島 健太 ミシマ ケンタ Mishima
12 都間 輝介 ツマ コウスケ KOSUKE
13 植木 健雄 ウエキ タケオ UEKI
14 鳥居 邦彦 トリイ クニヒコ T-Nex Tori-Nex
15 野原 崚平 ノハラ リョウヘイ リョウヘイ
16 小宮山 昇吾 コミヤマ ショウゴ ニッポンランナーズ Shogo
17 田端 稜希 タバタ イズキ IZUKI
18 小野 惇 オノ スナオ Good LUCK AC ONO
19 三浦 光司 ミウラ コウジ Team510 KOTA
20 渡部 良太 ワタナベ リョウタ ＫＡ NABECCHI
21 岡田 卓磨 オカダ タクマ takuma
22 田村 康徳 タムラ ヤスノリ Y.T
23 坂本 龍一 サカモト リュウイチ SAKAMOTO
24 小原 哲典 オバラ アキノリ OBARA
25 田島 祐介 タジマ ユウスケ tajiii
26 菊地 優志 キクチ ユウジ ABC
27 高橋 徹 タカハシ トオル TORU
28 望月 佐夢 モチヅキ サム TK EUROS SAMU
29 村上 歩 ムラカミ アユム 久世 ムラカミ
30 山口 大河 ヤマグチ タイガ TAIGA
31
32
33
① PM 須河宏紀
② PM 森田雄貴
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1組 スタート時刻 14:33

ペースメーカー:①20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 山崎 耕三 ヤマサキ コウゾウ KOZO
2 新井 祐介 アライ ユウスケ tokojog yusuke
3 田村 瑠紗 タムラ リサ TAMURA
4 川本 康司 カワモト コウシ Set project run_koushi
5 今泉 愛子 イマイズミ アイコ IRF AIKO
6 浜田 規啓 ハマダ ノリヒロ Hamada selassie

7 河野 純平 カワノ ジュンペイ 島本プロジェクト JUNPEI
8 小宮 駿祐 コミヤ シュンスケ SHUNSUKE
9 原田 有毅 ハラダ ユウキ YUKI
10 佐竹 英幸 サタケ ヒデユキ SATAKE
11 徳田 和美 トクダ カズミ TOK
12 高橋 一郎 タカハシ イチロウ ICHIRO
13 大塚 邦幸 オオツカ クニユキ kunny
14 梶谷 治 カジタニ オサム KAJI
15 Ashley Grantham Ashley Grantham Ashley Grantham Ashley G
16 田村 篤史 タムラ アツシ ウルプロ TAMU
17 渋下 賢 シブシタ ケン SHIBU
18 早坂 孝治 ハヤサカ タカハル HAYASAKA
19 石上 聡子 イシガミ サトコ JINGER SATOKO
20 宮越 英幸 ミヤゴシ ヒデユキ HIDE
21 細谷 みゆき ホソヤ ミユキ 松戸21RC MIYUKI
22 横岸澤 広美 ヨコギシザワ ヒロミ 日野自動車 yokogishizawa

23 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル Team RxL Yamazaki
24 石井 正樹 イシイ マサキ ishii
25 清水 孝行 シミズ タカユキ SHIMIZU
26 飯尾 健 イイオ ケン KEN
27 高野 正規 タカノ マサノリ 寺尾誠ゼミナール Masanori
28 石川 涼子 イシカワ リヨウコ RYOKO
29 松本 美里 マツモト ミサト TeamMxK MISATO
30 榎本 眞弓 エノモト マユミ MAYUMI
31 土屋 奈緒 ツチヤ ナオ TSUCHIYA
32 児玉 麻紀 コダマ マキ 東京都庁 MAKI
33 川渕 清吉 カワブチ セイキチ choose to fight saylucky
34 竹内 愛 タケウチ アイ TK EUROS AI
35 會田 舞帆 アイダ マホ MaHo
36 上岡 祐二 カミオカ ユウジ ＹＵＵＪＩ
37 高橋 敏雄 タカハシ トシオ ウルプロ TOSHI
38
39
40
41
42
43
44
45
① PM 河野孝志
② PM 中野蒼塁
③ PM 横内悠
④ PM 須河宏紀
⑤ PM 中山晃一
⑥ 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 15:00

ペースメーカー:①18分40秒、②19分00秒、③19分30秒、④19分50秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 中田 伸吾 ナカタ シンゴ SHIN
2 菊地 直規 キクチ ナオキ チームサクサク NAOKI
3 早川 忠孝 ハヤカワ タダタカ さいたま市陸協 chuu
4 suzuki takashi スズキ タカシ 弥栄 TAKASHI
5 溝呂木 崇也 ミゾロギ タカヤ miz
6 木村 正顯 キムラ マサアキ masaaki
7 種田 達也 タネダ タツヤ まるお製作所RC埼玉支部 TANE
8 大谷 磨耶 オオタニ マヤ 酒RUN MAYA
9 鈴木 遼 スズキ リョウ RYO
10 萩野谷 賢太 ハギノヤ ケンタ HAGI
11 塩見 昌人 シオミ マサト shiomasa
12 大槻 知史 オオツキ サトシ STS
13 酒井 辰哉 サカイ タツヤ 荏田高ＯＢ TATSUYA
14 小田 和奏 オダ カズソウ Kazu
15 岡田 力 オカダ ツトム ＡＳＲＣ 岡ちゃん
16 重松 健由 シゲマツ ケンユウ うたくらぶ UTA
17 佐々木 卓郎 ササキ タクロウ TAKURO
18 ⾧谷田 剛史 ハセダ タケシ 大阪ランナーズ たけ
19 吉野 匠 ヨシノ タクミ YAMCHA
20 柳谷 啓好 ヤナギヤ ヒロヨシ YANAGIYA
21 遊佐 慎 ユサ マコト GMアスリート THOMAS
22 山中 啓司 ヤマナカ ヒロシ OYAKATA
23 財津 史郎 ザイツ フミロウ ZARUSAN
24 渡辺 貴史 ワタナベ タカフミ Takafumi Watanabe

25 池内 匡史 イケウチ マサシ MASASHI
26 重見 尚希 シゲミ ナオキ SHIGE
27 石井 明夫 イシイ アキオ ISHII
28 ⾧ 正浩 チョウ マサヒロ H H
29 大矢 貴祥 オオヤ タカヨシ TAKA
30 田中 達朗 タナカ タツロウ TANAKA
31 飯田 健太郎 イイダ ケンタロウ IIDA
32 福田 和史 フクダ カズシ KAZU
33 池 政志 イケ セイジ 京都マスターズ IKE
34 横川 美沙 ヨコカワ ミサ TeamM×K MISA
35 栗山 哲也 クリヤマ テツヤ TK24
36 鈴木 剛 スズキ タケシ T-Suzuki
37 天野 みなみ アマノ ミナミ Minami
38 田村 友和 タムラ トモカズ 東京マスターズ TAMURA
39 黒瀬 秀樹 クロセ ヒデキ HIDE
40 山崎 彰律 ヤマサキ アキノリ litp
41 小田 恭輔 オダ キョウスケ KYOSUKE
42 伊藤 健一 イトウ ケンイチ ITO KEN
43 黒澤 遥介 クロサワ ヨウスケ Yohsuke
44 佐藤 伸 サトウ シン SHIN
45 金山 拓郎 カナヤマ タクロウ くまクラブ takuro
① PM 河野孝志
② PM 須崎裕也
③ PM 中山晃一
④ 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 15:23

ペースメーカー:①17分45秒、②18分00秒、③18分15秒、④18分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 川西 宏幸 カワニシ ヒロユキ T.Tアスリート Kawanishi
2 菊池 雄太 キクチ ユウタ KIKU
3 北川 悟 キタガワ サトル SATORU
4 濱田 憲和 ハマダ ノリカズ NORI
5 高村 貴子 タカムラ タカコ Takako Takamura

6 藤野 岳春 フジノ タケハル GORI
7 戸間 勇輝 トマ ユウキ 国府津中学校 ユウキ
8 古野 裕一 フルノ ユウイチ YuichiFuruno
9 池田 耕一郎 イケダ コウイチロウ SRC904関西 IKEDA
10 山口 幹哉 ヤマグチ ミキヤ MKY
11 Abbott David Abbott David David Abbott DA
12 井上 正章 イノウエ マサアキ INO
13 永井 隆太 ナガイ リュウタ RIRU
14 喜多川 学 キタガワ マナブ ジャニー
15 名知 哲也 ナチ テツヤ NACHI
16 加藤 倫亜 カトウ リンア ウィングＡＣ Just Catlin
17 西村 隆 ニシムラ リュウ RUNWEB RYU
18 山崎 雄大 ヤマザキ ユウタ 東京陸協 YUTA
19 石井 正吾 イシイ ショウゴ ISHII
20 中島 晃 ナカシマ アキラ nksm
21 Ethan Grantham Ethan Grantham Ethan Grantham Ethan G
22 唐澤 友宏 カラサワ トモヒロ 味の素（株） KARA
23 松本 郷平 マツモト キョウヘイ GRlab関東 Kyohei
24 浅倉 和史 アサクラ カズフミ たまくろ練 KAZUFUMI
25 三枝 秀徳 サイグサ ヒデノリ TGT sanchan
26 桑形 雅臣 クワガタ マサオミ Kuwa
27 小泉 緑 コイズミ ミドリ サウルス神奈川 Mirori3
28 清水 修 シミズ オサム OSAMU
29 佐藤 智明 サトウ トモアキ SATO
30 小甲 将史 コカブ マサシ JOHHOKU CABALLO KKB
31 田口 英明 タグチ ヒデアキ HIDE
32 倉下 直樹 クラシタ ナオキ KURASHITA
33 中山 雅継 ナカヤマ マサツグ 酒RUN NAKA
34
35 松本 真 マツモト マコト 別所沼スマイルRC Matsumoto-M
36 飯島 隆介 イイジマ リュウスケ JM
37 新免 佳幸 シンメン ヨシユキ YOSHI
38 遠藤 創 エンドウ ハジメ ENDO
39 岩元 章二 イワモト ショウジ NEC府中 GANTA
40 松崎 公平 マツザキ コウヘイ 埼玉大井ＲＣ KOHEI
41 狩谷 茂一 カリヤ シゲカズ 酒RUN OSHIGE
42 杉山 健太 スギヤマ ケンタ SUGIYAMA
43
44
45
① PM 河野孝志
② PM 鎌田紘宜
③ PM 竹澤想大
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 15:45

ペースメーカー:①16分40秒、②17分00秒、③17分15秒、④17分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 安達 功 アダチ イサオ TEAM R×L + ISAO
2 八巻 太郎 ヤマキ タロウ TARO
3 湯沢 力斗 ユザワ リキト R.YUZAWA
4 藤上 翔 フジカミ ショウ 庄内RTE SHOW
5 青井 春輝 アオイ ハルキ Aoi
6 増子 亘輝 マシコ コウキ Kouki
7 金野 秀平 コンノ シュウヘイ konno
8 荊沢 貴之 バラサワ タカユキ THY タカちゃん
9 今井 純一 イマイ ジュンイチ IMAI
10 中川 和将 ナカガワ カズマサ KAZUMASA
11 木村 康之 キムラ ヤスユキ TeamMxK KIMURA
12 櫻井 翔 サクライ ショウ 桐光学園 sho
13 小野田 寛 オノダ ヒロシ HIRO
14 土濃塚 渉 トノヅカ ワタル さいたま市陸協 ponozika
15 中野 雅明 ナカノ マサアキ 川崎陸連 masa
16 シダ ヒロアキ シダ ヒロアキ Hiroaki
17 片山 真人 カタヤマ マサト KATAYAN
18 田中 颯汰 タナカ ソウタ 國學院陸上同好会 SONAN
19 田中 勇 タナカ イサム ドリームアシストクラブ イサム
20 井野 寛司 イノ カンジ kanji
21 宮城 克基 ミヤギ カツキ KATSUKI
22 流 竜一 ナガレ リュウイチ NAGARE
23 葛西 亮太 カサイ リョウタ 國學院大學陸上同好会 HYONSU
24 浅川 恵司 アサカワ ケイジ 國學院大学陸上同好会 keiji
25 大槻 順朗 オオツキ カズアキ 凡人ＲＣ OHTSUKI
26 桑野 博輔 クワノ ヒロスケ HIRO
27 小山 清和 コヤマ キヨカズ グッドパッチ Kiyo
28 小永井 心 コナガイ シン 酒RUN KONA
29 鳥山 浩 トリヤマ ヒロシ TORI
30 逸見 諭 ヘンミ サトシ SATOSHI
31 水落 徳哲 ミズオチ ノリアキ ＦＲＣ BIG-MIC
32 成塚 拓真 ナリヅカ タクマ T Narizuka
33 徳山 孝太郎 トクヤマ コウタロウ 佐久市陸協 TOKU
34 福田 雄太 フクダ ユウタ UF
35 高橋 賢 タカハシ サトシ アトミクラブ TAKAHASHI
36 窪田 俊郎 クボタ トシロウ ピッツキューブRC kubota
37 小塚 希生 コヅカ キイ 足柄台中学校 kii
38 小菊 匡 コギク マサシ Masashi
39 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト Tori
40 山崎 省吾 ヤマザキ ショウゴ Yamazaki
41 松浦 寛輝 マツウラ ヒロキ クラブR2東日本 MATSU
42 田端 響希 タバタ ヒビキ HIBIKI
43 大矢 俊輔 オオヤ シュンスケ SHUN
44 菊地 優志 キクチ ユウジ ABC
45
① PM 鎌田紘宜
② PM 齋藤拓也
③ PM 岡野佑輝
④ PM 白頭徹也



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 16:07

ペースメーカー:①16分00秒、②16分15秒、③16分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 浅井 創太 アサイ ソウタ 多摩川クラブ Sota
2 Uk Harrisson ウック ハリソン HARRI
3 沼田 北斗 ヌマタ ホクト HOKUTO
4 前田 大河 マエダ タイガ TAIGA
5 新庄 暖 シンジョウ ダン 東京陸協 エセガキ
6 安部 嘉葵 アベ ヨシキ RSLab ABECHAN
7 石野 正高 イシノ マサタカ 土気TFC ACE
8 川西 淳司 カワニシ ジュンジ NIS
9 坂入 徹彦 サカイリ アキヒコ AKKIIHI
10 吉田 周平 ヨシダ シュウヘイ SHUHEI
11 新井 龍 アライ リョウ RYO
12 森田 大智 モリタ ダイチ さいたま市陸協 daiti
13 杉野 雅哉 スギノ マサヤ 厚木市役所 SUGICHAN
14 鳥居 恒太 トリイ コウタ 南蛮連合 KOTA
15 山崎 純二 ヤマザキ ジュンジ チーム林 Yama
16 木幡 沢也 コハタ タクヤ TAKUYA
17 新田 寛二 ニッタ カンジ kan
18 安部 嘉葵 アベ ヨシキ RSLab ABECHAN
19 麻田 悠馬 アサダ ユウマ INKYA
20 赤澤 省吾 アカザワ ショウゴ SHOGO
21 多賀 ⾧門 タガ ナガト 島本プロジェクト NAGATO
22 齋藤 堪汰 サイトウ カンタ 島本プロジェクト KANTA
23 佐藤 大宇 サトウ ダイウ 島本プロジェクト DAIU
24 小⾧根 広貴 コナガネ ヒロキ HIROKI
25 吉平 拓也 ヨシヒラ タクヤ 東京陸協 KIPPEI
26 新開 嶺 シンカイ レイ タウンランナーズ REI
27 湯沢 力斗 ユザワ リキト R.YUZAWA
28 福永 泰幸 フクナガ ヤスユキ 健ちゃん練 YASU
29 新谷 啓 ニイヤ ハジメ 海老名高校 NIIYA
30 西口 龍之介 ニシグチ リュウノスケ RN
31 小畑 光城 オバタ ミツシロ キジトラ OBATA
32 櫻田 将 サクラダ マサル MCMLXXIV
33 菊池 諒介 キクチ リョウスケ 北上市陸協 RYOSUKE
34 河西 博希 カワニシ ヒロキ Breakthrough Hiropster
35 大森 耕志 オオモリ コウジ タウラン MoriZoo
36 佐々木 拓 ササキ タク TAKU
37 林 健太 ハヤシ ケンタ チームハヤシ HAYASHI
38 中里 洋輔 ナカザト ヨウスケ Yosuke
39 鳥越 健吾 トリゴエ ケンゴ KENGO
40 小堀 光 コボリ ヒカリ 樂走組 BEER
41 櫻井 裕貴 サクライ ユウキ Yuki
42 稲垣 陽平 イナガキ ヨウヘイ 美野里クラブ ＩＮＡ
43 山崎 智裕 ヤマサキ トモヒロ チームneo ヤマサキ
44 河原 大基 カワハラ ダイキ DAI
45 遠藤 隆太 エンドウ リュウタ 千葉陸協 ENDO
① PM 鎌田紘宜
② PM 竹澤想大
③ PM 齋藤拓也



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 16:28

ペースメーカー:①14分45秒、②15分00秒、③15分20秒、④15分45秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名
1 海津 達也 カイヅ タツヤ KAIZU
2 藤原 昂介 フジワラ コウスケ 横浜市陸協 FujiwaRUN
3 横内 佑太朗 ヨコウチ ユウタロウ YOKOUCHI
4 髙橋 雅人 タカハシ マサト 東京陸協 MASATO
5 田代 照 タシロ テル TERU
6 松本 啓明 マツモト ヒロアキ 館林クラブ Makyo
7 難波 海 ナンバ カイ TryAgainRC KAI
8 小川 真誉 オガワ マヨ 東京陸協 Mayo
9 中尾 喜大 ナカオ ヨシヒロ YN
10 進研 太郎 シンケン タロウ ベネッセコーポレーション Taro?
11 島田 仁 シマダ ジン 羽生市陸協 JIN
12 瀬戸 翼 セト ツバサ EEE SETO
13 安田 京介 ヤスダ キョウスケ Y
14 行本 尚史 ユキモト ヒサシ YUKIMOTO
15 佐谷 尚紀 サタニ ナオキ KAKA
16 工藤 康平 クドウ コウヘイ K.KUDO
17 中野 洸介 ナカノ コウスケ さいたま市陸協 Ko
18 佐藤 勝茂 サトウ カツシゲ sato
19 向田 修大 ムコウダ シュウタ 東京工業大学 mukooda
20 手塚 大亮 テヅカ ダイスケ tezuka
21 三浦 光司 ミウラ コウジ Team510 AYUMU
22 佐藤 憲次 サトウ ケンジ KENKEN
23 伊藤 正隆 イトウ マサタカ MASA
24 戸塚 透 トツカ トオル TORU
25 兼本 柊哉 カネモト シュウヤ 東京陸協 SHUYA
26 枝吉 太郎 エダヨシ タロウ さいたま市陸協 Runtarooo
27 山本 敦寛 ヤマモト アツヒロ 國學院大學陸上同好会 Atsuhiro
28 新出 航平 シンデ コウヘイ 石川陸協 KOHEI
29 大城 享吾 オオシロ キョウゴ OSHIRO
30 マカリスター グラム マカリスター グラム 南蛮連合 MCALLISTER
31 湯沢 力斗 ユザワ リキト R.YUZAWA
32 美濃田 拓紀 ミノダ ヒロキ 東京都庁 hiohikahito
33 酒井 優一 サカイ ユウイチ さいたま市陸協 YUICHI
34 風間 健範 カザマ タケノリ 笛吹市陸協 KAZAMA
35 北崎 翔馬 キタザキ ショウマ SHOMA
36 牧野 巧 マキノ タクミ makino
37 堀内 翔太 ホリウチ ショウタ SHOHTA
38 丸尾 擁平 マルオ ヨウヘイ MARU
39 中谷 瑛祐 ナカタニ エイスケ TDMR CHIN
40
41
42
43
44
45
① PM 岡野佑輝
② PM 白頭徹也
③ PM 竹澤想大
④ PM 齋藤拓也


