
＜日時＞ 2021年12月26日（日）14時00分～17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

3000m 男女 1組 14:00 13:00 13:40 13:55 22名

3000m 男女 2組 14:17 13:02 13:57 14:12 34名

3000m 男女 3組 14:31 13:16 14:11 14:26 28名

5000m 男女 1組 14:45 13:30 14:25 14:40 44名

5000m 男女 2組 15:12 13:57 14:52 15:07 40名

5000m 男女 3組 15:36 14:21 15:16 15:31 41名

5000m 男女 4組 16:00 14:45 15:40 15:55 44名

5000m 男女 5組 16:23 15:08 16:03 16:18 45名

5000m 男女 6組 16:45 15:30 16:25 16:40 43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49回 MxKディスタンストライアル（最終版）

http://team-mk.net/mkdc/


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 14:00

ペースメーカー：①10分30秒、②11分00秒、③12分00秒、④12分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 秋山 洋一 アキヤマ ヨウイチ オストアンデル KOMORI

2 浅倉 和史 アサクラ カズフミ たまくろ練 KZ

3 外間 結那 ソトマ ユイナ 矢口中学校 YUINA

4 飯田 健太郎 イイダ ケンタロウ IIDA

5 西村 知也 ニシムラ トモヤ TOMO

6 村田 歩夢 ムラタ アユム AYUMU

7 市川 雅晴 イチカワ マサハル Maccho

8 上岡 基洋 ウエオカ モトヒロ moto

9 加藤 永莉 カトウ エリ さいたま市陸協 Yeltsin

10 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ KISHIDA

11 安西 義則 アンザイ ヨシノリ anpu

12 渡邉 銀平 ワタナベ ギンペイ 所沢市立小手指中学校 GINPEI

13 村松 健 ムラマツ ケン MATSUKEN

14 関根 正之 セキネ マサユキ MASAYUKI

15 東 将優 アズマ マサヒロ 所沢市立小手指中学校 MASA

16 江夏 志門 エナツ シモン SHIMON

17 菅原 勝 スガハラ マサル SUGAHARA

18 池田 龍 イケダ リュウ 矢口中学校 RYU

19 大坪 愛実 オオツボ メグミ さいたま市陸協 Megumi

20 小坂 則子 コサカ ノリコ Noriko

21 上岡 祐二 カミオカ ユウジ フリー YUUJI

22 佐藤 公倫 サトウ コウリン korin
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① PM 三津家貴也

② PM 高橋風成

③ PM 甲斐大貴

④ PM 齋藤拓也



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 14:17

ペースメーカー：①9分45秒、②10分00秒、③10分15秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 小川 哲生 オガワ テツオ 芝中学 TETSU

2 形部 旭 カタベ アサヒ RUN  JO  KAI GS

3 二宮 龍也 ニノミヤ タツヤ TATSUYA

4 岩本 咲 イワモト サク 所沢市立小手指中学校 SAKU

5 亀卦川 充 キケガワ ミツル 所沢市立小手指中学校 MITSURU

6 坂本 力哉 サカモト リキヤ S,R

7 小塚 希生 コヅカ キヨイ 足柄台中 kiyoi

8 渡辺 竜二 ワタナベ リュウジ WATANABE

9 三浦 敦 ミウラ アツシ オレンジミウラ オレンジミウラ

10 片桐 雄一郎 カタギリ ユウイチロウ KATAGIRI

11 宮崎 太郎 ミヤザキ タロウ BEAT AC TOKYO TARO

12 飯田 陽生 イイダ ヨウ BEAT AC TOKYO YO

13 佐々木 大輔 ササキ ダイスケ ソンナバナナ Dai

14 榊原 大樹 サカキバラ ヒロキ 埼玉大井RC Hiro

15 小野田 寛 オノダ ヒロシ HIRO

16 金子 奏一朗 カネコ ソウイチロウ SOICHIRO

17 岡崎 裕二郎 オカザキ ユウジロウ YU

18 上浦 旭陽 カミウラ アサヒ 所沢市立小手指中学校 ASAHI

19 𠮷川 幸輝 ヨシカワ コウキ 所沢市立小手指中学校 KOKI

20 金原 怜司 キンバラ リョウジ KM4 RYO

21 行武 秀臣 ユクタケ ヒデオミ KA H・Y

22 金子 奏一朗 カネコ ソウイチロウ SOICHIRO

23 黒澤 遥介 クロサワ ヨウスケ Yohsuke

24 吉田 昂司 ヨシダ コウジ kohji

25 三浦 周 ミウラ アマネ MIURA

26 本多 世史三 ホンダ ヨシミ ﾌｼﾞｼﾛ yudasato

27 丸尾 擁平 マルオ ヨウヘイ MARU

28 金野 秀平 コンノ シュウヘイ Konno

29 山口 颯太 ヤマグチ ソウタ 所沢市立小手指中学校 SOTA

30 鈴木 友也 スズキ トモヤ フジシロ KATSUO

31 原 祐太郎 ハラ ユウタロウ HARA

32 甘利 光翼 アマリ ヒロト さいたま市陸協 Hiroto

33 谷口 智紀 タニグチ サトキ TANIGUCHI

34 笠谷 駿介 カサヤ シュンスケ MGRC SHUN

35

① PM 高橋風成

② PM 甲斐大貴

③ PM 齋藤拓也



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 14:31

ペースメーカー：①8分45秒、②9分00秒、③9分15秒、④9分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 横内 悠 ヨコウチ ユウ ABCR-RC YOKO

2 武藤 有亮 ムトウ ユウスケ BACK MUTO

3 松ヶ野 毅 マツガノ タケル 埼玉陸協 MATSUGANO

4 斉藤 雄基 サイトウ ユウキ さいたま市陸協 Yuki

5 向後 功一朗 コウゴ コウイチロウ KK

6 小國 利玖汰 オグニ リクタ KM4 RCT

7 鈴木 護弘 スズキ モリヒロ SUZUKI

8 小原 哲典 オバラ アキノリ 戸田陸協 OBARA

9 内田 拓希 ウチダ ヒロキ 小田原NR SHIBA

10 岡田 昌平 オカダ ショウヘイ さいたま市陸協 ShowHEY

11 手塚 大亮 テヅカ ダイスケ テジー

12 鳥居 邦彦 トリイ クニヒコ T-NEX Tori-Nex

13 氏原 健介 ウジハラ ケンスケ さいたま市陸協 knsk

14 中野 洸介 ナカノ コウスケ さいたま市陸協 NAKANO

15 渡部 良太 ワタナベ リョウタ ＫＡ NABE

16 小畑 光城 オバタ ミツシロ まるおRC ＯBAT?

17 小坂 高史 コサカ タカシ kosaka

18 中水 佑 ナカミズ ユウ フジシロ YU

19 高橋 徹 タカハシ トオル KA T-TAKAHASHI

20 永田 理貴 ナガタ リキ 京都陸協 RIKI

21 本長谷 好富 モトハセ ヨシトミ 東京陸協 YOSHI

22 加瀬 凌斗 カセ リョウト 日本製鉄 KASE

23 内田 知希 ウチダ トモキ 小田原NR Tomoki

24 宮岡 淳 ミヤオカ ジュン 藤井一樹RC JUN

25 林 洋輔 ハヤシ ヨウスケ yosan

26 坂本 龍一 サカモト リュウイチ SAKAMOTO

27 薄衣 丞生 ウスギヌ ジョウ Joh

28 佐々木 雄平 ササキ ユウヘイ sasaki

29

30

31

32

33

34

35

① PM 三津家貴也

② PM 高橋風成

③ PM 甲斐大貴

④ 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1組 スタート時刻 14:45

ペースメーカー：①19分30秒、②20分00秒、③20分30秒、④21分00秒、⑤22分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ Miyoshi

2 井戸根 裕之 イドネ ヒロユキ HIRO

3 半谷 謙寿 ハンガイ ケンジュ ハリアーズ HGR

4 石井 明夫 イシイ アキオ ISHII

5 鈴木 一也 スズキ カズヤ ウルプロ Kazuya

6 鈴木 健二 スズキ ケンジ SUZUKI

7 横川 美沙 ヨコカワ ミサ TeamM×K MISA

8 小野寺 利絵 オノデラ リエ 南蛮連合 RIE

9 野中 慶昭 ノナカ ヨシテル TeamMxK NAKAYOSHI

10 岡崎 園子 オカザキ ソノコ SONIA

11 柳川 浩貴 ヤナギカワ ヒロタカ HIRO

12 河野 純平 カワノ ジュンペイ 島本プロジェクト JUNPEI

13 麻生 五月 アソウ サツキ Satsuki

14 BAE SUJIN ベ スジン TDMR Sujin

15 水上 千晶 ミズカミ チアキ chiakyyy

16 高野 聡之 タカノ トシユキ 富士吉田 TAKANO

17 日置 信和 ヒオキ ノブカズ MAC HIOKI

18 磯崎 学 イソザキ マナブ MANABU

19 榊原 光樹 サカキハラ コウキ SAKAKIHARA

20 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル Team RxL Yamazaki

21 石川 貴康 イシカワ タカヤス 豊洲月島会 mikupapa

22 飯尾 健 イイオ ケン KEN

23 小松 清一郎 コマツ セイイチロウ KONTAN

24 小島 正彦 コジマ マサヒコ M.Kojima

25 林 ゆかり ハヤシ ユカリ YUKARI

26 石井 洋佑 イシイ ヨウスケ YSK

27 トリーズ りえ子 トリーズ リエコ 南蛮連合 RIEKO

28 本田 牧子 ホンダ マキコ kuma

29 曽我 智則 ソガ トモノリ TOMONORI

30 小川 晋史 オガワ シンジ TOKYO BAY RC S.OGAWA

31 伊藤 千恵 イトウ チエ meimei

32 庭田 清美 ニワタ キヨミ KIYOMI

33 島崎 直明 シマザキ ナオアキ SHIMANAO

34 関根 正之 セキネ マサユキ MASAYUKI

35 石井 正樹 イシイ マサキ ishii

36 新井 祐介 アライ ユウスケ tokojog yusuke

37 鈴木 清訓 スズキ キヨノリ 埼玉陸協 JUKUCHO

38 今泉 愛子 イマイズミ アイコ Team わさほさ AIKO

39 島村 啓周 シマムラ ヒロチカ HIRO

40 板橋 淳一 イタバシ ジュンイチ J

41 小山 俊大 コヤマ トシヒロ KOYAPPO

42 緒形 尚也 オガタ ナオヤ OGATA

43 清水 孝行 シミズ タカユキ 麦わらの一味 SHIMIZU

44 庄司 雅博 ショウジ マサヒロ MASA

45

① PM 河合謙一

② PM 河野孝志

③ PM 土谷和貴

④ PM 岡本拓也

⑤ 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2組 スタート時刻 15:12

ペースメーカー：①18分30秒、②18分50秒、③19分10秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 田邊 亮子 タナベ リョウコ 　Ryoko

2 関口 綾 セキグチ リョウ Ryo

3 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 中家軍 NAKAYA

4 小松 満男 コマツ ミツオ 川崎市陸協 KOMATSU

5 佐伯 智 サエキ サトシ SAEKI

6 木村 正顯 キムラ マサアキ kimura

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

8 倉下 直樹 クラシタ ナオキ KURASHITA

9 福島 端 フクシマ タダシ FUKUSHIMA

10 高橋 大稀 タカハシ タイキ 島本プロジェクト TAIKI

11 安住 耕平 アズミ コウヘイ AZUMI

12 山口 幹哉 ヤマグチ ミキヤ MKY

13 笹本 浩司 ササモト コウジ SASA

14 田中 佑磨 タナカ ユウマ YT

15 前田 健輔 マエダ ケンスケ 平井ランニングクラブ M.K.H

16 高橋 宏仁 タカハシ ヒロヒト きのこrunインスタ部 TAKAHASHI

17 伊澤 愛子 イザワ アイコ AIKO

18 鹿野 友章 カノ トモアキ kano

19 萩野谷 賢太 ハギノヤ ケンタ HAGI

20 赤羽 悠 アカハネ ヒサシ MARRONNIER

21 牧島 健次 マキシマ ケンジ MAKISHIMA

22 佐藤 智明 サトウ トモアキ SATO

23 瀬尻 健太郎 セジリ ケンタロウ 三菱重工RC Kentaro

24 岡本 直樹 オカモト ナオキ NAOKI

25 桑形 雅臣 クワガタ マサオミ KUWA

26 寺尾 隆宏 テラオ タカヒロ rollingbase TERAO

27 前田 拓哉 マエダ タクヤ TDMR mameda

28 登坂 孝範 トサカ タカノリ 多摩湖RC TAKA

29 吉岡 誠一郎 ヨシオカ セイイチロウ ラフラフＲＣ Yoshioka

30 山際 将典 ヤマギワ マサノリ MASA

31 田村 一也 タムラ カズヤ 埼玉南走友会 TARA-CHAN

32 中山 隼 ナカヤマ ジユン NAKAYAMA

33 小川 友岳 オガワ トモタケ 東京陸協 OGAWA

34 財津 史郎 ザイツ フミロウ zaitsu

35 渡邉 和之 ワタナベ カズユキ STAC千葉 kazu

36 浜田 隆 ハマダ タカシ ウルプロ HAMATAKA

37 大槻 知史 オオツキ サトシ Moon

38 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウ モンベル YUICHIRO

39 越智 大介 オチ ダイスケ DAI

40 吉野 弘 ヨシノ ヒロシ マッドシティランナーズ hiro

41
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44

45

① PM 河合謙一

② PM 河野孝志

③ PM 土谷和貴



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 15:36

ペースメーカー：①17分30秒、②17分50秒、③18分10秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 近本 洋平 チカモト ヨウヘイ 横浜好走会 Jin Ben

2 島田 裕二 シマダ ユウジ SHIMA

3 冨田 貴史 トミタ タカフミ tomita

4 濱田 憲和 ハマダ ノリカズ NORIKAZU

5

6 高嶋 大貴 タカシマ ダイキ 小金井公園走友会 DAIKI

7 古波蔵 洋平 コハクラ ヨウヘイ KOHAKURA

8 中野 雅明 ナカノ マサアキ 川崎陸連 nakano

9 田口 祐治 タグチ ユウジ 三菱商事同好会 Passion

10 岩谷 先哲 イワヤ ヒロアキ iwatani

11 久保 康生 クボ ヤスオ Kubo

12 大久保 由紀夫 オオクボ ユキオ BIGMAC

13 小清水 功 コシミズ イサオ Koshi

14 石川 比呂志 イシカワ ヒロシ HIROSHI

15 宮城 克基 ミヤギ カツキ KATSU

16 吉田 克也 ヨシダ カツヤ なし CT

17 木下 翔 キノシタ ショウ RiSE KiNO

18 山鹿 由莉 ヤマガ ユリ GRlab関東 YURI

19 松丸 勇馬 マツマル ユウマ たまくろAC YUMA

20 山田 貴之 ヤマダ タカユキ 多摩川クラブ taka

21 川西 宏幸 カワニシ ヒロユキ T.Tアスリート KAWANISHI

22 山田 航平 ヤマダ コウヘイ kohei

23 冨樫 謙太郎 トガシ ケンタロウ OBOG TOGA

24 平原 渉太 ヒラハラ ショウタ はしらんかい SHOTA

25 木村 康之 キムラ ヤスユキ TeamMxK KIMURA

26 鶴 一磨 ツル カズマ 多摩川サブ3 TSURU

27 八木 敏英 ヤギ トシヒデ yagichan

28 尾方 優作 オガタ ユウサク YUSAKU

29 名知 哲也 ナチ テツヤ NACHI

30 清水 徹 シミズ トオル SHIMIZU

31 皆川 麻美 ミナカワ アサミ Asami

32 大川 高輝 オオカワ コウキ 東京陸協 Koki

33 松本 郷平 マツモト キョウヘイ たまくろ練 Kyohei

34 中村 亮太 ナカムラ リョウタ RYOTA

35 松谷 祐輔 マツタニ ユウスケ MATSUTANI

36 西城 舜亮 サイジョウ シュンスケ しゅん

37 熊澤 拓哉 クマザワ タクヤ KUMA

38 清水 修 シミズ オサム 松岡水産 SHIMIZU

39 粕川 洋司 カスカワ ヨウジ 多摩川クラブ YOJI

40 西村 隆 ニシムラ リュウ RUNWEB RYU

41 菊地 重樹 キクチ シゲキ SIGE

42 鈴木 正彦 スズキ マサヒコ MASAHIKO

43

44

45

① PM 澁谷宥介

② PM 鎌田紘宜

③ PM 岡本拓也



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 16:00

ペースメーカー：①16分40秒、②17分00秒、③17分20秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 稲垣 陽平 イナガキ ヨウヘイ 美野里クラブ Y.I

2 関谷 卓也 セキヤ タクヤ 東学大ARC Sekiya

3 佐々木 大輔 ササキ ダイスケ SSK

4 増子 亘輝 マシコ コウキ Kouki

5 亀井 康弘 カメイ ヤスヒロ KAME

6 金子 貴英 カネコ タカヒデ ラウドランナーズ 7320hide

7 住田 龍也 スミダ タツヤ RFA Japan sumitch

8 近藤 雄二 コンドウ ユウジ 東京陸協 YUJI

9 安達 功 アダチ イサオ ＴＥＡＭ Ｒ×Ｌ＋ ISAO

10 遠藤 悠一 エンドウ ユウイチ 平塚市陸協 ENDO

11 波多野 陽介 ハタノ ヨウスケ NR Yousuke

12 山本 祐輔 ヤマモト ユウスケ NST Yusuke

13 長谷川 翔 ハセガワ ショウ HASESHO

14 荊沢 貴之 バラサワ タカユキ THY THY

15 八木 慶太 ヤギ ケイタ Keita

16 井上 真弥 イノウエ マサヤ 足柄男塾 M

17 吉田 高量 ヨシダ タカカズ 柏の葉パークラン TAKA

18 伊藤 大介 イトウ ダイスケ DAI

19 土濃塚 渉 トノヅカ ワタル さいたま市陸協 PONOZIKA

20 桶田 武 オケダ タケシ さいたま市陸協 OKTTKC

21 竹村 渉 タケムラ ワタル さいたま市陸協 TakeMoo

22 桑野 博輔 クワノ ヒロスケ Breakthrough HIRO

23 鈴木 慶 スズキ ケイ さいたま市陸協 Suzuki-K

24 玉田 祐介 タマダ ユウスケ 足柄男塾 tamayan

25 池山 克行 イケヤマ カツユキ IKEYAMA

26 安田 隼 ヤスダ シュン YASUDA

27 藤上 翔 フジカミ ショウ TeamJ SHOW

28 山崎 洋輔 ヤマザキ ヨウスケ ラチエンAC YOSUKE

29 伊藤 航平 イトウ コウヘイ KOHEI

30 坂本 力哉 サカモト リキヤ S,R

31 柳澤 仁弥 ヤナギサワ ジンヤ JIN

32 伊藤 健一 イトウ ケンイチ Ken Ito

33 荻原 慶也 オギハラ ケイヤ Ｋ

34 北川 悟 キタガワ サトル SATORU

35 竹内 良彰 タケウチ ヨシアキ YANTAKE

36 佐藤 圭 サトウ ケイ 上州アスリートクラブ JOUSHUU

37 高木 重人 タカギ シゲト 鶏プルＡ TKG

38 宰務 正 サイム タダシ Saimu

39 磯口 貴史 イソグチ タカフミ ISOGUCHI

40 トリーズ マイケル トリーズ マイケル 南蛮連合 Run.NRG

41 中野 裕介 ナカノ ユウスケ YUSUKE

42 横澤 和哉 ヨコサワ カズヤ YOKOSAWA

43 島田 悟 シマダ サトル smd

44 中村 陸 ナカムラ リク Riku

45

① PM 澁谷宥介

② PM 鎌田紘宜

③ 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5組 スタート時刻 16:23

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 原 快成 ハラ カイセイ KAICHU

2 力石 隆広 チカライシ タカヒロ taka

3 星 大樹 ホシ ダイキ DAIKI

4 English Phil イングリッシュ フィル 南蛮連合 Phil

5 村田 義広 ムラタ ヨシヒロ murayoshi

6 座間 保成 ザマ ヤスナリ ＪＲ東日本千葉 ZETT

7 浦霧 誠也 ウラギリ セイヤ URA

8 美濃田 拓紀 ミノダ ヒロキ 東京都庁 hiohikahito

9 片原 照 カタハラ ヒカル AgaiN KATAYAN

10 栗原 昂平 クリハラ コウヘイ KURIHARA

11 平井 悠大 ヒライ ユウダイ Peace

12 伊藤 正隆 イトウ マサタカ masa

13 酒井 優一 サカイ ユウイチ さいたま市陸協 U1

14 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ IKEUCHI

15 早房 大輝 ハヤフサ ダイキ HAYAFUSA

16 杉山 悠 スギヤマ ユウ 栃木陸協 YS

17 鳥居 恒太 トリイ コウタ 南蛮連合 KOTA

18 並河 大樹 ナミカワ ダイキ NAMIKAWA

19 松田 和浩 マツダ カズヒロ ランニングデポ kazu

20 小宮山 昇吾 コミヤマ ショウゴ 日本ランナーズ柏 Shogo

21 三村 亮仁 ミツムラ アキヒト グレートムラ

22 林 健太 ハヤシ ケンタ チームハヤシ HAYASHI

23 多賀 長門 タガ ナガト 島本プロジェクト NAGATO

24 齊藤 堪汰 サイトウ カンタ 島本プロジェクト KANTA

25 佐藤 大宇 サトウ ダイウ 島本プロジェクト DAIU

26 手塚 大亮 テヅカ ダイスケ テジー

27 加藤 優一 カトウ ユウイチ Kato

28 植木 健雄 ウエキ タケオ UEKI

29 佐々木 拓 ササキ タク SASAKI

30 川井 勉 カワイ ツトム TeamM×K kawai

31 川西 淳司 カワニシ ジュンジ NIS

32 森田 裕太郎 モリタ ユウタロウ morita

33 中山 貴史 ナカヤマ タカシ NAKAYAMA

34 水落 徳哲 ミズオチ ノリアキ ＦＲＣ NORI

35 中里 和彦 ナカザト カズヒコ NAKAZATO

36 風間 健範 カザマ タケノリ KAZAMA

37 後町 康佑 ゴチョウ コウスケ GOCYO

38 渡辺 絢也 ワタナベ ジュンヤ 平塚市陸協 JUNYA

39 坂詰 北斗 サカヅメ ホクト HOKUTO

40 小長根 広貴 コナガネ ヒロキ HIROKI

41 小林 清恭 コバヤシ キヨタカ K.KOBAYASHI

42 佐藤 隼 サトウ ジュン 東京陸協 JUN

43 難波 友揮 ナンバ トモキ 早大ホカン TOMOKI

44 伊豆倉 健城 イズクラ タケキ MAMEKURA

45 石井 洋平 イシイ ヨウヘイ YOH

① PM 門出康孝

② PM 辻川諒

③ PM 佐藤達也



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 16:45

ペースメーカー：①先頭（14分35秒）、②15分00秒、③15分15秒、④15分30秒、⑤15分50秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 黒田 光 クロダ ヒカル KURODA

2 菊地 悠人 キクチ ユウト TOUYU

3 鈴木 遊大 スズキ ユウダイ ADLER Yudai

4 柴田 幸樹 シバタ コウキ 田園クラブ porima

5 坂上 佳也 サカガミ ヨシヤ RFA Japan GAMI

6 庄子 将 ショウジ タモツ 第一フロンティア生命 SHOJI

7 加太 宏明 カタ ヒロアキ 横浜国立大 KATA

8 田中 良範 タナカ ヨシノリ YOSHI

9 三浦 光司 ミウラ コウジ Team510 KOUJI

10 伊藤 彬浩 イトウ アキヒロ 船橋市消防局 AKIHIRO

11 深澤 陸 フカサワ リク つくば市 RIKU

12 大澤 隼人 オオサワ ハヤト OSAWA

13 山崎 瑞希 ヤマザキ ミズキ YAMAZAKI

14 田畑 俊樹 タバタ トシキ 新潟大学 TBT

15 尾崎 弘和 オサキ ヒロカズ Osaki

16 佐藤 勝茂 サトウ カツシゲ さいたま市陸協 sato

17 前川 元気 マエカワ ゲンキ GENKI

18 根本 樹 ネモト イツキ Itsuki

19 石原 洸 イシハラ タケル ISHIHARA

20 増田 雄樹 マスダ ユウキ MASUDA

21 安田 京介 ヤスダ キョウスケ YSD

22 刈谷 厚 カリヤ アツシ MERRY

23 井下田 雄亮 イゲタ ユウスケ YUSUKE

24 小川 兼太朗 オガワ ケンタロウ KENTARO

25 岡北 慎司 オカキタ シンジ SHINJI

26 佐藤 壮 サトウ タケシ TKC

27 酒井 敦志 サカイ アツシ 狛江市陸協 ATSUSHI

28 佐々木 雄平 ササキ ユウヘイ sasaki

29 鎌田 一輝 カマダ カズキ SAURUS TOKYO KAMADA

30 石川 直樹 イシカワ ナオキ 君津高校 NAOKI

31 森田 大智 モリタ ダイチ さいたま市陸協 DAICHI

32 加藤 可己 カトウ ヨシキ windrun YOSHIKI

33 枝吉 太郎 エダヨシ タロウ さいたま市陸協 run_tarooo

34 粕谷 真之介 カスヤ シンノスケ 川越東高校 KASUYA

35 白永 真彦 シラナガ マサヒコ SHIRANAGA

36 佐藤 峻 サトウ シュン SATO

37 近藤 敏明 コンドウ トシアキ TOSHIAKI

38 大垣 秀介 オオガキ シュウスケ 東京陸協 Ogaki

39 小林 徹也 コバヤシ テツヤ KOTETSU

40 工藤 拳大 クドウ ケンタ セブンシーズアンドパートナーズ K

41 濱崎 成平 ハマサキ ナルヘイ 朝霞市陸協 NARU

42 大和久 貴裕 オオワク タカヒロ JR東日本千葉 WAKU

43 鈴木 健祐 スズキ ケンスケ 茨城陸協 KENSUKE

44

45

① PM 門出康孝

② PM 辻川諒

③ PM 佐藤達也

④ PM 澁谷宥介

⑤ PM 鎌田紘宜


