
＜日時＞

＜会場＞

＜受付＞

＜競技日程＞

組 スタート時刻 （現地集合） （受付締切） エントリー

1500m 男女 1組 13:30 13:25 13:00 22名

1500m 男女 2組 13:39 13:34 13:09 22名

1500m 男女 3組 13:48 13:43 13:18 21名

1500m 男女 4組 13:57 13:52 13:27 18名

1500m 男女 5組 14:06 14:01 13:36 17名

3000m 男女 1組 14:15 14:10 13:45 31名

3000m 男女 2組 14:33 14:28 14:03 31名

3000m 男女 3組 14:47 14:42 14:17 32名

5000m 男女 1組 15:00 14:55 14:30 47名

5000m 男女 2組 15:27 15:22 14:57 45名

5000m 男女 3組 15:52 15:47 15:22 48名

5000m 男女 4組 16:16 16:11 15:46 45名

5000m 男女 5組 16:40 16:35 16:10 46名

5000m 男女 6組 17:03 16:58 16:33 47名

5000m 男女 7組 17:25 17:20 16:55 47名

5000m 男女 8組 17:47 17:42 17:17 47名

5000m 男女 9組 18:09 18:04 17:39 47名

5000m 男女 10組 18:30 18:25 18:00 47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。

・エントリー多数につき、当日エントリーは受け付け致しません。

・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30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。

・感染症対策として、リザルトは下記の大会ＨＰに速やかに掲載するとともに、記録証は

　WEBで発行できるページを同ページにご用意させていただきます。

＜競技結果＞

　（ＵＲＬ） http://team-mk.net/mkdc/result/

種目

第38回 MxKディスタンストライアル

2020年12月27日（日）13時30分～18時45分

代々木公園陸上競技場（織田フィールド）

12時15分～競技開始30分前迄　代々木公園陸上競技場　入口

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


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 13:30

ペースメーカー：①5分15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 藤野 彩花 フジノ アヤカ AYAKA

2 浜田 美呂 ハマダ ミロ GUMI MIRO

3 浜田 怜 ハマダ レイ 聖学院高等学校 RAY

4 中光 和裕 ナカミツ カズヒロ クラブR2東日本 NAKAMITSU

5 荒井 恵理子 アライ エリコ RRC ERIKO

6 佐々木 拓 ササキ タク 走ります会 TK

7 汲田 知利 クミタ トモトシ KUMITA

8 杉田 雅宏 スギタ マサヒロ クラブR2東日本 MASA

9 吉田 あかり ヨシダ アカリ 電気通信大学陸上競技部 AKARI

10 中島 尚 ナカジマ タカシ naka

11 藤井 悠果 フジイ ハルカ 矢口ランニングクラブ HARUKA

12 西岡 樹沙 ニシオカ キサ 夢幻 KISA

13 西山 花音 ニシヤマ カノ 矢口ランニングクラブ KANO

14 山﨑 詩大 ヤマザキ ウタ 矢口ランニングクラブ UTA

15 篠原 かおり シノハラ カオリ KAORI

16 山岡 篤志 ヤマオカ アツシ YAMAOKA

17 池田 昌平 イケダ ショウヘイ 特にありません qOoOoOp

18 武田 浩実 タケダ ヒロミ 武田太郎 TARO

19 小暮 慶翔 コグレ ケイショウ 無し KEISHO

20 Ashley Grantham Ashley Grantham Seisen International School ASHLEY G

21 児島 憲一朗 コジマ ケンイチロウ KEN

22 小川 滋 オガワ シゲル Shige

① PM 三津家貴也

② PM 澁谷宥介

③ PM 荒幡寛人

④ PM 秋葉直人



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 13:39

ペースメーカー：①5分00秒、②5分10秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 松丸 勇馬 マツマル ユウマ TOKYO BAY  RC YUMA

2 神田 尚彦 カンダ タカヒコ KANDA

3 栗原 秀彰 クリバラ ヒデアキ KURI

4 西川 ヒカル ニシカワ ヒカル HIKARU

5 米倉 雄大 ヨネクラ タケヒロ iPC陸上部 TOTTOSAN

6 木村 優基 キムラ ユウキ 矢口ランニングクラブ KIMURA

7 外間 結那 ソトマ ユイナ 矢口ランニングクラブ YUINA

8 藪下 顕史 ヤブシタ ケンジ SOMPORC Yabu

9 小山 俊大 コヤマ トシヒロ 関西人 KOYAPPO

10 渡辺 一充 ワタナベ カズアキ TBS HD BeBe

11 小川 創平 オガワ ソウヘイ SOHEI

12 河野 純平 ｶﾜﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 島本プロジェクト JUNPEI

13 森谷 日向夕 モリヤ ヒナタ HINATA

14 小早川 聖 コバヤカワ サトル Koba

15 浅井 秀治 アサイ ヒデハル HIDE

16 佐藤 貴康 サトウ タカヤス 青木農機具店 T_SATO

17 山崎 直人 ヤマザキ ナオト ZAKI

18 杉山 龍太郎 スギヤマ リュウタロウ 東葛RC RYU

19 佐々木 彩乃 ササキ アヤノ なし AYANO

20 櫻井 芳夫 サクライ ヨシオ 富山県庁 SAKU

21 長沼 晴奈 ナガヌマ ハルナ 千住ジュニア HARUNA

22 御影 卓也 ミカゲ タクヤ tami

① PM 岡本拓也

② PM 三津家貴也



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 13:48

ペースメーカー：①4分40秒、②4分50秒、③4分55秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 大川 高輝 オオカワ コウキ KOKI

2 原田 貴正 ハラダ タカマサ TAKAMASA

3 青柳 諒 アオヤギ リョウ AOYAGI

4 静谷 智泰 シズヤ トモヤス 横浜市消防局 SHIZUYA

5 村上 勇太 ムラカミ ユウタ 都立大塚病院 Yuta

6 中村 泉樹 ナカムラ センジュ 元渋谷JRC SENJU

7 村上 智樹 ムラカミ トモキ 慶應義塾大学陸上競技同好会 MURAKAMI

8 木村 哲 キムラ サトシ TETSU

9 山﨑 希 ヤマサキ アキラ YAMASAKI

10 Tomoshige Takeshi トモシゲ タケシ Takeshi

11 井端 輝行 イバタ テルユキ 明治大学 IBA

12 久田 海斗 ヒサダ カイト KAITO

13 鈴木 将夫 スズキ マサオ M

14 吉田 聡 ヨシダ サトシ SATOSHI

15 穂積 七智 ホヅミ ナナト 学習院大学 NANATO

16 茂木 新 モテキ シン new

17 友広 勝哉 トモヒロ カツヤ TomoKatsu

18 adachi toshihiro アダチ トシヒロ TOSHI

19

20 吉田 大蔵 ヨシダ ダイゾウ rslab DAIZO

21 吉田 琵奈 ヨシダ ヒナ rslab HINA

22 栗山 哲也 クリヤマ テツヤ 無し TK

① PM 澁谷宥介

② PM 荒幡寛人

③ PM 秋葉直人



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 13:57

ペースメーカー：①4分30秒、②4分35秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 半田 健二 ハンダ ケンジ 八王子走ろう会 GOTE

2 三浦 和貴 ミウラ カズタカ 東京陸協 MIURA

3 海老澤 武尊 エビサワ タケル EBISAWA

4 会田 拓海 アイタ タクミ 日本大学 TAKUMI

5 高橋 勇気 タカハシ ユウキ 東京陸協 Yuki

6 田口 翔太 タグチ ショウタ SHOTA

7 小畑 光城 オバタ ミツシロ マイティマウストラックチーム OBATA

8 渡辺 毅 ワタナベ タケシ RUN塾 TAKE

9 紺野 亘介 コンノ コウスケ POTI

10 浜田 和樹 ハマダ カズキ KAZU

11 大崎 仁 オオサキ ヒトシ 滋賀マスターズ Hitoshi

12 野口 剛 ノグチ ゴウ TRYING GO

13 小暮 淳平 コグレ ジュンペイ 無し JUMPEI

14 山崎 洋輔 ヤマザキ ヨウスケ ラチエンAC YOSUKE

15 神崎 仁利 カンザキ マサトシ 東京マスターズ KANZAKI

16 藤平 真ノ介 トウヘイ シンノスケ GAZELLE manokai

17 中村 達揮 ナカムラ タツキ TSY たつ

18 小林 大介 コバヤシ ダイスケ ぴえん超えて自己ベスト超えてぷおん syorin

19

20

21

22

① PM 岡本拓也

② PM 秋葉直人



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 14:06

ペースメーカー：①4分00秒、②4分10秒、③4分20秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 水越 進一 ミズコシ ノブカズ 足柄下郡陸協 NOBU

2 冨樫 武聖 トガシ タケキヨ 温室学院大学 キヨキヨ

3 山崎 優起 ヤマザキ ユウキ ザッキーの歌ランちゃんねる Zacky

4 田中 吉典 タナカ ヨシノリ matsuyama

5 坂内 亮輔 バンナイ リョウスケ 川崎市陸協 BAN

6 佐久間 祥 サクマ ショウ Plus+1 Sho

7 橋本 拓磨 ハシモト タクマ T

8 板倉 佳克 イタクラ ヨシカツ 横浜市陸協 ITA

9 麻田 悠馬 アサダ ユウマ ロケット団駅伝競走部 Delft

10 大石 祐希 オオイシ ユウキ yuuki

11 森田 拡希 モリタ ヒロキ 東京医科大学 MORITA

12 溝上 恭輔 ミゾカミ キョウスケ NE KM

13 山田 天翠 ヤマダ テンスイ ten

14 村上 智哉 ムラカミ トモヤ Tomoya

15 カワカミ ヒデ カワカミ ヒデ 都立駒場高等学校 SHUBA

16 林 洋輔 ハヤシ ヨウスケ yosan

17 奥住 卓矢 オクズミ タクヤ TAKUYA

18

19

20

21

22

① PM 三津家貴也

② PM 澁谷宥介

③ PM 荒幡寛人



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 14:15

ペースメーカー：①10分30秒、②11分00秒、③11分30秒、④12分00秒、⑤13分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 大成 正晃 オオナリ マサアキ 放課後TT NARI

2 青柳 諒 アオヤギ リョウ AOYAGI

3 森谷 そら モリヤ ソラ SORA

4 友広 勝哉 トモヒロ カツヤ TomoKatsu

5 高橋 空也 タカハシ クウヤ TOKYO BAY RC KUYA

6 秋山 洋一 アキヤマ ヨウイチ KOMORI

7 村松 健 ムラマツ ケン MATSUKEN

8

9 磯崎 蓮凌 イソザキ レンヤ SWAC横浜 Renya

10 森谷 十月 モリヤ トツキ TOTSUKI

11 大場 義行 オオバ ヨシユキ YOSHI

12 金子 陽尚 カネコ ハルヒサ SWAC HAL

13 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ Miyoshi

14 飯島 隆介 イイジマ リュウスケ JM

15 安藤 正樹 アンドウ マサキ dmr ANDO

16 岡部 康矢 オカベ コウヤ KOYA

17 杉田 雅宏 スギタ マサヒロ クラブR2東日本 MASA

18 伊従 希世彦 イヨリ キヨヒコ KIYOHIKO

19 西 遥香 ニシ ハルカ 横浜緑ヶ丘高校陸上部 haruka

20 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 中家軍 NAKAYA

21 菅原 勝 スガハラ マサル SUGAHARA

22 桜井 淳史 サクライ アツシ SRC SAKURAI

23 上岡 基洋 ウエオカ モトヒロ MOTO

24 牧島 健次 マキシマ ケンジ ＭＡＫＩＳＨＩＭＡ

25 関根 正之 セキネ マサユキ なし MASAYUKI

26 蔭山 雅之 カゲヤマ マサユキ AMI AC まーくん

27 坂元 千絵 サカモト チエ CHIE

28 中島 美伶 ナカジマ ミレイ NAKAJIMA

29 小坂 則子 コサカ ノリコ クラブR2東日本 NORI

30 山口 俊幸 ヤマグチ トシユキ YAMAGUCHI

31 杉山 雫 スギヤマ シズク 柏市立大津ヶ丘中学校 ShIZUKU

32 広瀬 弘宣 ヒロセ ヒロノブ GORORI

① PM 秋葉直人

② PM 岡本拓也

③ PM 緑川優

④ PM 長江隆行

⑤ PM M高史



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 14:33

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 西岡 樹輝 ニシオカ タツキ 夢幻 TATSUKI

2 林 正浩 ハヤシ マサヒロ MASA

3 小松 雄大 コマツ ユウダイ KOMATSU

4 伊東 夕波 イトウ ユナ yuna

5 鈴木 貴裕 スズキ タカヒロ 村上東中学校 TAKA

6 岡田 匠平 オカダ ショウヘイ 東京陸協 SHOHEI

7 長田 寛史 オサダ ヒロフミ OSADA

8 鷹野 駿 タカノ シュン 都立駒場 SHUN

9 近藤 俊 コンドウ シュン 川崎市陸協 SHUNKONDO

10 中嶋 仁志 ナカジマ ヒトシ チームMK NAKAJIMA

11 五畿田 道夫 ゴキタ ミチオ チームあろ～は MICHIO

12 佐久間 大輔 サクマ ダイスケ DAI

13 星宮 一木 ホシミヤ カズキ KAZUKI

14 新井 和磨 アライ カズマ ARAI

15 近江屋 拓 オオミヤ タク 東京陸協 TAKU

16 菅野 渉 カンノ ワタル Jクラブ WATARU

17 今野 洋志 コンノ ヒロシ くまごろう KUMAGORO

18 徳永 翔大  Shodai

19 上條 遥 カミジョウ ハル 日野市第四中学校 HARU

20 佐々木 俊治 ササキ シュンジ SHUNJI

21 安部 嘉葵 アベ ヨシキ ABE

22 杉山 詠一 スギヤマ エイイチ 慶應義塾大学陸上競技同好会 Sugiyama

23 藤平 真ノ介 トウヘイ シンノスケ GAZELLE manokai

24 鈴木 秀人 スズキ ヒデト SUZU

25 小清水 功 コシミズ イサオ 平塚M Koshi

26 熊澤 拓哉 クマザワ タクヤ 湘光中学校 Kuma

27 鵜瀬 和秀 ウセ カズヒデ USE

28 西岡 直樹 ニシオカ ナオキ 夢幻 NAOKI

29 中田 伸吾 ナカタ シンゴ SHIN

30 村上 勇太 ムラカミ ユウタ 都立大塚病院 YUTA

31 本杉 宏宣 モトスギ ヒロノリ たんぽぽ研究会 Dandelion

① PM 岡本拓也

② PM 三津家貴也

③ PM 長江隆行



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 14:47

ペースメーカー：①9分00秒、②9分15秒、③9分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 堅木 皓介 カタギ コウスケ 慶應大学陸上同好会 Kosuke

2 新関 涼介 ニイゼキ リョウスケ RFA Japan zeki

3 星 紀宏 ホシ ノリヒロ NORI

4 村田 義広 ムラタ ヨシヒロ MURATA

5 渡邉 駿 ワタナベ シユン SHUN WATANABE

6 内田 拓希 ウチダ ヒロキ 小田原NR SHIBA

7 井上 裕介 イノウエ ユウスケ ほっこり YUSUKE

8 水越 進一 ミズコシ ノブカズ 足柄下郡陸協 NOBU

9 佐藤 匠 サトウ タクミ 都立駒場 TAKUMI

10 山田 瑞穂 ヤマダ ミズホ 埼玉陸協 YAMA

11 隅内 虎太郎 スミウチ コタロウ 法政大学高校 KOTARO

12 酒井 春太 サカイ シュンタ SHUNTA

13 佐々木 克 ササキ スグル アートスポーツ sasaki

14 中道 涼太 ナカミチ リョウタ Ryota

15 佐野 恒平 サノ コウヘイ ミズノテクニクス KOHEI

16 藤原 篤史 フジワラ アツシ RFAJaran ATUTASHI

17 射場本 綾 イバモト リョウ IBA

18 内田 知希 ウチダ トモキ 小田原NR UCHINI

19 小坂 高史 コサカ タカシ クラブR2東日本 kosaka

20 川井 一貴 カワイ カズキ 座間陸協 KAZUKI

21 小川 佳祐 オガワ ケイスケ OGAWA

22 松村 幸栄 マツムラ ユキエ 埼玉陸協 YUKIE

23 水落 徳哲 ミズオチ ノリアキ ＦＲＣ NORI

24 伴 卓磨 バン タクマ 森永乳業 KERO

25 村岡 修希 ムラオカ シュウキ 埼玉陸協 MURAPI

26 小畑 光城 オバタ ミツシロ マイティマウストラックチーム OBATA

27 山本 淳 ヤマモト アツシ 横浜市陸協 ATSUSHI

28 坂野 裕樹 バンノ ユウキ vanno

29 松田 純平 マツダ ジュンペイ MATSUDA

30 岩瀬 弘之 イワセ ヒロユキ ＳＷＡＣ HIROYUKI

31 大和久 貴裕 オオワク タカヒロ JR東日本千葉 WAKU

32 杉山 健人 スギヤマ タケヒト TAKE

① PM 澁谷宥介

② PM 荒幡寛人

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1組 スタート時刻 15:00

ペースメーカー：①20分30秒、②21分00秒、③21分30秒、④22分00秒、⑤22分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 庄司 雅博 ショウジ マサヒロ MASA

2 長瀬 雅洋 ナガセ マサヒロ NST MASA

3 武田 浩実 タケダ ヒロミ なし HIROMI

4 太田 理恵 オオタ リエ RAC Rie

5 森安 航大 モリヤス コウタ KOUTA

6 篠原 真由美 シノハラ マユミ 台東区陸協 YUMA

7 竹森 友香 タケモリ ユカ takemon

8 石元 理恵子 イシモト リエコ ISHIMOTO

9 水川 あさみ ミズカワ アサミ ASAMI

10 島 優子 シマ ユウコ Yuchan

11 小堤 峻 オツヅミ シュン SHUN_O

12 磯崎 学 イソザキ マナブ ISOZAKI

13 小川 晋史 オガワ シンジ OGAWA

14 加々美 朗子 カガミ アキコ AKO

15 柳 祐介 ヤナギ ユウスケ YUSUKE

16 榊原 光樹 サカキハラ コウキ SAKAKIHARA

17 安井 覚弘 ヤスイ カクヒロ 江東区陸協 KAKUHIRO

18 沼田 修一 ヌマタ シュウイチ SHU

19 鈴木 謙太 スズキ ケンタ KENTA

20 石井 正樹 イシイ マサキ ishii

21 李 顕史 リ ケンジ 内田治療院AC Lee

22 神原 百合 カンバラ ユリ 南蛮連合 YURI

23 石川 涼子 イシカワ リョウコ RYOKO

24 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル Team RxL やま☆ちゃん

25 吉村 明 ヨシムラ アキラ IYs IYs

26 松本 美里 マツモト ミサト TeamMxK MISATO

27 北島 奈緒 キタジマ ナオ RDC RUN CLUB NAO

28 海老原 幸司 エビハラ コウジ 松戸２１ＲＣ EBI

29 篠原 かおり シノハラ カオリ KAORI

30 緒形 尚也 オガタ ナオヤ OGATANAOYA

31 関 祐一 セキ ユウイチ yu

32 杉浦 竜也 スギウラ タツヤ SUGIURA

33 沖本 茂 オキモト シゲル GMCC OKI

34 井上 千春 イノウエ チハル サムズ・アップ CHIHARU

35 小野寺 利絵 オノデラ リエ 南蛮連合 RIE

36 阿邊 宏子 アベ ヒロコ 三友システムアプレイザル ABE

37 田中 久善 タナカ ヒサヨシ TeamM×K HISA

38 神社 正人 ジンジャ マサト JIN

39 生松 ゆかり オイマツ ユカリ 南蛮連合 YUKARI

40 長澤 大輔 ナガサワ ダイスケ 酒RUN DAISUKE

41 下田 智大 シモダ トモヒロ Tomohiro

42 佐藤 美保 サトウ ミホ MIHO

43 鈴木 誠 スズキ マコト TM・CLUB MAKOTO

44 猪狩 忠昭 イガリ タダアキ T3 GARI

45 趙 龍桓 チョウ リュウコウ 済生会習志野病院 RCHO

46 鶴本 啓三 ツルモト ケイソウ さいたま走友会 TSURUBORUTA

47 小松 清一郎 コマツ セイイチロウ KONTAN

① PM 緑川優

② PM 長江隆行

③ PM 中山晃一

④ PM 塩谷信二

⑤ PM M高史



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 15:27

ペースメーカー：①19分30秒、②19分45秒、③20分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 山崎 直人 ヤマザキ ナオト ZAKI

2 浦野 裕三 ウラノ ユウゾウ URA

3 中町 智典 ナカマチ トモノリ MATCH

4 小山 俊大 コヤマ トシヒロ 関西人 KOYAPPO

5 杉浦 公一 スギウラ コウイチ sugi

6 金森 優一 カナモリ ユウイチ 南蛮連合 YUKOYUKO

7 藤澤 玲央 フジサワ レオ FUJI

8 加藤 健 カトウ ケン KEN

9 廣田 晃一 ヒロタ コウイチ HIROTA

10 鈴木 遼 スズキ リョウ Ryo

11 小川 友岳 オガワ トモタケ TOMOTAKE

12 平島 達也 ヒラシマ タツヤ HIRASHI

13 稲積 祐介 イナヅミ ユウスケ 所属なし INAZUMI

14 高瀬 裕 タカセ ヒロシ ジャズミュージシャン takase

15 櫻井 芳夫 サクライ ヨシオ 富山県庁 SAKU

16 西浜 悟史 ニシハマ サトシ NISHIHAMA

17 阿部 健太郎 アベ ケンタロウ Adidas Tokyo Great Runner ABE

18 葛山 貴士 カツヤマ タカシ TAKA

19 杉山 健太 スギヤマ ケンタ SUGIYAMA

20 井上 宜久 イノウエ ノリヒサ TeamM×K NORI

21 村越 健司 ムラコシ ケンジ Top Gear Kossiy-M

22 小金丸 浩史 コガネマル ヒロシ GANE

23 田頭 郁 タガシラ カオル KAORU

24 染谷 詔和 ソメヤ アキカズ AKIKAZU

25 池内 匡史 イケウチ マサシ MASASHI

26 石井 明夫 イシイ アキオ 樂走組 ISHII

27 岡崎 園子 オカザキ ソノコ SONIA

28

29 狩谷 茂一 カリヤ シゲカズ 酒RUN OSHIGE

30 齋藤 貴宏 サイトウ タカヒロ ニッポンランナーズ TAKA

31 滝本 理之 タキモト ミチユキ goup takky

32 早坂 孝治 ハヤサカ タカハル アトミ Hayasaka

33 神田 尚彦 カンダ タカヒコ KANDA

34 宮本 明 ミヤモト アキラ RunWave AKIRA

35 石川 洸哉 イシカワ コウヤ t.tアスリートクラブ kouya

36 馬詰 義明 ウマヅメ ヨシアキ TeamMxK UMAZUME

37 川井 聡大 カワイ サトヒロ SATOHIRO

38 行武 正二 ユクタケ ショウジ Syoji

39 横川 美沙 ヨコカワ ミサ TeamM×K YOKOKAWA

40 半谷 謙寿 ハンガイ ケンジュ ハリアーズ HGR

41 小暮 慎太郎 コグレ シンタロウ 多摩湖RC KOGURE

42 田中 陽久 タナカ アキヒサ TANAKA2

43 中野 泰雅 ナカノ ヤスマサ チームＭＫ YASU

44 高須 進一 タカス シンイチ 立川バス ts

45 今井 規雄 イマイ ノリオ NORIO

46 松谷 祐輔 マツタニ ユウスケ MATSUTANI

47

① PM 中山晃一

② PM 塩谷信二

③ PM M高史



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 15:52

ペースメーカー：①18分45秒、②19分00秒、③19分15秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 萩野谷 賢太 ハギノヤ ケンタ HAGI

2 合田 なぎさ ゴウダ ナギサ nagisa

3 熊谷 卓哉 クマガイ タクヤ KUMAGAI

4 篠田 隆之 シノダ タカユキ Taka

5 佐々木 卓郎 ササキ タクロウ なし TAKURO

6 桜井 健一郎 サクライ ケンイチロウ なし sakurai

7 鷺森 愛子 サギモリ アイコ 大阪陸協 SAGI

8 高橋 徳久 タカハシ ノリヒサ ミノホドシラズ GONTA

9 指山 浩志 サシヤマ ヒロシ HIROSHI

10 菊地 直規 キクチ ナオキ チームサクサク NAOKI

11 牧之瀬 修 マキノセ オサム osamu

12 岩田 惠五 イワタ ケイゴ IWATA

13 大畑 真彦 オオハタ マサヒコ OHATA

14 藪下 顕史 ヤブシタ ケンジ SOMPORC YABU

15 鈴木 莉紗 スズキ リサ 加圧トレーニングジムDEUX RISA

16 佐藤 貴康 サトウ タカヤス 青木農機具店 T_SATO

17 内藤 ひょうま ナイトウ ヒョウマ HYOMA

18 酒井 辰哉 サカイ タツヤ 荏田高OB TATSUYA

19 石川 澄枝 イシカワ スミエ SUMIE

20 斎間 秀雄 サイマ ヒデオ 31M

21 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウ モンベル YUICHIRO

22 奥野 友美 オクノ トモミ TOMO

23 川合 千春 カワイ チハル chiharu

24 北浜 秀則 キタハマ ヒデノリ HIDE

25 三木 俊 ミキ シュン MIKI

26 大谷 磨耶 オオタニ マヤ MAYA

27 金山 拓郎 カナヤマ タクロウ くまクラブ KANAYAMA

28 高橋 史明 タカハシ フミアキ TOKYO BAY RC TAKA

29 三膳 拓弥 サンゼン タクヤ ZEN

30 染野 かずみ ソメノ カズミ Kazu

31 林 寛之 ハヤシ ヒロユキ ＶＩＶＡ HAYASHI

32 藤吉 亮輔 フジヨシ リョウスケ VivaRunInTokyf Tohkichi

33 相馬 謙吾 ソウマ ケンゴ 横浜市陸協 SOUMA

34 青野 豪 アオノ ゴウ なし G.Aono

35 鈴木 りな スズキ リナ MANAKA

36 井上 玲於 イノウエ レオ REO

37 吉岡 誠一郎 ヨシオカ セイイチロウ ラフラフ  ＲＣ YOSHIOKA

38 春山 裕介 ハルヤマ ユウスケ はだし駅伝部 HARU3

39 田村 一也 タムラ カズヤ 埼玉南走友会 NINNIN

40 緒方 明浩 オガタ アキヒロ OGATA

41 改発 次郎 カイホツ ジロウ JIRO

42 保岡 昌彦 ヤスオカ マサヒコ yasuoka

43 橋本 誠紀 ハシモト マサノリ ランニングマン HASHI

44 瀬尻 健太郎 セジリ ケンタロウ 三菱重工RC Kentaro

45 大槻 知史 オオツキ サトシ つじかぜac Satoshi_O

46 田邊 亮子 タナベ リョウコ None RYOKO

47 上村 洋介 カミムラ ヨウスケ YOSUKE

48 皆川 麻美 ミナカワ アサミ Asami

① PM 黒川遼

② PM 小檜山力

③ PM 緑川優



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 16:16

ペースメーカー：①18分00秒、②18分15秒、③18分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 國島 秀二 クニシマ シュウジ ハリアーズ kuni

2 藤井 翔平 フジイ ショウヘイ SHOSHO

3 吉田 聡 ヨシダ サトシ SATOSHI

4 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 中家軍 NAKAYA

5 志田 浩章 シダ ヒロアキ NAS Hiro

6 上田 龍之介 ウエダ リユウノスケ なし UEPOYO

7 山部 英行 ヤマベ エイコウ MMナイトラン EIKO

8 寺尾 隆宏 テラオ タカヒロ rollingbase TERAO

9 新井 健至 アライ ケンジ なし ARAI

10 黒澤 遥介 クロサワ ヨウスケ Yohsuke

11 亀子 浩靖 カメコ ヒロヤス エビトラ KAME

12 加藤 拓海 カトウ タクミ RFA Japan KATO

13 浅井 将尚 アサイ マサナオ ASAI

14 飯田 健太郎 イイダ ケンタロウ kentaro

15 坂元 正博 サカモト マサヒロ gen

16 小高 潤 オダカ ジュン TeamMxK JUN

17 伊賀 正志 イガ マサユキ IGA

18 石井 正吾 イシイ ショウゴ ISHII

19 宮城 克基 ミヤギ カツキ KATSU

20 関口 綾 セキグチ リョウ RYO

21 小林 智行 コバヤシ トモユキ KOBAYASHI

22 中野 舞 ナカノ マイ TOKYO BAY RC mai

23 玉澤 良太 タマザワ リョウタ 千葉陸協 TAMACHAN

24 佐藤 智明 サトウ トモアキ SATO

25 Coyle Nick コイル ニック 南蛮連合 Nick

26 宮本 直樹 ミヤモト ナオキ NAOKI

27 木村 哲 キムラ サトシ TETSU

28 伊藤 健一 イトウ ケンイチ ITO

29 森岡 大典 モリオカ ダイスケ Dice-K

30 堀川 翔悟 ホリカワ ショウゴ Sky's The Limit RC shogo

31 石川 修一 イシカワ シュウイチ SHU

32 前田 健輔 マエダ ケンスケ 平井ランニングクラブ KENTA

33 原田 佳典 ハラダ ヨシノリ GREENS HARADA

34 鶴原 聖也 ツルハラ マサヤ TSURUHARA

35 梅田 進也 ウメダ シンヤ UMEDA

36 藤田 知広 フジタ トモヒロ かなへい TOMO

37 尾方 優作 オガタ ユウサク YUSAKU

38 清水 修 シミズ オサム 松岡水産 SHIMIZU

39 福田 和史 フクダ カズシ KAZU

40 上田 陽子 ウエダ ヨウコ YOKO

41 指山 浩志 サシヤマ ヒロシ ニッポンランナーズ HIROSHI

42 山本 祐輔 ヤマモト ユウスケ ＮＳＴ Yusuke

43

44 秋山 和彦 アキヤマ カズヒコ KAZU

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

46 木村 正顯 キムラ マサアキ RAC kimu

47

① PM 長江隆行

② PM 黒川遼

③ PM 小檜山力



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 16:40

ペースメーカー：①17分30秒、②17分45秒、③18分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 平栗 悠揮 ヒラグリ ユウキ ゴッドイーバー HIRAGURI

2 横山 正尭 ヨコヤマ マサタカ TEAM MxK M.Yokoyama

3 小西 隆弘 コニシ タカヒロ サム陸 KONI

4 島田 悟 シマダ サトル 千葉陸協 SMD

5 岡田 雅之 オカダ マサユキ BEBE OKA

6 秋山 裕哉 アキヤマ ユウヤ 松戸２１ＲＣ ＡＫＩ

7 林 洋輔 ハヤシ ヨウスケ 神奈川マスターズ yosan

8 江口 公生 エグチ キミオ 日野 KIMIO

9 仁平 直 ニヘイ タダシ ＳＮＲ ＮＩＨＥＩ

10 吉田 樹 ヨシダ イツキ itsuki

11 OBSER EMMANUEL オプセール エマニュエル 南蛮連合 MANU

12 Isman Renaud イスマン ルノー 南蛮連合 Renaud

13 佐伯 智 サエキ サトシ SAEKI

14 黒田 なつみ クロダ ナツミ BeBe NATSUMI

15 濱崎 由莉 ハマサキ ユリ GRlab関東 YURI

16 田口 祐治 タグチ ユウジ 三菱商事同好会 GUCCI

17 矢島 秀悟 ヤジマ ヒデノリ 埼玉陸上競技協会 YAJIMA

18 Johannesen Jay ヨハンセン ジェイ 南蛮連合 Jay J.

19 入江 英三郎 イリエ エイザブロウ サンバガラス EI

20 Nicholson George ニコルソン ジョージ 南蛮連合 George

21 向野 宝 ムカノ タカラ MUKANO

22 金子 武史 カネコ タケフミ KANEKO

23 蓮見 裕介 ハスミ ユウスケ YUSUKE

24 本宮 祐樹 モトミヤ ユウキ ＡＲＣ MOTOMY

25 Potiron Yoann Potiron Yoann Namban Rengo BOKU

26 小松 満男 コマツ ミツオ 川崎市陸協 KOMATSU

27 舩元 雄一郎 フナモト ユウイチロウ FU

28 町田 達彦 マチダ タツヒコ すみだランRun倶楽部 TATSU

29 石川 比呂志 ヒロシ イシカワ HIROSHI

30 光野 正三 ミツノ ショウゾウ 埼玉陸協 Shozo

31 kenji nakajima ナカジマ ケンジ ibuki KEN

32 奥田 一之 オクダ カズユキ 無所属 kazu

33

34 荒井 寛太 アライ カンタ 横浜市陸協 ARAI

35 森 勇次 モリ ユウジ MORI

36 秋山 充二郎 アキヤマ ミツジロウ 江東区トライアスロン連合 AKIYAMA

37 千葉 隆史 チバ タカシ CHIBA

38 梶田 進一郎 カジタ シンイチロウ FJRC KAJI

39 島田 裕二 シマダ ユウジ SHIMA

40 鈴木 正人 スズキ マサト 船ミク MASATO

41 吉田 和彦 ヨシダ カズヒコ 小鳥キッス KAZUHIKO

42 山本 雄一朗 ヤマモト ユウイチロウ Yamamoto

43 大塚 信司 オオツカ シンジ SHINJI

44

45 喜多川 学 キタガワ マナブ KITAGAWA

46 宰務 正 サイム タダシ Saimu

47 山田 泰三 ヤマダ タイゾウ 青梅陸協 TAIZO

48 阿部 ゆかり アベ ユカリ BEBE BEBE

① PM 鎌田紘宣

② PM 黒川遼

③ PM 小檜山力



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 17:03

ペースメーカー：①17分00秒、②17分15秒、③17分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 高屋 学 タカヤ マナブ TAKAYA

2 島崎 昌敏 シマザキ マサトシ 島.RC千歳 島ちゃん

3 Hegarty Michael ヘガティ マイケル 南蛮連合 Michael

4 石塚 貴則 イシヅカ ヨシノリ ISHIZUKA

5 森安 利之 モリヤス トシユキ MORIYASU

6 芳澤 康太郎 ヨシザワ コウタロウ Mラン YOSSY

7 岡田 佳之 オカダ ヨシユキ OKD

8 Frova Francesco フローバ フランシスコ 南蛮連合 Francesco

9 芳澤 卓矢 ヨシザワ タクヤ YOSHI

10 白井 吾一 シライ ゴイチ 太鼓の達人 TAIKO

11 酒井 優一 サカイ ユウイチ YUICHI

12 渡辺 毅 ワタナベ タケシ ＲＵＮ塾 TAKE

13 菅 佑輔 カン ユウスケ KAN

14 谷 征夫 タニ ユキオ TANIIII

15 篠崎 賢一 シノザキ ケンイチ shinozaki

16 岡部 健太 オカベ ケンタ KEN

17 今井 純一 イマイ ジュンイチ 文鳥区役所 IMAI

18 水越 進一 ミズコシ ノブカズ 足柄下郡陸協 NOBU

19 稲崎 真吾 イナサキ シンゴ ＡＲＣ INASAKI

20 宮澤 透 ミヤザワ トオル Toru

21 伊藤 智征 イトウ トモユキ Tomoyuki

22 浪川 智弘 ナミカワ トモヒロ 神奈川走ろう会 Namikawa

23 鈴木 正彦 スズキ マサヒコ Team M×K MASAHIKO

24 澤田 真也 サワダ シンヤ SAWADA

25 大枝 茂 オオエダ シゲル OEDA

26 川西 宏幸 カワニシ ヒロユキ Kawanishi

27 小出 剛史 コイデ タケシ Namban Rengo KOI

28 橋本 隆正 ハシモト タカマサ つじかぜＡＣ hassie

29 古賀 宏志 コガ ヒロシ 酒RUN K

30 早川 直樹 ハヤカワ　 ナオキ HAYAKAWA

31 久保 康生 クボ ヤスオ 横手ＲＣ KUBO

32 小林 幸夫 コバヤシ ユキオ 多摩川サブスリー YUKIO

33 飯島 健太郎 イイジマ ケンタロウ 大阪陸協 KENTARO

34 松田 拓朗 マツダ タクロウ TAKURO

35 足達 健人 アダチ ケント KENTO

36 土屋 絢太郎 ツチヤ シュンタロウ Shun

37 戸村 健 トムラ ケン TOMURA

38 柳沢 敬司 ヤナギサワ ケイジ TRACK TOKYO KEIJI

39 相澤 良幸 アイザワ ヨシユキ YOSHIYUKI

40 篠原 聡 シノハラ サトシ 品川陸協 SATOSHI

41 中野 喜文 ナカノ ヨシフミ NAKANO

42 甲元 辰雄 コウモト タツオ TATSUO

43 小永井 心 コナガイ シン 酒RUN KONA

44 田中 礼美 タナカ ヨシミ YOSHIMI

45 安藤 淳 アンドウ ジュン ANJUN

46 百瀬 優 モモセ マサル MOMOSE

47 土濃塚 渉 トノヅカ ワタル さいたま市陸協 ponozika

① PM 門出康孝

② PM 齋藤拓也

③ PM 鎌田紘宣



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 17:25

ペースメーカー：①16分30秒、②16分45秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 妹尾 創太 セノオ ソウタ T・T-AC SOTA

2 古城戸 真之 フルキド マサユキ 鳩印G&T川崎 furukido

3 野本 大貴 ノモト ダイキ 酒RUN KATSUO

4 上條 充洋 カミジョウ ミツヒロ チーム上條 SENAMIHARU

5 川井 勉 カワイ ツトム Team M×K KAWAI

6 近藤 雄二 コンドウ ユウジ 東京陸協 YUJI

7 平原 淳 ヒラハラ ジュン JMA HIRAHARA

8 畠中 勝己 ハタナカ カツミ HATA

9 成田 圭佑 ナリタ ケイスケ なし KEISUKE

10 住田 龍也 スミダ タツヤ RFA JAPAN sumitch

11 矢島 颯大 ヤジマ ハヤタ 神奈川陸協 YAJIMA

12 伊藤 勇磨 イトウ ユウマ 酒RUN YUMA

13 上村 浩希 カミムラ ヒロキ KAMIMURA

14 稲垣 陽平 イナガキ ヨウヘイ 美野里クラブ ＩＮＡＧＡＫＩ

15 齋藤 堪汰 ｻｲﾄｳ ｶﾝﾀ 島本プロジェクト KANTA

16 多賀 長門 ﾀｶﾞ ﾅｶﾞﾄ 島本プロジェクト NAGATO

17 佐藤 大宇 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｳ 島本プロジェクト DAIU

18 Uk Harrisson ウック  ハリソン 南蛮連合 Harrisson

19 増子 亘輝 マシコ コウキ Kouki

20 川島 純平 カワシマ ジュンペイ JUMPEI

21 齋木 進 サイキ ススム CHIBA RUNNERS.m SAIKI

22 松本 凱 マツモト カイ 埼玉陸協 Songben

23 荊沢 貴之 バラサワ タカユキ T HY THY

24 藤木 新也 フジキ シンヤ SHINYA

25 畠山 康平 ハタケヤマ コウヘイ 永田町独身寮 HATAZO

26 氏家 諒人 ウジイエ マコト うじいえランニング会 Mako

27 松浦 寛輝 マツウラ ヒロキ クラブR2東日本 MATSUURA

28 野口 繁基 ノグチ シゲキ 府中サブスリー shige

29 中村 達揮 ナカムラ タツキ TSY たつ

30 溝上 恭輔 ミゾカミ キョウスケ NE KM

31 斉藤 斉 サイトウ ヒトシ 酒RUN GiroSimon

32 窪田 俊郎 クボタ トシロウ ピッツキューブ RC kubota

33 古川 涼 フルカワ リョウ cluster RYO

34 笠原 友生 カサハラ トモキ 埼玉陸協 KASA

35 肥沼 宏樹 コエヌマ ヒロキ 東京WINGS KOENUMA

36 松田 純平 マツダ ジュンペイ MATSUDA

37 桑野 博輔 クワノ ヒロスケ HIRO

38 鳥居 恒太 トリイ コウタ KOTA

39 佐々木 大輔 ササキ ダイスケ ニッポンランナーズ DAISUKE

40 井上 靖数 イカミ ヤスカズ Ｔ・Ｔ－ＡＣ IKAMI

41 中野 裕介 ナカノ ユウスケ YUSUKE

42 石川 雅浩 イシカワ マサヒロ Ｔ・ＴーＡＣ ISHIKAWA

43 鈴木 宏之 スズキ ヒロユキ ニッポンランナーズ SUZUMARU

44 高根 大輝 タカネ ヒロキ 茨城県 TAKANE

45 小原 浩貴 コハラ ヒロタカ オールブラックス KOHARA

46 田中 幸二 タナカ コウジ ランフィールド TANAKA

47 井上 慎一郎 イノウエ シンイチロウ SHIN

① PM 門出康孝

② 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8組 スタート時刻 17:47

ペースメーカー：①15分50秒、②16分05秒、③16分20秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 小松 朋矢 コマツ トモヤ 城西AC TOMOYA

2 中村 慎之介 ナカムラ シンノスケ NOSUKE

3 伊藤 俊 イトウ シュン 都立駒場高校 shun

4 木村 凜人 キムラ リント 都立駒場高校 RINTO

5 網谷 直紀 アミタニ ナオキ 富山陸協 NAOKI

6 安田 京介 ヤスダ キョウスケ YSD

7 新田 魁洲 ニッタ カイシュウ 千葉陸協 NITTA

8 外園 洋斗 ホカゾノ ヒロト HIROTO

9 平尾 悠貴 ヒラオ ユウキ HIRAO

10 兼本 柊哉 カネモト シュウヤ 東京陸協 SHUUYA

11 座間 保成 ザマ ヤスナリ ＪＲ東日本千葉 ZETT

12 大嶋 大輔 オオシマ ダイスケ DAISUKE

13 吉平 拓也 ヨシヒラ タクヤ YOSHIHIRA

14 桑原 大樹 クワハラ ダイキ ＪＲ東海陸上クラブ daikikuwa

15 一楽 信尚 イチラク ノブヒサ アラスカAC NOBUHISA

16 江頭 直人 エガシラ ナオト 千葉陸協 NAOTO

17 山崎 優起 ヤマザキ ユウキ ザッキーの歌ランちゃんねる Zacky

18 山口 皓平 ヤマグチ コウヘイ 千葉大学 YAMAGUCHI

19 安松 青葉 ヤスマツ アオバ アクサスホールディングス LetsTry

20 坂田 岳 サカタ ガク Gaku

21 柴田 大樹 シバタ ヒロキ HIRO

22 宮本 大資 ミヤモト ダイスケ MIYAMON

23 木幡 沢也 コハタ タクヤ TAKUYA

24 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ IKEUCHI

25 赤澤 省吾 アカザワ ショウゴ SHOGO

26 鈴木 政洋 スズキ マサヒロ 千葉陸協 MASAHIRO

27 北崎 翔馬 キタザキ ショウマ SHOMA

28 中島 圭一 ナカシマ ケイイチ K

29 今野 豪 コンノ タケル KONTAKE

30 田村 嘉浩 タムラ ヨシヒロ TAMURA

31 川西 淳司 カワニシ ジュンジ NIS

32 小宮山 昇吾 コミヤマ ショウゴ ニッポンランナーズ SHOGOKOMIYAMA

33 渡部 剛 ワタナベ ツヨシ カナガワRC TSUYO

34 新開 嶺 シンカイ レイ タウンランナーズ シンカイ

35 古賀 稔基 コガ トシキ 東京都庁 KOGA

36 風間 健範 カザマ タケノリ KAZAMA

37 水越 進一 ミズコシ ノブカズ 足柄下郡陸協 NOBU

38 萩原 久也 ハギワラ ヒサヤ Hisaya

39 望月 皓平 モチヅキ コウヘイ 東京都庁 MOCHIKOU

40 新谷 満 ニイヤ ミツル 海老名陸協 NIIYA

41 鳥越 健吾 トリゴエ ケンゴ 南蛮連合 KENGO

42 English Phil イングリッシュ フィル 南蛮連合 Phil

43 石渡 響 イシワタ ヒビキ 中大杉並 HIBIKI

44 長尾 暁人 ナガオ アキト GAO

45 石川 直樹 イシカワ ナオキ 君津高校 NAOKI

46 千田 俊輔 センダ シュンスケ クラブR2北海道 SEN

47 鈴木 亮太 スズキ リョウタ 中島走友会 RYOTA

① PM 門出康孝

② PM 齋藤拓也

③ PM 鎌田紘宣



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 18:09

ペースメーカー：①15分15秒、②15分30秒、③15分45秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 外山 高広 トヤマ タカヒロ 富士森走友会 TOYAMAX

2 河野 陽一 コウノ ヨウイチ ＪＰ日本郵政グループ東京 YOICHI

3 浦山 大智 ウラヤマ ダイチ TEAM U DAICHI

4 嶋崎 功一 シマザキ コウイチ 東京陸連 KOICHI

5 田村 亮 タムラ リョウ AKATUKI

6 栗原 昂平 クリハラ コウヘイ 秦野市役所 KURIHARA

7 日高 玄 ヒダカ ゲン 明治大学陸上競技同好会 GEN

8 宇田川 元数 ウダガワ モトカズ 滑川走友会 ＵＤＡＧＡＷＡ

9 濱崎 成平 ハマサキ ナルヘイ NARUHEI

10 小海 秀剛 コウミ ヒデタケ 流通経済大学 hidetake

11 大垣 秀介 オオガキ シュウスケ 東京陸協 OGAKI

12 武藤 有亮 ムトウ ユウスケ 山梨陸協 MUTO

13 小林 優史 コバヤシ マサシ アシックスRC ASICS  MASASHI

14 鈴木 健祐 スズキ ケンスケ KENSUKE

15 江本 英卓 エモト スグル えもと塾 EMOTO

16 藤田 稜平 フジタ リョウヘイ 神奈川陸協 RYOHIFUJITA

17 井下田 雄亮 イゲタ ユウスケ 館林クラブ YusuKe

18 阿部 圭吾 アベ ケイゴ 埼玉陸協 K15

19 亀井 健太 カメイ ケンタ 厚木市役所 KENTA

20 桐山 弘太 キリヤマ コウタ 鳩印G&T川崎 KIRIYAMA

21 小松 侑矢 コマツ ユキヤ 城西AC YUKIYA

22 髙野 拓海 タカノ タクミ 埼玉陸協 TAKUMI

23 酒井 敦志 サカイ アツシ 狛江市陸協 ATSUSHI

24 浜崎 航太郎 ハマサキ コウタロウ KOTARO

25 井上 明弘 イノウエ アキヒロ 横須賀市陸協 AKIHIRO

26 藤井 太喜 フジイ タイキ FUJII

27 蓮見 明久 ハスミ アキヒサ 小川町陸協 HASMIN

28 舩越 悠介 フナコシ ユウスケ 東京陸協 FUNAKOSHI

29 柳沢 薫 ヤナギサワ カオル 東京陸協 YANAGI

30 水越 進一 ミズコシ ノブカズ 足柄下郡陸協 NOBU

31 岡北 慎司 オカキタ シンジ 防衛医科大学校 SHINJI

32 林 祐輝 ハヤシ ユウキ 川崎陸協 HAYASHI

33 小針 慶大 コバリ ケイダイ 中央大学陸上同好会 keidai

34 落合 健太 オチアイ タケヒロ OCHIAI

35 小石原 燃 コイシハラ モユル 東京国際大学ＲＣ Moyuru

36 近藤 敏明 コンドウ トシアキ 越谷陸協 TOSHIAKI

37 左近 実智隆 サコン ミチタカ 早大同 sakon

38 吉田 宜永 ヨシダ ノリナガ YOSHIDA

39 河西 博希 カワニシ ヒロキ Breakthrough HIROKEE

40 吹切 洋平 フッキリ ヨウヘイ ハマの肉弾頭 OTL

41 中水 佑 ナカミズ ユウ フジシロ YU

42 上田 星矢 ウエダ セイヤ seiya

43 井上 崇 イノウエ タカシ INOUE

44 出原 啓太 イデハラ ケイタ 酒RUN/MRC KEITA

45 岩崎 翔 イワサキ ショウ おとりーぬ otori-nu

46 田中 大虎 タナカ ダイゴ DAIGO

47 島田 仁 シマダ ジン 羽生市陸協 JIN

① PM 井下裕貴

② PM 佐藤達也

③ PM 竹澤想大



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 18:30

ペースメーカー：①14分00秒、②14分30秒、③14分45秒、④15分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 新田 良太郎 ニッタ リョウタロウ RSLAB RYOTARO

2 風戸 啓希 カザト ヒロキ HIROKI

3 阿部 飛雄馬 アベ ヒュウマ 東京大学大学院 Hyuma

4 梶原 有高 カジワラ アリタカ ひらまつ病院 KAJIWARA

5 桃澤 大祐 モモザワ ダイスケ サン工業 Daisuke

6 佐藤 諒太 サトウ リョウタ 警視庁 SATORYO

7 松井 俊介 マツイ シュンスケ 松戸陸協 SHUNSUKE

8 古谷 純平 フルヤ ジュンペイ FURUYA

9 苗村 隆広 ナムラ タカヒロ NAMURA

10 横内 佑太朗 ヨコウチ ユウタロウ TeamASICS YOKOYOKO

11 古田 尚太郎 フルタ ショウタロウ teamSONIC SHOCHAN

12 安藤 勘太 アンドウ カンタ 流通経済大学 KANTA

13 清谷 公紀 セダニ コオキ 横浜市陸競 K.Sedani

14 笹田 直太 ササダ ナオタ NAOTA

15 福元 翔輝 フクモト ショウキ 明星学園教員 FUKUMOTO

16 政田 勇輝 マサダ ユウキ MASADA

17 内田 拓希 ウチダ ヒロキ 小田原NR SHIBA

18 松本 大寛 マツモト マサヒロ team-Y MASA

19 飯田 勇希 イイダ ユウキ KP YUKI

20 玉澤 良太 タマザワ リョウタ パーソナル情報システム TAMACHAN

21 有村 誠太朗 アリムラ セイタロウ 千葉陸協 seita

22 加藤 拓海 カトウ タクミ RFA Japan KATO

23 坂上 佳也 サカガミ ヨシヤ RFA GAMI

24 伊藤 彬浩 イトウ アキヒロ 船橋市消防局 AKIHIRO

25 田村 健人 タムラ ケント 株式会社Neweffort tamuken

26 大澤 隼人 オオサワ ハヤト 秦野RC OSAWA

27 山崎 瑞希 ヤマザキ ミズキ 秦野RC YAMAZAKI

28 井川 大我 イカワ タイガ 都立駒場高校 TAIGA

29 河合 謙一 カワイ ケンイチ JSA FRC KAWAI

30 横内 悠 ヨコウチ ユウ 東京陸協 MOZU

31 蒲生 晟也 ガモウ セイヤ SEIYA

32 椿 浩平 ツバキ コウヘイ KOHEI

33 布谷 基 ヌノヤ モトイ 滝沢市陸協 MOTSU

34 枡川 健太郎 マスカワ ケンタロウ 東京陸協 KENTARO

35 Gary Wilberforce ギャリー ウィルバーフォース 南蛮連合 Gary

36 平野 慶介 ヒラノ ケイスケ TEAMRxL keifarah

37 水越 進一 ミズコシ ノブカズ 足柄下郡陸協 NOBU

38 安松 青葉 ヤスマツ アオバ アクサスホールディングス LetsTry

39 笹井 南斗 ササイ ミナト 法政大学第二体育会 MINATO

40 長岡 甲斐斗 ナガオカ カイト 法大部 Gyaokas

41 阿部 哲也 アベ テツヤ ABE

42 緑川 優 ミドリカワ ユウ TeamM×K Yu

43 葛窪 千晴 クズクボ チハル 小金井おじ練 CHIHARU

44 内田 昌寛 ウチダ マサヒロ 藤沢市陸協 MASSA

45 根本 樹 ネモト イツキ ITSUKI

46 北村 尭之 キタムラ タカユキ G大学 TKYK

47 北條 巧 ホウジョウ タクミ 博慈会、NTT東日本・NTT西日本 HOJO

① PM 三津家貴也 PM 小檜山力

② PM 井下裕貴

③ PM 佐藤達也

④ PM 竹澤想大


