
＜日時＞

＜場所＞

＜受付＞

＜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 13:00 12:50 12:30 47名
5000m 男女 2組 13:25 13:15 12:55 43名
5000m 男女 3組 13:50 13:40 13:20 44名
5000m 男女 4組 14:15 14:05 13:45 47名
1500m 男女 1組 14:40 14:30 14:10 21名
1500m 男女 2組 14:48 14:38 14:18 23名
1500m 男女 3組 14:56 14:46 14:26 18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

1500m 男子 1組 15:04 14:54 14:34 23名
1500m 男子 2組 15:12 15:02 14:42 19名
1500m 男子 3組 15:20 15:10 14:50 20名
5000m 男子 1組 15:28 15:18 14:58 43名
5000m 男子 2組 15:50 15:40 15:20 47名
5000m 男子 3組 16:10 16:00 15:40 45名
5000m 男子 4組 16:30 16:20 16:00 42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。
・エントリー多数につき、当日エントリーは受付できませんので、ご了承ください。
・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やや後方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29回 MxKディスタンス プログラム

2020年3月20日（金）13時00分～16時50分

代々木公園陸上競技場

12時05分～競技開始30分前迄 代々木公園陸上競技場 入口



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 13:00

ペースメーカー:①20分00秒、②20分30秒、③21分00秒、④22分00秒

No 氏 名 カナ 所 属 記録
1 木山 宏 キヤマ ヒロシ なし 着
2 川島 大亮 カワシマ ダイスケ なし 着
3 山下 剛正 ヤマシタ ヨシタカ パレラン 着
4 桃井 浩 モモイ ヒロシ 松戸健走会 着
5 関根 正之 セキネ マサユキ なし 着
6 中村 端寿 ナカムラ マサカズ ５ＲＣ 着
7 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ なし 着
8 浦 もみじ ウラ モミジ なし 着
9 倉田 靖士 クラタ ヤスシ なし 着
10 高須 進一 タカス シンイチ なし 着
11 尾方 優作 オガタ ユウサク なし 着
12 斎藤 繁範 サイトウ シゲノリ なし 着
13 吉田 周 ヨシダ シュウ なし 着
14 山徳 昌宏 ヤマトク マサヒロ なし 着
15 大槻 知史 オオツキ サトシ つじかぜac 着
16 高橋 博之 タカハシ ヒロユキ 海老名市陸協 着
17 笠原 進 カサハラ ススム なし 着
18 小阪 健介 コサカ ケンスケ なし 着
19 御影 卓也 ミカゲ タクヤ なし 着
20 石井 俊太 イシイ シュンタ なし 着
21 三舩 絵菜 ミフネ エナ なし 着
22 着
23 横川 美沙 ヨコカワ ミサ TeamM×K 着
24 大平 裕美子 オオヒラ ユミコ なし 着
25 橋本 誠紀 ハシモト マサノリ ランニングマン 着
26 庄田 真人 ショウダ マサト なし 着
27 新嶋 明 ニイジマ アキラ 藤原商会 着
28 早坂 孝治 ハヤサカ タカハル なし 着
29 木村 哲 キムラ サトシ なし 着
30 上野 浩一 ウエノ コウイチ なし 着
31 木塚 宣明 キヅカ ノブアキ 茨城太田走友会 着
32 村木 建治 ムラキ ケンジ なし 着
33 榊原 光樹 サカキハラ コウキ なし 着
34 清水 孝行 シミズ タカユキ 鎌田組１９８７ 着
35 渡邊 浩太 ワタナベ コウタ なし 着
36 小島 正彦 コジマ マサヒコ なし 着
37 田中 和宮 タナカ カズミ 多摩川サブスリー 着
38 冨森 ゆみ子 トミモリ ユミコ なし 着
39 本田 牧子 ホンダ マキコ なし 着
40 ⾧谷川 新 ハセガワ シン なし 着
41 中高 ひろみ ナカタカ ヒロミ なし 着
42 石井 正樹 イシイ マサキ なし 着
43 市耒 小弓 イチキ サユミ CR2東日本 着
44 新井 祐介 アライ ユウスケ Tokotokojog 着
45 田中 久善 タナカ ヒサヨシ Team M×K 着
46 下河 弘幸 シモカワ ヒロユキ なし 着
47 小川 大介 オガワ ダイスケ なし 着
48 沖本 茂 オキモト シゲル なし 着

- 緑川 優 ミドリカワ ユウ 栃木陸協 20分00秒0
- 河合 謙一 カワイ ケンイチ 東京陸協 20分30秒0
- 中山 晃一 ナカヤマ コウイチ TeamMxK 21分00秒0
- 塩谷 信二 シオヤ シンジ 東京陸協 22分00秒0

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 13:25

ペースメーカー:①18分50秒、②19分10秒、③19分30秒
No 氏 名 カナ 所 属 記録
1 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ クラブR2東日本 着
2 中村 卓哉 ナカムラ タクヤ なし 着
3 九島 玲欧奈 クシマ レオナ 立川バス 着
4 谷口 智哉 タニグチ トシヤ なし 着
5 櫻井 芳夫 サクライ ヨシオ なし 着
6 鷺森 愛子 サギモリ アイコ なし 着
7 高橋 立志 タカハシ リツシ なし 着
8 宮本 類 ミヤモト ルイ なし 着
9 保岡 昌彦 ヤスオカ マサヒコ なし 着
10 染野 かずみ ソメノ カズミ なし 着
11 山崎 加央里 ヤマザキ カオリ なし 着
12 小俣 尚悟 オマタ ショウゴ なし 着
13 三沢 秀樹 ミサワ ヒデキ なし 着
14 磯野 公男 イソノ キミオ なし 着
15 岩田 惠五 イワタ ケイゴ 逗子市陸協 着
16 佐野 哲也 サノ テツヤ なし 着
17 戸恒 亮一 トツネ リョウイチ ドリトレ 着
18 河原 慎吾 カワハラ シンゴ 信越駅伝部 着
19 井手 一幸 イデ カズユキ なし 着
20 松山 颯平 マツヤマ ソウヘイ なし 着
21 小穴 まゆみ オアナ マユミ なし 着
22 遠藤 雅広 エンドウ マサヒロ なし 着
23 好士 理恵子 コウシ リエコ ミズノRC 着
24 國島 秀二 クニシマ シュウジ ハリアーズ 着
25 田村 一也 タムラ カズヤ 埼玉南走友会 着
26 吉岡 誠一郎 ヨシオカ セイイチロウラフラフＲＣ 着
27 萩野谷 賢太 ハギノヤ ケンタ なし 着
28 峰岸 裕郎 ミネギシ ヒロオ なし 着
29 久冨 道玄 ヒサトミ ミチハル なし 着
30 井上 宜久 イノウエ ノリヒサ Team M×K 着
31 杉森 智 スギモリ サトシ TeamMxK 着
32 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウモンベル 着
33 馬詰 義明 ウマヅメ ヨシアキ TeamMxK 着
34 松本 悟郎 マツモト ゴロウ 二子玉川走友会 着
35 足立 俊宏 アダチ トシヒロ なし 着
36 星 広美 ホシ ヒロミ DAC 着
37 上原 陽明 ウエハラ ヨシアキ DreamAC 着
38 松崎 公平 マツザキ コウヘイ 埼玉大井ＲＣ 着
39 着
40 龍野 貴光 リュウノ タカミツ なし 着
41 春山 裕介 ハルヤマ ユウスケ はだし駅伝部 着
42 大矢 勝之 オオヤ カツユキ なし 着
43 中尾 直次 ナカオ ナオツグ GRlab関東 着
44 中島 勅人 ナカジマ ノリト ダブルピース部 着
45 着
- 河合 謙一 カワイ ケンイチ 東京陸協 18分50秒0
- 中山 晃一 ナカヤマ コウイチ TeamMxK 19分10秒0
- 塩谷 信二 シオヤ シンジ 東京陸協 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 13:50

ペースメーカー:①17分50秒、②18分10秒、③18分30秒
No 氏 名 カナ 所 属 記録
1 中島 立人 ナカジマ リツト レジェンズ 着
2 芳澤 康太郎 ヨシザワ コウタロウなし 着
3 関根 雄太 セキネ ユウタ なし 着
4 戸村 健 トムラ ケン なし 着
5 川井 勉 カワイ ツトム なし 着
6 宮村 裕紀 ミヤムラ ユウキ PTC 着
7 石橋 健一 イシバシ ケンイチ なし 着
8 太田 聖 オオタ セイ なし 着
9 相澤 良幸 アイザワ ヨシユキ なし 着
10 梅田 卓資 ウメダ タクジ TeamM×K 着
11 松田 文貴 マツダ フミタカ なし 着
12 坂本 久美子 サカモト クミコ 埼玉陸協 着
13 清野 淳也 セイノ ジュンヤ なし 着
14 保坂 行輝 ホサカ コウキ なし 着
15 熊谷 純 クマガイ ジュン なし 着
16 富澤 薫 トミザワ カオル 台灣好吃放浪記 着
17 瀧澤 圭一郎 タキザワ ケイイチロウ読売新聞社 着
18 北川 悟 キタガワ サトル なし 着
19 浅井 将尚 アサイ マサナオ なし 着
20 飯田 健太郎 イイダ ケンタロウ 東京陸協 着
21 松田 洋祐 マツダ ヨウスケ なし 着
22 黒田 智騎 クロダ トモキ どMランナーズ 着
23 早河 輝幸 ハヤカワ テルユキ なし 着
24 千葉 隆史 チバ タカシ なし 着
25 伊藤 健一 イトウ ケンイチ なし 着
26 渡邉 学 ワタナベ マナブ 東京ドMランナーズ 着
27 宮城 克基 ミヤギ カツキ なし 着
28 松谷 祐輔 マツタニ ユウスケ なし 着
29 田畑 一 タバタ ハジム なし 着
30 鶴田 智久 ツルタ トモヒサ TeamMxK 着
31 黒田 なつみ クロダ ナツミ BeBe 着
32 梅田 進也 ウメダ シンヤ なし 着
33 武田 哲治 タケダ テツジ なし 着
34 田中 翔 タナカ ツバサ なし 着
35 着
36 稲垣 督久 イナガキ トクヒサ なし 着
37 梶田 進一郎 カジタ シンイチロウFJRC 着
38 宮野 友里 ミヤノ ユリ GRlab関東 着
39 傍島 稔也 ソバジマ トシヤ なし 着
40 小森 弘喜 コモリ ヒロキ 日高市役所 着
41 名知 哲也 ナチ テツヤ なし 着
42 藤岡 峰 フジオカ タカシ なし 着
43 橋場 武 ハシバ タケシ ＦｉｒｅＲＣ 着
44 吉田 和彦 ヨシダ カズヒコ 小鳥キッス 着
45 阿部 ゆかり アベ ユカリ なし 着
- 三宅 翔太 ミヤケ ショウタ 秦野市役所 17分50秒0
- 緑川 優 ミドリカワ ユウ 栃木陸協 18分10秒0
- 中山 晃一 ナカヤマ コウイチ TeamMxK 18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4組 スタート時刻 14:15

ペースメーカー:①16分30秒、②17分00秒、③17分25秒、④17分45秒
No 氏 名 カナ 所 属 記録
1 相川 拓真 アイカワ タクマ なし 着
2 大久保 弘治郎 オオクボ コウジロウ なし 着
3 小久保 翼 コクボ ツバサ なし 着
4 今野 豪 コンノ タケル なし 着
5 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ なし 着
6 鳥居 邦彦 トリイ クニヒコ CHARUNNERS 着
7 成島 一輝 ナルシマ カズキ なし 着
8 上岡 政裕 ウエオカ マサヒロ なし 着
9 川西 淳司 カワニシ アツシ なし 着
10 望月 佐夢 モチヅキ サム なし 着
11 渡部 剛 ワタナベ ツヨシ カナガワRC 着
12 芹沢 元秀 セリザワ モトヒデ Team M×K 着
13 木村 成志 キムラ セイジ 藤岡地域 着
14 石塚 貴則 イシヅカ ヨシノリ なし 着
15 杉本 孝公 スギモト タカマサ なし 着
16 鈴木 陸哉 スズキ リクヤ 東京陸協 着
17 後藤 憲仁 ゴトウ ノリヒト ザ・キジトラズ 着
18 北村 政貴 キタムラ マサキ なし 着
19 岸 哲也 キシ テツヤ なし 着
20 渡辺 将人 ワタナベ マサト 農家 着
21 下村 秋平 シモムラ シュウヘイ なし 着
22 八木 慶太 ヤギ ケイタ なし 着
23 清田 広輝 セイタ コウキ 川崎市トライアスロンクラブ 着
24 藤野 岳春 フジノ タケハル なし 着
25 鈴木 翔太 スズキ ショウタ なし 着
26 井上 靖数 イカミ ヤスカズ Ｔ・ＴーＡＣ 着
27 安藤 遼太郎 アンドウ リョウタロウなし 着
28 返町 祐太郎 ソリマチ ユウタロウ ハンガーノック 着
29 坂上 琢哉 サカガミ タクヤ あさひの丘病院 着
30 佐伯 智 サエキ サトシ なし 着
31 甲元 辰雄 コウモト タツオ なし 着
32 夛田 敬史 タダ タカフミ 埼玉陸協 着
33 木村 康之 キムラ ヤスユキ TeamMxK 着
34 鎌滝 慧 カマタキ サトシ なし 着
35 ⾧谷川 翔 ハセガワ ショウ なし 着
36 星宮 一木 ホシミヤ カズキ Jクラブ 着
37 菅野 渉 カンノ ワタル Jクラブ 着
38 五畿田 道夫 ゴキタ ミチオ なし 着
39 佐々木 雅典 ササキ マサノリ なし 着
40 木内 武志 キウチ タケシ ニッポンランナーズ 着
41 八巻 太郎 ヤマキ タロウ なし 着
42 喜多川 学 キタガワ マナブ なし 着
43 鈴木 宏之 スズキ ヒロユキ 茨城爆走会 着
44 辻本 和道 ツジモト カズミチ なし 着
45 中村 洋一 ナカムラ ヨウイチ なし 着
46 永田 幸江 ナガタ ユキエ なし 着
47 横山 友洋 ヨコヤマ トモヒロ なし 着
- 河合 謙一 カワイ ケンイチ 東京陸協 16分30秒0
- 阿部 飛雄馬 アベ ヒュウマ 東京大学 17分00秒0
- 瀬川 莉玖 セガワ リク 東京大学 17分25秒0
- 古賀 淳平 コガ ジュンペイ 東京大学 17分45秒0

着順



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 14:40

ペースメーカー:①5分10秒、②5分30秒、③5分50秒

No 氏 名 カナ 所 属 記録
1 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ クラブR2東日本 着
2 川島 大亮 カワシマ ダイスケ なし 着
3 九島 玲欧奈 クシマ レオナ 立川バス 着
4 谷口 智哉 タニグチ トシヤ なし 着
5 櫻井 芳夫 サクライ ヨシオ なし 着
6 中村 端寿 ナカムラ マサカズ ５ＲＣ 着
7 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ なし 着
8 浦 もみじ ウラ モミジ なし 着
9 倉田 靖士 クラタ ヤスシ なし 着
10 高須 進一 タカス シンイチ なし 着
11 中山 拓也 ナカヤマ タクヤ なし 着
12 前野 直人 マエノ ナオト ポポロＡＣ 着
13 林 正仁 ハヤシ マサヒト なし 着
14 西河 輝 ニシカワ アキラ なし 着
15 荒井 万悠 アライ マハル 明星学園中学校 着
16 三沢 秀樹 ミサワ ヒデキ なし 着
17 山﨑 詩大 ヤマザキ ウタ TMRC 着
18 渡辺 綾 ワタナベ アヤ 埼玉マスターズ 着
19 外間 結那 ソトマ ユイナ TMRC 着
20 西山 花音 ニシヤマ カノ TMRC 着
21 今泉 愛子 イマイズミ アイコ なし 着
- 三宅 翔太 ミヤケ ショウタ 秦野市役所 5分10秒0 着
- 緑川 優 ミドリカワ ユウ 栃木陸協 5分30秒0 着
- 久田 淳司 ヒサダ アツシ 東京大学 5分50秒0 着

着順



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 14:48

ペースメーカー:①4分55秒、②5分00秒

No 氏 名 カナ 所 属 記録
1 早川 忠孝 ハヤカワ タダタカ さいたま市 着
2 河野 純平 カワノ ジュンペイ 島本プロジェクト 着
3 鈴木 将夫 スズキ マサオ 東京陸協 着
4 木村 優基 キムラ ユウキ TMRC 着
5 鈴木 友也 スズキ トモヤ フジシロ 着
6 菅原 淳 スガワラ アツシ なし 着
7 テンヘイブ 麻莉夏 テンヘイブ マリナ American School in Japan 着
8 大森 諭 オオモリ サトシ なし 着
9 吉村 健一郎 ヨシムラ ケンイチロウなし 着
10 中島 健治 ナカジマ ケンジ ibuki 着
11 榊原 大樹 サカキバラ ヒロキ 埼玉大井ＲＣ 着
12 佐藤 賢一 サトウ ケンイチ 立川バス 着
13 川西 宏幸 カワニシ ヒロユキ なし 着
14 田川 勇志郎 タガワ ユウシロウ 東山小 着
15 熊谷 純 クマガイ ジュン なし 着
16 富澤 薫 トミザワ カオル 台灣好吃放浪記 着
17 戸恒 亮一 トツネ リョウイチ ドリトレ 着
18 尾方 優作 オガタ ユウサク なし 着
19 岸 哲也 キシ テツヤ なし 着
20 飯田 健太郎 イイダ ケンタロウ 東京陸協 着
21 松田 洋祐 マツダ ヨウスケ なし 着
22 黒田 智騎 クロダ トモキ どMランナーズ 着
23 早河 輝幸 ハヤカワ テルユキ なし 着

- 高橋 風成 カザナリ カザナリ 小川町陸協 4分55秒0
- ⿁頭 壮平 キトウ ソウヘイ 東京大学 5分00秒0

着順



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 14:56

ペースメーカー:①4分30秒、②4分40秒、③4分50秒

No 氏 名 カナ 所 属 記録
1 相川 拓真 アイカワ タクマ なし 着
2 大久保 弘治郎 オオクボ コウジロウ なし 着
3 小久保 翼 コクボ ツバサ なし 着
4 今野 豪 コンノ タケル なし 着
5 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ なし 着
6 鳥居 邦彦 トリイ クニヒコ CHARUNNERS 着
7 成島 一輝 ナルシマ カズキ なし 着
8 太田 聖 オオタ セイ なし 着
9 相澤 良幸 アイザワ ヨシユキ なし 着
10 皆葉 亮 ミナバ リョウ なし 着
11 波多野 陽介 ハタノ ヨウスケ ニッポンランナーズ 着
12 笹本 浩司 ササモト コウジ なし 着
13 遊佐 慎 ユサ マコト GMアスリート 着
14 平田 昭雄 ヒラタ アキオ ダイヤモンドプリンセス 着
15 山田 啓介 ヤマダ ケイスケ なし 着
16 矢島 和樹 ヤジマ カズキ 東京陸協 着
17 勘舎 方敬 カンジャ マサヨシ TeamMxK 着
18 内山 魁人 ウチヤマ カイト 錦台中学校 着
19 着
20 着
- 阿部 飛雄馬 アベ ヒュウマ 東京大学 4分30秒0 着
- 瀬川 莉玖 セガワ リク 東京大学 4分40秒0 着
- 古賀 淳平 コガ ジュンペイ 東京大学 4分50秒0 着

着順



MxKディスタンスチャレンジ （公認の部）
1500m 男子1組 スタート時刻 15:04

ペースメーカー:①4分20秒、②4分25秒、③4分30秒

No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録
1 大西 竜洋 オオニシ タツヒロ 末脚ダイナマイト 東京都 着
2 大高 達典 オオタカ タツノリ 能代山本陸協 秋田県 着
3 瀧野 幹拡 タキノ ミキヒロ DAC(筑駒高) 東京都 着
4 吉田 暖大 ヨシダ ヒナタ 東山中学校 東京都 着
5 斎藤 湧歩 サイトウ ユウホ ＷｉｎｄＲＵＮ 東京都 着
6 木谷 僚 キヤ ツカサ 茨城陸協 茨城県 着
7 木村 創 キムラ ツクル 埼玉陸協 埼玉県 着
8 大塚 晴貴 オオツカ ハルキ 埼玉陸協 埼玉県 着
9 奥村 哲生 オクムラ テツオ 静岡陸協 静岡県 着
10 佐藤 匠 サトウ ショウ 明星学園中学校 東京都 着
11 鈴木 雄太 スズキ ユウタ 明星学園中学校 東京都 着
12 後藤 大樹 ゴトウ ダイキ WindRun 東京都 着
13 若月 法洋 ワカツキ ノリヒロ 東京陸協 東京都 着
14 井上 浩 イノウエ ヒロシ 東京陸協 東京都 着
15 中澤 徹 ナカザワ トオル 川越市陸協 埼玉県 着
16 植村 雄一郎 ウエムラ ユウイチロウBreakthrough 東京都 着
17 角田 幹之 ツノダ モトユキ TRACK TOKYO 東京都 着
18 田川 誠志郎 タガワ セイシロウ 東山中 東京都 着
19 上野 翔太郎 ウエノ ショウタロウ 東山中 東京都 着
20 窪田 俊郎 クボタ トシロウ ピッツキューブRC 東京都 着
21 久田 淳司 ヒサダ アツシ 東京大学 愛知県 4分20秒0 着
22 高橋 風成 カザナリ カザナリ 小川町陸協 埼玉県 4分25秒0 着
23 ⿁頭 壮平 キトウ ソウヘイ 東京大学 東京都 4分30秒0 着



MxKディスタンスチャレンジ （公認の部）
1500m 男子2組 スタート時刻 15:12

ペースメーカー:①4分05秒、②4分10秒、③4分15秒

No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録
1 橋場 守 ハシバ マモル 東京陸協 東京都 着
2 中澤 真大 ナカザワ マヒロ 中体連 埼玉県 着
3 金子 晃裕 カネコ アキヒロ コモディイイダ 東京都 着
4 安田 有佑 ヤスダ ユウスケ 東京外国語大学 三重県 着
5 根本 樹 ネモト イツキ 浦和南高校 埼玉県 着
6 黒木 瞬 クロキ シュン 甲斐市陸協 山梨県 着
7 渡辺 将悟 ワタナベ ショウゴ 東京陸協 東京都 着
8 木内 博之 キウチ ヒロユキ 千葉陸協 千葉県 着
9 吉岡 龍一 ヨシオカ リュウイチ柏市立田中中学校 千葉県 着
10 佐々木 亮一 ササキ リョウイチ 東京工業大学 神奈川県 着
11 内藤 和也 ナイトウ カズヤ 千葉陸協 千葉県 着
12 荒幡 哲治 アラハタ テツハル 東京陸協 東京都 着
13 齋藤 堪汰 サイトウ カンタ 島本プロジェクト 東京都 着
14 多賀 ⾧門 タガ ナガト 島本プロジェクト 東京都 着
15 岩瀬 弘之 イワセ ヒロユキ ＳＷＡＣ 東京都 着
16 中村 佑哉 ナカムラ ユウヤ ウマボーイ.com 埼玉県 着
17 着
18 着
19 着
20 着
21 阿部 飛雄馬 アベ ヒュウマ 東京大学 岩手県 4分05秒0 着
22 瀬川 莉玖 セガワ リク 東京大学 宮城県 4分10秒0 着
23 古賀 淳平 コガ ジュンペイ 東京大学 栃木県 4分15秒0 着

着順



MxKディスタンスチャレンジ （公認の部）
1500m 男子3組 スタート時刻 15:20

ペースメーカー:①3分50~52秒、②3分56秒、③4分00秒

No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録
1 松村 陣之助 マツムラ ジンノスケ コモディイイダ 東京都 着
2 大倉 和樹 オオクラ カズキ 一橋大学 東京都 着
3 柳原 真人 ヤナギハラ マサト 坂戸市陸協 埼玉県 着
4 伊藤 翔流 イトウ カケル 日大生産工 千葉県 着
5 井向 晋太郎 イムキ シンタロウ 上尾市陸協 埼玉県 着
6 福澤 元己 フクザワ モトキ 一橋大学 東京都 着
7 林 弘健 リン コウケン 東京工業大学 東京都 着
8 芝江 柾葵 シバエ マサキ 東京工業大学 東京都 着
9 岸本 航輝 キシモト コウキ 東京工業大学 広島県 着
10 霜鳥 義仁 シモトリ ヨシヒト 東京工業大学 新潟県 着
11 田村 翼 タムラ ツバサ 上尾市陸協 埼玉県 着
12 井上 暁人 イノウエ アキヒト 東京工業大学 愛知県 着
13 塩田 匠 シオダ タクミ 東京工業大学大学院 埼玉県 着
14 桝本 裕真 マスモト ユウマ 東京陸協 東京都 着
15 岩田 悠希 イワタ ユウキ one's 千葉県 着
16 田口 雅也 タグチ マサヤ 上尾市陸協 埼玉県 着
17 着
18 着
19 着
20 風戸 啓希 カザト ヒロキ 東京海上日動 千葉県 着
21 久田 淳司 ヒサダ アツシ 東京大学 愛知県 3分52秒0 着
22 高橋 風成 カザナリ カザナリ 小川町陸協 埼玉県 3分56秒0 着
23 ⿁頭 壮平 キトウ ソウヘイ 東京大学 東京都 4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 15:28

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 大石 真裕 オオイシ マサヒロ 静岡陸協 静岡県 着
2 武藤 真弘 ムトウ マサヒロ 東京陸協 東京都 着
3 安室 政司 ヤスムロ マサシ 東京地下鉄 東京都 着
4 梁瀬 将史 ヤナセ マサフミ 静岡陸協 静岡県 着
5 渡邉 遼平 ワタナベ リョウヘイ作．AC札幌 北海道 着
6 住田 龍也 スミダ タツヤ 千葉陸協 千葉県 着
7 千葉 純也 チバ ジュンヤ 埼玉陸協 埼玉県 着
8 木内 博之 キウチ ヒロユキ 千葉陸協 千葉県 着
9 吉田 亘 ヨシダ ワタル 東京陸協 東京都 着
10 澤 信吾 サワ シンゴ クラブR2東日本 東京都 着
11 岩田 貴一 イワタ キイチ 川崎市陸競 神奈川県 着
12 雨宮 俊祐 アメミヤ シュンスケ山梨県庁 山梨県 着
13 石崎 智己 イシザキ トモキ リスタート 東京都 着
14 井上 浩 イノウエ ヒロシ 東京陸協 東京都 着
15 中澤 徹 ナカザワ トオル 川越市陸協 埼玉県 着
16 植村 雄一郎 ウエムラ ユウイチロウBreakthrough 東京都 着
17 角田 幹之 ツノダ モトユキ TRACK TOKYO 東京都 着
18 坂本 達哉 サカモト タツヤ 東京陸協 東京都 着
19 横山 烈 ヨコヤマ レツ クラブR2東日本 東京都 着
20 岩川 純也 イワカワ ジュンヤ 住友化学 大阪府 着
21 當金 卓大 トウガネ タカヒロ 埼玉マスターズ 埼玉県 着
22 阿部 靖 アベ ヤスシ 東京陸協 東京都 着
23 古城戸 真之 フルキド マサユキ 鳩印G＆T川崎 神奈川県 着
24 本宮 亨 モトミヤ トオル ラチエンランニングAC 神奈川県 着
25 小西 宏侑 コニシ ヒロユキ TeamMxK 東京都 着
26 河野 祐介 カワノ ユウスケ WindRun 東京都 着
27 齋木 進 サイキ ススム CHIBA RUNNERS.m 千葉県 着
28 森 孝博 モリ タカヒロ 東京陸協 東京都 着
29 中山 知昭 ナカヤマ トモアキ GRlab関東 東京都 着
30 本郷 孝知 ホンゴウ タカアキ Team MxK 東京都 着
31 着
32 鈴木 陸哉 スズキ リクヤ 東京陸協 東京都 着
33 福井 準 フクイ ジュン 東京陸協 東京都 着
34 守屋 一博 モリヤ カズヒロ クラブR2東日本 東京都 着
35 藤井 将大 フジイ マサヒロ 東京陸協 東京都 着
36 中島 圭一 ナカシマ ケイイチ 福岡市役所 福岡県 着
37 高橋 麗男 タカハシ レオ 東京工業大学 千葉県 着
38 新井 優太 アライ ユウタ 坂戸市陸協 埼玉県 着
39 柳沢 薫 ヤナギサワ カオル 東京陸協 東京都 着
40 三宅 翔太 ミヤケ ショウタ 秦野市役所 神奈川県 17分00秒0 着
41 勘舎 方敬 カンジャ マサヨシ TeamMxK 東京都 着
42 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 日税ビジネス 東京都 16分45秒0 着
43 秋山 太陽 アキヤマ タイヨウ 森ビル 東京都 16分30秒0 着
44 橋本 健太郎 ハシモト ケンタロウメディフォームＡＣ 東京都 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 15:50

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 登録陸協 記録
1 中山 貴史 ナカヤマ タカシ 花巻AC 岩手県 着
2 中澤 真大 ナカザワ マヒロ 中体連 埼玉県 着
3 吉田 匠吾 ヨシダ ショウゴ 富士森走友会 東京都 着
4 中村 達揮 ナカムラ タツキ 帝京平成大学 神奈川県 着
5 竹中 陽平 タケナカ ヨウヘイ 千葉陸協 千葉県 着
6 毛利 陽人 モウリ ハルト 一橋大学 宮城県 着
7 中水 佑 ナカミズ ユウ 茨城陸協 茨城県 着
8 山田 瑞穂 ヤマダ ミズホ さいたま走翔 埼玉県 着
9 松崎 哲平 マツザキ テッペイ 三鷹市陸協 東京都 着
10 井上 明弘 イノウエ アキヒロ 横須賀市陸協 神奈川県 着
11 山本 昌孝 ヤマモト マサタカ 多摩川クラブ 東京都 着
12 井上 暁人 イノウエ アキヒト 東京工業大学 愛知県 着
13 戸田 昂 トダ タカシ 東京陸協 東京都 着
14 佐藤 懸 サトウ ケン 松戸市陸協 千葉県 着
15 宮川 研悟 ミヤガワ ケンゴ クラブR2東日本 東京都 着
16 加藤 健尚 カトウ タケヒサ 愛知県庁クラブ 愛知県 着
17 山本 晃之 ヤマモト アキユキ 蒲郡クラブ 愛知県 着
18 田中 風舞 タナカ フウマ 宇都宮高校 栃木県 着
19 千田 俊輔 センダ シュンスケ クラブＲ２北海道 北海道 着
20 伊藤 正隆 イトウ マサタカ 東京陸協 東京都 着
21 酒井 敦志 サカイ アツシ 狛江市陸協 東京都 着
22 佐藤 淳也 サトウ ジュンヤ ほくとＪＣ 北海道 着
23 浅井 創太 アサイ ソウタ 陸上競技多摩川クラブ 東京都 着
24 鷹觜 厚宜 タカノハシ アツキ 埼玉陸協 埼玉県 着
25 生井 将人 ナマイ マサト 茨城陸協 茨城県 着
26 若松 鉄也 ワカマツ テツヤ 大和市陸協 神奈川県 着
27 山下 和真 ヤマシタ カズマ Jクラブ 東京都 着
28 一條 敦弘 イチジョウ アツヒロ 東京工業大学 埼玉県 着
29 内藤 航平 ナイトウ コウヘイ 東京工業大学 神奈川県 着
30 柚木﨑 正彦 ユノキザキ マサヒコ 学習院大学 東京都 着
31 赤澤 省吾 アカザワ ショウゴ 東京地下鉄 東京都 着
32 岡田 達明 オカダ タツアキ 東京陸協 東京都 着
33 渡辺 大 ワタナベ タカシ 南陽東置賜陸協 山形県 着
34 恵藤 宏紀 エトウ ヒロキ カナガワRC 埼玉県 着
35 風間 龍介 カザマ リュウスケ 東京陸協 東京都 着
36 網谷 直紀 アミタニ ナオキ 富山陸協 富山県 着
37 森 雅俊 モリ マサトシ 陸上競技多摩川クラブ 東京都 着
38 花井 志朗 ハナイ シロウ 北海道陸協 東京都 着
39 座間 保成 ザマ ヤスナリ ＪＲ東日本千葉 千葉県 着
40 鈴木 大樹 スズキ ヒロキ クラブR2東日本 神奈川県 着
41 浜崎 航太郎 ハマサキ コウタロウ早稲田大学陸上同好会 東京都 着
42 安喰 太郎 アグイ タロウ Harriers 東京都 着
43 秋山 太陽 アキヤマ タイヨウ 森ビル 東京都 16分20秒0 着
44 井下 裕貴 イノシタ ユウキ 川越市陸協 埼玉県 15分50秒0 着
45 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 千葉陸協 千葉県 16分05秒0 着
46 酢谷 耕太 スダニ コウタ TEAM R×L+ 埼玉県 着
47 猫 ひろし ネコ ヒロシ アスリートスマイルＲＣ 東京都 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:①15分00秒、②15分20秒、③15分40秒

No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録
1 橋場 守 ハシバ マモル 東京陸協 東京都 着
2 丸山 開陸 マルヤマ カイリ 上州アスリートクラブ 群馬県 着
3 勝又 洋人 カツマタ ヒロト 早稲田大学陸上競技同好会 東京都 着
4 安田 有佑 ヤスダ ユウスケ 東京外国語大学 三重県 着
5 大垣 秀介 オオガキ シュウスケ東京陸協 東京都 着
6 黒木 瞬 クロキ シュン 甲斐市陸協 山梨県 着
7 渡辺 将悟 ワタナベ ショウゴ 東京陸協 東京都 着
8 島田 仁 シマダ ジン 羽生市陸協 埼玉県 着
9 瀬川 京祐 セガワ ケイスケ 横浜国立大学 埼玉県 着
10 木村 麟太郎 キムラ リンタロウ 高崎経済大学 愛媛県 着
11 田畑 俊樹 タバタ トシキ 新潟大学 東京都 着
12 宮澤 賢太 ミヤザワ ケンタ 上智大学 群馬県 着
13 福元 翔輝 フクモト ショウキ 町田市陸協 東京都 着
14 袴田 翔 ハカマタ ショウ 東京陸協 東京都 着
15 津田 昌樹 ツダ マサキ 愛知県庁クラブ 愛知県 着
16 清原 和博 キヨハラ カズヒロ 橋本走友会 神奈川県 着
17 名取 恭平 ナトリ キョウヘイ 千葉陸協 千葉県 着
18 菊地 拓人 キクチ タクト 学習院大学 東京都 着
19 平山 大智 ヒラヤマ ダイチ 牛久走友会 茨城県 着
20 永見 聡一朗 ナガミ ソウイチロウ東京陸協 東京都 着
21 坂上 佳也 サカガミ ヨシヤ 千葉陸協 千葉県 着
22 松川 隼也 マツカワ トシヤ 東京陸協 東京都 着
23 河合 謙一 カワイ ケンイチ 東京陸協 東京都 着
24 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
25 南雲 信之介 ナンクモ シンノスケ東京陸協 東京都 着
26 葛窪 千晴 クズクボ チハ 三鷹市陸協 東京都 着
27 石川 徹 イシカワ トオル 川越市陸協 埼玉県 着
28 川嶋 洋平 カワシマ ヨウヘイ 坂戸市陸協 埼玉県 着
29 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ 芦屋市陸協 兵庫県 着
30 北村 尭之 キタムラ タカユキ 学習院大学 埼玉県 着
31 村川 雄一 ムラカワ ユウイチ 東京陸協 東京都 着
32 鈴木 健祐 スズキ ケンスケ 茨城陸協 茨城県 着
33 梶山 拓真 カジヤマ タクマ 学習院大学 茨城県 着
34 池上 大輔 イケガミ ダイスケ 愛知県庁クラブ 愛知県 着
35 西郷 孝一 サイゴウ タカヒト 矢巾温泉陸協 岩手県 着
36 佐藤 壮 サトウ タケシ 東京消防庁 東京都 着
37 加藤 可己 カトウ ヨシキ WindRun 東京都 着
38 木村 良将 キムラ ヨシマサ DSAC 茨城県 着
39 馬場 祐吾 ババ ユウゴ 横浜市陸協 神奈川県 着
40 三宅 翔太 ミヤケ ショウタ 秦野市役所 神奈川県 着
41 梶原 有高 カジワラ アリタカ ひらまつ病院 佐賀県 15分00秒0 着
42 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 日税ビジネス 東京都 15分20秒0 着
43 秋山 太陽 アキヤマ タイヨウ 森ビル 東京都 15分40秒0 着
44 緑川 優 ミドリカワ ユウ 栃木陸協 栃木県 着
45 荒木 数也 アラキ カズヤ ももんが動物園 東京都 着

着順



MxKディスタンスチャレンジ （公認の部）
5000m 男子4組 スタート時刻 16:30

ペースメーカー:①14分05秒、②14分30秒、③14分45秒、④15分00秒

No 氏 名 カナ 所 属 登録陸協 記録
1 松村 陣之助 マツムラ ジンノスケコモディイイダ 東京都 14分05秒0 着
2 木田 貴大 キダ タカヒロ コモディイイダ 東京都 着
3 黒河 一輝 クロカワ カズキ コモディイイダ 東京都 着
4 黒田 雄紀 クロダ ユウキ コモディイイダ 東京都 着
5 宮本 甲斐 ミヤモト カイ コモディイイダ 東京都 着
6 村上 優輝 ムラカミ ユウキ コモディイイダ 東京都 着
7 佐藤 晃章 サトウ テルアキ コモディイイダ 東京都 着
8 高橋 光晃 タカハシ ミツアキ コモディイイダ 東京都 着
9 佐藤 達也 サトウ タツヤ 警視庁 東京都 着
10 市田 拓海 イチダ タクミ 警視庁 東京都 着
11 佐藤 諒太 サトウ リョウタ 警視庁 東京都 着
12 小山 祐貴 オヤマ ユウキ 東京陸協 東京都 着
13 塩田 匠 シオダ タクミ 東京工業大学大学院 埼玉県 着
14 川内 鮮輝 カワウチ ヨシキ Jaybird 埼玉県 着
15 海老沼 太志 エビヌマ タイシ MKプロジェクト 栃木県 着
16 千葉 廉也 チバ レンヤ 明治学院大学 東京都 着
17 五郎谷 俊 ゴロウタニ シュン コモディイイダ 東京都 着
18 岡山 春紀 オカヤマ ハルキ コモディイイダ 東京都 着
19 田島 光 タジマ ヒカル コモディイイダ 東京都 着
20 大久保 陸人 オオクボ リクト コモディイイダ 東京都 着
21 土居森 諒 ドイモリ リョウ コモディイイダ 東京都 着
22 市村 竜樹 イチムラ タツキ コモディイイダ 東京都 着
23 内田 昌寛 ウチダ マサヒロ 藤沢市陸協 神奈川県 着
24 小橋 新 コバシ アラタ 桜美林大学 岩手県 着
25 樽木 将吾 タルキ ショウゴ 小田原市役所 神奈川県 着
26 加世田 雅之 カセダ マサユキ 千葉陸協 千葉県 着
27 木村 大地 キムラ ダイチ 宮城陸協 宮城県 着
28 平野 慶介 ヒラノ ケイスケ TEAM RxL 東京都 着
29 飯田 豊 イイダ ユタカ 上智大学 埼玉県 着
30 井上 卓哉 イノウエ タクヤ 上智大学 千葉県 着
31 嶋崎 敬太 シマザキ ケイタ 青梅市陸協 東京都 着
32 着
33 中谷 謙太 ナカヤ ケンタ さいたま市陸協 埼玉県 着
34 山口 拓海 ヤマグチ タクミ ぬまちゃんず 愛知県 着
35 宮原 卓 ミヤハラ タク ⾧崎⾧与ＡＣ ⾧崎県 着
36 水越 進一 ミズコシ ノブカズ 星槎道都大学 神奈川県 着
37 土橋 晋也 ドバシ シンヤ アスリーツ・ラボ 北海道 着
38 着
39 富張 裕紀 トミハリ ユウキ TMRC 神奈川県 着
40 鎌田 紘宜 カマダ ヒロキ TeamMxK 東京都 着
41 梶原 有高 カジワラ アリタカ ひらまつ病院 佐賀県 14分30秒0 着
42 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 日税ビジネス 東京都 着
43 松本 翔 マツモト ショウ 日税ビジネス 東京都 着
44 井下 裕貴 イノシタ ユウキ 川越市陸協 埼玉県 14分45秒0 着
45 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 千葉陸協 千葉県 15分00秒0 着

着順


