
＜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 14:30 14:25 14:00 24名

1500m 男女 2組 14:40 14:35 14:10 23名

1500m 男女 3組 14:50 14:45 14:20 20名

1500m 男女 4組 15:00 14:55 14:30 23名

1500m 男女 5組 15:10 15:05 14:40 23名

1500m 男女 6組 15:20 15:15 14:50 21名

1500m 男女 7組 15:28 15:23 14:58 19名

1500m 男女 8組 15:36 15:31 15:06 17名

1500m 男女 9組 15:44 15:39 15:14 22名

1500m 男女 10組 15:52 15:47 15:22 22名

3000m 男女 1組 16:00 15:55 15:30 36名

3000m 男女 2組 16:20 16:15 15:50 35名

3000m 男女 3組 16:35 16:30 16:05 35名

3000m 男女 4組 16:50 16:45 16:20 32名

5000m 男女 1組 17:05 17:00 16:35 43名

5000m 男女 2組 17:35 17:30 17:05 41名

5000m 男女 3組 18:00 17:55 17:30 41名

5000m 男女 4組 18:23 18:18 17:53 40名

5000m 男女 5組 18:46 18:41 18:16 39名

5000m 男女 6組 19:08 19:03 18:38 30名

5000m 男女 7組 19:30 19:25 19:00 36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付できませんので、ご了承ください。

・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。

・記録証は希望者全員に、記録掲示後に発行します。開催日当日に発行所までお越しください。

　※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

第33回 MxKディスタンストライアル

2020年8月10日（月）14時30分～19時45分

代々木公園陸上競技場（織田フィールド）

13時20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/


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 14:30

ペースメーカー:①5分30秒、②5分45秒、③6分00秒、④7分00秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 川合 千春 カワイ チハル chippa
2 木山 宏 キヤマ ヒロシ HIROSHI
3 小川 佳延 オガワ ヨシノブ OGAWA
4 御影 卓也 ミカゲ タクヤ TAKUYA
5 吉村 明 ヨシムラ アキラ IYs IYs
6 中島 美音 ナカジマ ミオ MIO
7 菊池 諒香 キクチ リョウカ 農大走好会 RYOKA
8 本田 牧子 ホンダ マキコ 関東ＲＣ MAKI
9 石川 恵 イシカワ メグミ 東京WINGS MEG
10 下田 智大 シモダ トモヒロ TOMO
11 住野 遼太郎 スミノ リョウタロウ smirnoff
12 芳野 高太郎 ヨシノ コウタロウ YOSHI
13 小田中 隆二 オダナカ リュウジ ODANAKA
14 山﨑 詩大 ヤマザキ ウタ 矢口ランニングクラブ UTA
15 西山 花音 ニシヤマ カノ 矢口ランニングクラブ KANO
16 鈴木 徹平 スズキ テッペイ teamMxK suzuhei
17 水野 麻子 ミズノ アサコ 川崎市陸協 MERCURY
18 辻 安洋 ツジ ヤスヒロ Yasuhiro
19 新嶋 明 ニイジマ アキラ RSLAB AKIRA
20 猪狩 忠昭 イガリ タダアキ T3 GARI
21 吉田 千香 ヨシダ チカ 狛ラン CHIKA
22 武田 太郎 タケダ タロウ TARO
23 橋本 龍 ハシモト リュウ 成城学園 RYU
24 清水 孝行 シミズ タカユキ 鎌田組１９８７ SHIMIZU
- PM 澁谷宥介
- PM 山口純平
- PM たむじょー
- PM M高史



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 14:40

ペースメーカー:①5分00秒、②5分07秒、③5分15秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 橋本 隆正 ハシモト タカマサ つじかぜＡＣ HASSIE
2 川島 大亮 カワシマ ダイスケ 東京陸協 KAWASHIMA
3 谷口 智哉 タニグチ トシヤ TANIGUCHI
4 鈴木 祐光 スズキ マサミツ masa
5 木下 翔 キノシタ ショウ RiSE KiNO
6 外間 結那 ソトマ ユイナ 矢口ランニングクラブ YUINA
7 野口 未来 ノグチ ミク NOGUCHI
8 新城 かおり シンジョウ カオリ なめしち Diavel
9 吉野 匠 ヨシノ タクミ RC SUNADA TAKUMI
10 櫻井 芳夫 サクライ ヨシオ 富山県庁 SAKURAI
11 木村 哲 キムラ サトシ TETSU
12 古山 陽介 フルヤマ ヨウスケ FURU
13 高田 幸典 タカタ ユキノリ TAKATA
14 吉川 幸次郎 ヨシカワ コウジロウ YOSHIKAWA
15 松葉 優 マツバ マサル 狛ラン MarkJr
16 森谷 日向夕 モリヤ ヒナタ HINATA
17 森井 保次 モリイ ヤスツグ SWAC MORII
18 星 広美 ホシ ヒロミ HOSHI
19 布施 望 フセ ノゾム NOZOMU
20 齋藤 貴宏 サイトウ タカヒロ TAKA
21 筒井 楓 ツツイ カエデ SUNNY FISH KAEDE
22 善見 聖子 ヨシミ セイコ YOSHIMI
23 八木 伸介 ヤギ シンスケ RDC YAGI
- PM 風戸啓希
- PM 三津家貴也
- PM 高橋風成



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 14:50

ペースメーカー:①4分50秒、②4分55秒、③5分00秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 相澤 良幸 アイザワ ヨシユキ YOSHI
2 檜物 友和 ヒモノ トモカズ TOMO
3 天満 優一朗 テンマ ユウイチロウ TEMMA
4 芳澤 康太郎 ヨシザワ コウタロウ Mラン YOSSY
5 遊佐 慎 ユサ マコト ＧＭアスリート Thomas
6 木村 優基 キムラ ユウキ 矢口ランニングクラブ KIMURA
7 寺尾 隆宏 テラオ タカヒロ rollingbase TERAO
8 足立 俊宏 アダチ トシヒロ 禿髪利鹿孤AC TOSHI
9 河野 純平 カワノ ジュンペイ 島本プロジェクト JYUNPEI
10 小林 大介 コバヤシ ダイスケ KOBAYASHI
11 森谷 そら モリヤ ソラ SORA
12 北川 拓也 キタガワ タクヤ TAKUYA
13 青柳 諒 アオヤギ リョウ AOYAGI
14 村井 誠 ムライ マコト ポポロAC MAKOTO
15 筒井 和 ツツイ ヤマト SUNNY FISH YAMATO
16 栗原 秀彰 クリバラ ヒデアキ KURIBARA
17 小川 創平 オガワ ソウヘイ OGASO
18 中光 和裕 ナカミツ カズヒロ KAZUHIRO
19 村松 健 ムラマツ ケン MATSUKEN
20 守田 博紀 モリタ ヒロキ MORITA
21
22
23
- PM 澁谷宥介
- PM 山口純平
- PM たむじょー



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 15:00

ペースメーカー:①4分40秒、②4分45秒、③4分50秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 笹本 浩司 ササモト コウジ SASA
2 大村 泰平 オオムラ タイヘイ 東京マスターズ TAIHEI
3 坪地 宏嘉 ツボチ ヒロヨシ TSUBOCHI
4 船木 和成 フナキ カズナリ GRC KAZUNARI
5 佐々木 雅典 ササキ マサノリ MIYABI
6 渡邉 学 ワタナベ マナブ TDMR WATANABE
7 川口 大貴 カワグチ ダイキ 塩グループ KAWAGUCHI
8 木川 大輔 キカワ ダイスケ DreamAC DICEK
9 榊原 大樹 サカキバラ ヒロキ 埼玉大井RC HIRO
10 吉原 愛弥 ヨシハラ マナヤ SPAC MANAYA
11 諸井 健亮 モロイ ケンスケ 法政大学高等学校 KENSUKE
12 浅井 将尚 アサイ マサナオ ASAI
13 ⾧田 寛史 オサダ ヒロフミ OSADA
14 黒田 智騎 クロダ トモキ どMランナーズ Kuroda
15 沼田 北斗 ヌマタ ホクト HOKUTO
16 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ IKEUCHI
17 佐伯 智 サエキ サトシ SAEKI
18 加納 吾朗 カノウ ゴロウ リスペクト GORO
19 林 和洋 ハヤシ カズヒロ Kazuhiro
20 吉村 健一郎 ヨシムラ ケンイチロウ KK
21 細井 渚吾 ホソイ ショア THC HOSOI
22 大橋 真 オオハシ マコト OHASHI
23 原田 貴正 ハラダ タカマサ TAKAMASA
- PM 風戸啓希
- PM 三津家貴也
- PM 高橋風成



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 15:10

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 小松 雄大 コマツ ユウダイ KOMATSU
2 瀬沼 一成 セヌマ カズナリ SENUMA
3 山下 和真 ヤマシタ カズマ KAZU
4 藤平 真ノ介 トウヘイ シンノスケ GAZELLE manokai
5 片山 真人 カタヤマ マサト ピッツキューブRC KATAYAN
6 小坂 高史 コサカ タカシ クラブR2 kosaka
7 波多野 陽介 ハタノ ヨウスケ NR YousukeHatano

8 宮本 健矢 ミヤモト ケンヤ 神奈川陸協 MIYAMOTO
9 嶌田 洸一 シマダ コウイチ SHIMADA
10 玉置 将法 ﾀﾏｷ ﾏｻﾉﾘ さいたま市陸協 tama
11 今野 豪 コンノ タケル KONTAKE
12 平原 淳 ヒラハラ ジュン JMA HIRAHARA
13 田口 祐治 タグチ ユウジ 三菱商事陸上同好会 GUCCI
14 成島 一輝 ナルシマ カズキ sbf Naru
15 五畿田 道夫 ゴキタ ミチオ チームあろ～は GOKITA
16 冨内 達矢 トミウチ タツヤ TOMIUCHI
17 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト TORI
18 田口 翔太 タグチ ショウタ 慶應義塾志木高校 SHOTA
19 小堀 光 コボリ ヒカリ 樂走組 KOBO
20 佐々木 大輔 ササキ ダイスケ SSK
21 星宮 一木 ホシミヤ カズキ Jクラブ KAZUKI
22 菅野 渉 カンノ ワタル J-CLUB WATARU
23 芳澤 卓矢 ヨシザワ タクヤ YOSHI
- PM 山口純平
- PM たむじょー



MxKディスタンストライアル （非公認の部）
1500m 男女6組 スタート時刻 15:20

ペースメーカー:①4分25秒、②4分30秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 隅内 虎太郎 スミウチ コタロウ 法政大学高等学校 KOTARO
2 今西 紗世 イマニシ サヨ SAYO
3 小田切 大城 オタギリ ダイキ 済美山ナイトクラブ OTA
4 大高 達典 オオタカ タツノリ 能代山本陸協 OTAKA
5 村川 雄一 ムラカワ ユウイチ U1
6 増子 亘輝 マシコ コウキ Mashi
7 郡司 真彦 グンジ マサヒコ 夜明け前陸上部 MA-KUN
8 佐藤 公倫 サトウ コウリン korin
9 兼重 志帆 カネシゲ シホ GRlab SATOCHA
10 吉田 秀諭 ヨシダ ヒデツグ TDMR YOPIO
11 常木 聡史 ツネキ サトシ GRC SATOSHI
12 窪田 俊郎 クボタ トシロウ ピッツキューブ RC KUBOTA
13 畠中 勝己 ハタナカ カツミ 多摩湖RC RISK
14 大西 竜洋 オオニシ タツヒロ 末脚ダイナマイト TAZ
15 神崎 仁利 カンザキ マサトシ 東京マスターズ KANZAKI
16 清水 稔 シミズ ミノル ADLER MINORU
17 酒井 春太 サカイ シュンタ ShuntaSakai
18 吉本 将人 ヨシモト マサト yoshimoto
19 池田 大助 イケダ ダイスケ IKEDA
20 佐藤 広大 サトウ コウダイ KS
21 大野 瑛 オオノ アキラ AKIRA
22
23
- PM 高橋風成
- PM 澁谷宥介



MxKディスタンストライアル （非公認の部）
1500m 男女7組 スタート時刻 15:28

ペースメーカー:①4分20秒、②4分25秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 北原 知孝 キタハラ トモタカ ともたカーニバル! TOMO
2 木村 創 キムラ ツクル 埼玉陸協 KIMURA
3 齋藤 堪汰 サイトウ カンタ 島本プロジェクト KANTA
4 佐藤 大宇 サトウ ダイウ 島本プロジェクト DAIU
5 根本 夏生 ネモト ナツオ 東京陸協 NEMOTO
6 田中 悠 タナカ ユウ 東京陸協 YU
7 瀧野 幹拡 タキノ ミキヒロ DAC筑駒高 TAKINO
8 草野 翔吾 クサノ ショウゴ SHOGO
9 田島 祐介 タジマ ユウスケ TJM
10 伊與田 和希 イヨダ カズキ DAAPIYO
11 井上 康之 イノウエ ヤスユキ YASU
12 山田 瑞穂 ヤマダ ミズホ 埼玉陸協 YAMACHAMA
13 坂本 達哉 サカモト タツヤ TATSUYA
14 小松 侑矢 コマツ ユキヤ 城西AC YUKIYA
15 土濃塚 渉 ﾄﾉﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ さいたま市陸協 PONOZIKA
16 川北 大喜 カワキタ ダイキ 東京陸協 DAIKI
17 笠田 大洋 カサダ タイヨウ Taiyou
18 形部 旭 カタベ アサヒ Katabe
19 吉野 健夫 ヨシノ タテオ 湘南アスリート TATEO
20
21
22
23
- PM 風戸啓希
- 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8組 スタート時刻 15:36

ペースメーカー:①4分12秒、②4分15秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 田中 吉典 タナカ ヨシノリ YOSHINORI
2 石渕 弘記 イシブチ ヒロキ HIROKI
3 西片 優二 ニシカタ ユウジ 中山到税理士事務所 YUJI
4 篠原 亮太 シノハラ リョウタ Grlab Sino
5 古木 洋輔 フルキ ヨウスケ TOGACHAAAAN

6 今福 遼太 イマフク リョウタ 青山陸上愛好会 RYOTA
7 中部 大也 ナカベ ヒロナリ 塩川病院 NAKABE
8 菊地 優志 キクチ ユウジ KIKU
9 舩越 悠介 フナコシ ユウスケ FUNAKOSHI
10 加藤 達大 カトウ タツヒロ 早大ほかん TATSUHIRO
11 森田 拡希 モリタ ヒロキ MORITA
12 小山 陽大 コヤマ ヨウダイ KY
13 新出 航平 シンデ コウヘイ 石川陸協 KOHEI
14 相川 拓真 アイカワ タクマ 共栄学園高 taku
15 渡部 慎也 ワタナベ シンヤ SHINYA
16 大西 峻二 オオニシ シュンジ 末脚ダイナマイト SHUNBOWWW

17 射場本 綾 イバモト リョウ IBA
18
19
20
21
22
23
- PM 山口純平
- PM たむじょー



MxKディスタンストライアル （非公認の部）
1500m 男女9組 スタート時刻 15:44

ペースメーカー:①4分05秒、②4分10秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 瀬川 京祐 セガワ ケイスケ KEISUKE
2 坂野 裕樹 バンノ ユウキ ウルトラマン vanno
3 田村 翼 タムラ ツバサ 上尾市陸協 TSUBASA
4 伊熊 岳大 イグマ タケヒロ IGUMA
5 荒谷 謙 アラタニ ケン 茨城陸協 ARATANI
6 島田 仁 シマダ ジン 羽生陸協 Jin
7 斎藤 湧歩 サイトウ ユウホ HRN
8 向井 孝明 ムカイ タカアキ モンテローザ MUKAI
9 佐々木 克 ササキ スグル アートスポーツ sasaki
10 政田 勇輝 マサダ ユウキ 明治大学同好会 MASADA
11 蒲生 晟也 ガモウ セイヤ 千葉陸協 SEIYA
12 山口 拓海 ヤマグチ タクミ TAKUMI
13 堀 貴博 ホリ タカヒロ TAKAHIRO
14 林 祐輝 ハヤシ ユウキ 川崎陸協 HAYASHI
15 美濃田 拓紀 ミノダ ヒロキ 東京都庁 HIROKI
16 岡北 慎司 オカキタ シンジ OKAKITA
17 宇津木 亮 ウツキ リョウ 東京陸協 UTSURYO
18 宮本 龍二 ミヤモト リュウジ RYUJI
19 永見 聡一朗 ナガミ ソウイチロウ nagasou
20 宮澤 賢太 ミヤザワ ケンタ MIYAZAWA
21 渡辺 諒 ワタナベ リョウ 神奈川陸協 WATANABE
22 松本 郁也 マツモト フミヤ 東京大学 FUMIYA
23
- PM 高橋風成
- PM 澁谷宥介



MxKディスタンストライアル （非公認の部）
1500m 男女10組 スタート時刻 15:52

ペースメーカー:①3分55秒、②4分00秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 岩渕 健 イワブチ ケン IWABUCHI
2 有田 和麻 アリタ カズマ ARITAKAZUMA

3 伊藤 翔流 イトウ カケル 日大生産工 KAKERU
4 江原 由弘 エハラ ヨシヒロ 東京陸協 YOSHIHIRO
5 松本 大寛 マツモト マサヒロ MATSUMOTO
6 丸山 開陸 マルヤマ カイリ 上州アスリートクラブ BERUMOTTO
7 藤野 滉生 フジノ コウキ GAZELLE KOUKI
8 黒木 瞬 クロキ シュン 甲斐市陸協 KUROKI
9 横内 悠 ヨコウチ ユウ TRACKTOKYO YOKOCHIN
10 佐川 元太 サガワ ゲンタ GRC GENTA
11 板倉 佳克 イタクラ ヨシカツ 横浜市陸協 ITASAN
12 光 村田 ヒカル ムラタ GRC MURUNNER
13 飯浜 友太郎 イイハマ ユウタロウ 立教大学 YUTARO
14 有村 誠太朗 アリムラ セイタロウ seita
15 福元 翔輝 フクモト ショウキ 明星学園教員 FUKUMOTO
16 渡辺 将悟 ワタナベ ショウゴ 東京陸協 SHOGO
17 高橋 駿太 タカハシ シュンタ 國學院大學陸上同好会 TAKAHASHI
18 大川 隼平 オオカワ シュンペイ ELDORESOランニングクラブ SHUMPEI
19 樽木 将吾 タルキ ショウゴ TARU
20 山口 純平 ヤマグチ ジュンペイ ELDORESOランニングクラブ JP
21 髙野 拓海 タカノ タクミ TAKUMI
22 高橋 健人 タカハシ ケント 酒田市陸協 TAKAKEN
23
- PM 風戸啓希
- PM 三津家貴也



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 16:00

ペースメーカー:①11分00秒、②11分30秒、③12分00秒、④14分00秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 入江 卓也 イリエ タクヤ ランデザイン TAKUYA
2 山越 千佳 ヤマコシ チカ 茨城陸協 CHIKA
3 正木 裕美 マサキ ヒロミ HIROMI
4 日置 信和 ヒオキ ノブカズ MAC HIOKI
5 川西 宏幸 カワニシ ヒロユキ T.T-AC KAWANISHI
6 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ KISHIDA
7 足立 俊宏 アダチ トシヒロ 禿髪利鹿孤AC TOSHI
8 須藤 寛知 ストウ ヒロトモ SUTO
9 皆川 麻美 ミナカワ アサミ Asami
10 林 貴之 ハヤシ タカユキ 浦安ランナーズ TAKAYUKI
11 高田 幸典 タカタ ユキノリ TAKATA
12 青柳 諒 アオヤギ リョウ AOYAGI
13 古山 陽介 フルヤマ ヨウスケ FURU
14 新城 かおり シンジョウ カオリ なめしち Diavel
15 川合 千春 カワイ チハル chippa
16 櫻井 芳夫 サクライ ヨシオ 富山県庁 SAKURAI
17 野中 慶昭 ノナカ ヨシテル NAKAYOSHI
18 伊東 宏晃 イトウ ヒロアキ 酒ランズ HIRO
19 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ MIYOSHI
20 村木 葵 ﾑﾗｷ ｱｵｲ さいたま市陸協 Aoi
21 加藤 永莉 ｶﾄｳ ｴﾘ さいたま市陸協 Eri
22 桃井 浩 モモイ ヒロシ MOMOI
23 吉野 匠 ヨシノ タクミ RC SUNADA TAKUMI
24 尾方 優作 オガタ ユウサク YUSAKU
25 古賀 三千人 コガ ミチンド MICHINDO
26 天満 優一朗 テンマ ユウイチロウ TEMMA
27 小田中 隆二 オダナカ リュウジ ODANAKA
28 新嶋 明 ニイジマ アキラ RSLAB AKIRA
29 鈴木 将夫 スズキ マサオ M
30 村木 建治 ムラキ ケンジ KENJI
31 市川 博明 イチカワ ヒロアキ ICHIKAWA
32 芳野 高太郎 ヨシノ コウタロウ YOSHI
33 水野 麻子 ミズノ アサコ 川崎市陸協 MERCURY
34 岸 正明 キシ マサアキ Monster.AC MABO
35 成田 吉章 ナリタ ヨシアキ Mac NARIKIN
36 齋藤 隆義 サイトウ タカヨシ YRC TAKAYOSHI
-
- PM 中山晃一
- PM 大角重人
- PM 塩谷信二
- 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 16:20

ペースメーカー:①9分50秒、②10分00秒、③10分20秒、④10分40秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 荻原 慶也 オギハラ ケイヤ 浦安ランナーズ KEIYA
2 中山 知昭 ナカヤマ トモアキ NAKAYAMA
3 岩永 浩二 イワナガ コウジ KOHE
4 窪田 俊郎 クボタ トシロウ ピッツキューブ RC KUBOTA
5 本郷 孝知 ホンゴウ タカアキ HG
6 野本 大貴 ノモト ダイキ TeamMxK KATSUO
7 田中 和大 タナカ カズヒロ KAZU
8 村上 勇太 ムラカミ ユウタ 都立大塚病院 YUTA
9 三浦 矢和流 ミウラ ヤワル YAWARU
10 佐々木 雅典 ササキ マサノリ MIYABI
11 小山 清和 コヤマ キヨカズ KIYOKAZU
12 平原 淳 ヒラハラ ジュン JMA HIRAHARA
13 鶴巻 徳和 ツルマキ ノリカズ TORITSUBAR
14 西村 尚 ニシムラ ショウ 東京大学 SHO
15 阿部 ゆかり アベ ユカリ BEBE
16 池永 敦 イケナガ アツシ AGANEKI
17 久保 光法 クボ ミツノリ KUBO
18 八巻 太郎 ヤマキ タロウ YAMAKI
19 平田 昭雄 ヒラタ アキオ 東京陸協 AQUIO
20 佐藤 匠 ｻﾄｳ ｼｮｳ 明星学園中 SATO
21 平井 知生 ﾋﾗｲ ﾄﾓｵ 明星学園中 HIRAI
22 岩切 信泰 イワキリ ノブヤス 駒沢公園JC IWAKIRI
23 谷本 茉央 タニモト マオ MAO
24 星崎 隆 ホシザキ タカシ 小田原ＮＲ HOSHI
25 久光 翔 ヒサミツ カケル KAKERU
26 村松 健 ムラマツ ケン MATSUKEN
27 中島 健治 ナカジマ ケンジ IBUKI JACK
28 埴原 正樹 ハイバラ マサキ 東京陸協 HAIBARA
29 遊佐 慎 ユサ マコト ＧＭアスリート Thomas
30 早川 忠孝 ﾊﾔｶﾜ ﾀﾀﾞﾀｶ さいたま市陸協 chuu
31 所 勇太 トコロ ユウタ TOKORO
32 高橋 純一 タカハシ ジュンイチ TAKAHASHI
33 小堀 光 コボリ ヒカリ 樂走組 KOBO
34 鈴木 萌乃香 スズキ ホノカ BeBe HONOKA
35 小泉 緑 コイズミ ミドリ Breakthrough Mirori
- PM 緑川優
- PM 荒幡寛人
- PM ⾧江隆行
- PM 中山晃一



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 16:35

ペースメーカー:①9分20秒、②9分30秒、③9分40秒、④9分50秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 根本 夏生 ネモト ナツオ 東京陸協 NEMOTO
2 杉山 健人 スギヤマ タケヒト TAKE
3 石川 徹 イシカワ トオル 川越市陸協 TORU
4 大田黒 太郎 オオタグロ タロウ 藤沢市 TARO
5 浦霧 誠也 ウラギリ セイヤ URA
6 新出 航平 シンデ コウヘイ 石川陸協 KOHEI
7 篠原 亮太 シノハラ リョウタ Grlab Sino
8 後町 康佑 ゴチョウ コウスケ GCHO
9 北村 政貴 キタムラ マサキ MASAKI
10 吉本 将人 ヨシモト マサト yoshimoto
11 古井 義文 フルイ ヨシフミ 東京マスターズ FURUI
12 北畠 誉 キタバタケ ホマレ KITABATAKE
13 小出 暖人 コイデ ハルト 戸塚中学校 KOIDEHARUTO

14 鳥居 邦彦 トリイ クニヒコ T-Nex KUNIBO
15 鈴木 大樹 スズキ ヒロキ HIROKI
16 衣笠 一喜 キヌガサ カズキ KINUGASA
17 奈良 瑞己 ナラ ミズキ MITTAN
18 吉田 匠吾 ヨシダ ショウゴ SHOGO
19 山田 瑞穂 ヤマダ ミズホ 埼玉陸協 YAMACHAMA
20 宅野 晃裕 タクノ アキヒロ 國學院大學陸上同好会 TAKUNO
21 赤澤 省吾 アカザワ ショウゴ 東京地下鉄 SHOGO
22 川口 大貴 カワグチ ダイキ 塩グループ KAWAGUCHI
23 森山 幸司 モリヤマ コウジ 二子玉川走友会 MORIYAMA
24 射場本 綾 イバモト リョウ IBA
25 大西 竜洋 オオニシ タツヒロ 末脚ダイナマイト TAZ
26 安田 悠太 ヤスダ ユウタ YUTA
27 穐山 良雄 アキヤマ ヨシオ YOSHIO
28 篠原 由樹 シノハラ ヨシキ UMAGON
29 北川 悟 キタガワ サトル SATORU
30 大塚 稔 オオツカ ミノル 東京陸協 OTSUKA
31 北崎 翔馬 キタザキ ショウマ SHOMA
32 岡田 拓己 オカダ タクミ Taketoshi
33 木下 裕美子 キノシタ ユミコ YUMIKO
34 風間 龍介 カザマ リュウスケ SUKESUKE
35 中澤 徹 ナカザワ トオル 川越市陸協 NAKAZAWA
- PM 山口純平
- PM たむじょー
- PM 緑川優
- 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4組 スタート時刻 16:50

ペースメーカー:①8分30秒、②8分45秒、③9分00秒、④9分15秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 岩田 悠希 イワタ ユウキ one's IWATA
2 嶋崎 敬太 シマザキ ケイタ 東京陸協 KEITA
3 黒木 瞬 クロキ シュン 甲斐市陸協 KUROKI
4 佐川 元太 サガワ ゲンタ GRC GENTA
5 光 村田 ヒカル ムラタ GRC MURUNNER
6 阿部 哲也 アベ テツヤ 東京陸協 ABE
7 坂上 佳也 サカガミ ヨシヤ RFA GAMI
8 市塚 遊 ｲﾁﾂｶ ﾕｳ さいたま市陸協 ichi
9 渡辺 将悟 ワタナベ ショウゴ 東京陸協 SHOGO
10 梶山 拓真 カジヤマ タクマ 干し芋RC KAJI
11 有村 誠太朗 アリムラ セイタロウ seita
12 鈴木 健祐 スズキ ケンスケ KSUZUKI
13 柚木崎 正彦 ユノキザキ マサヒコ MASAHIKO
14 小松 由和 コマツ ヨシカズ Yoshi
15 猪瀬 祐輔 イノセ ユウスケ 吉本興業 YUSUKE
16 前川 元気 マエカワ ゲンキ GENKI
17 飯田 勇希 イイダ ユウキ IIDA
18 山越 貴洋 ヤマコシ タカヒロ 茨城陸協 YAMAKOSHI
19 大沼 生 オオヌマ アラタ まるお製作所 NAMAAA
20 栗山 一輝 クリヤマ カズキ KAZUKI
21 岡田 昌平 ｵｶﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ さいたま市陸協 shoHEY
22 中谷 謙太 ﾅｶﾔ ｹﾝﾀ さいたま市陸協 kenta
23 宮澤 賢太 ミヤザワ ケンタ MIYAZAWA
24 中野 洸介 ﾅｶﾉ ｺｳｽｹ さいたま市陸協 kou
25 酒井 敦志 サカイ アツシ 狛江市陸協 ATSUSHI
26 岡北 慎司 オカキタ シンジ OKAKITA
27 井上 明弘 イノウエ アキヒロ 横須賀市陸協 AKIHIRO
28 松田 純平 マツダ ジュンペイ DreamAC JUN
29 中澤 真大 ナカザワ マヒロ 川越富士見中 MAHIRO
30 麻田 悠馬 アサダ ユウマ 温室学院大学 TKKY
31 小松 朋矢 コマツ トモヤ 城西AC TOMOYA
32 森田 大智 ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾁ さいたま市陸協 moridai
33
34
35
- PM 荒幡寛人
- PM 風戸啓希
- PM 三津家貴也
- PM 高橋風成
- PM 澁谷宥介



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 17:05

ペースメーカー:①20分00秒、②20分30秒、③21分30秒、④22分00秒、⑤23分00秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 西 理広 ニシ ミチヒロ ゆこラン NISHI
2 渡部 晃彦 ワタナベ アキヒコ クラブＲ２ wataki
3 井上 宜久 イノウエ ノリヒサ TeamM×K INOUE
4 龍野 貴光 リュウノ タカミツ ryuno
5 飯田 徹 イイダ トオル MIP TORU
6 井出 瞭 イデ リョウ IDE
7 岡部 和弘 オカベ カズヒロ kazu
8 菊池 諒香 キクチ リョウカ 農大走好会 RYOKA
9 石井 靖子 イシイ ヤスコ yacchan
10 友重 剛 トモシゲ タケシ TOMOSHIGE
11 浦 もみじ ウラ モミジ MOMIJI
12 木村 哲 キムラ サトシ TETSU
13 早坂 孝治 ハヤサカ タカハル T/HAYASAKA
14 浦野 裕三 ウラノ ユウゾウ URAN
15 石井 明夫 イシイ アキオ 樂走組 ISHII
16 大崎 由夫 オオサキ ヨシオ YOSHIO
17 岡崎 園子 オカザキ ソノコ SONIA
18 大久保 真巳子 オオクボ マキコ MAKIKO
19 鈴木 徹平 スズキ テッペイ teamMxK suzuhei
20 曽我 智則 ソガ トモノリ SOGA
21 飯尾 健 イイオ ケン KEN
22 馬詰 義明 ウマヅメ ヨシアキ TeamMxK UMAZUME
23 藤澤 玲央 フジサワ レオ REO
24 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル Team RxL Yamazakispecial

25 田中 和宮 タナカ カズミ 多摩川サブスリーを目指す会 KANSUKE
26 石井 正樹 イシイ マサキ ishii
27 三上 諭 ミカミ サトシ MKM
28 中山 江利 ナカヤマ エリ ERI
29 大西 久美子 オオニシ クミコ KUMI
30 沖本 茂 オキモト シゲル GMCC OKI
31 吉野 十史郎 ヨシノ トウシロウ YOSHINOTOSHIRO

32 鈴木 雅勝 スズキ マサカツ MASAKATSU
33 行武 正二 ユクタケ ショウジ Syoji
34 半谷 謙寿 ハンガイ ケンジュ ハリアーズ HANGAI
35 福地 葉子 フクチ ヨウコ YOKO
36 阿部 敏明 アベ トシアキ TOSHI
37 武田 浩実 タケダ ヒロミ RENE
38 神社 正人 ジンジャ マサト JIN
39 鈴木 誠 スズキ マコト TM・CLUB makoto
40 小野 明 オノ アキラ sunnyfish AKIRA
41 田島 高志 タジマ タカシ TAJIMA
42 原 信治 ハラ シンジ きのこRunインスタ部 hara3
43 市耒 小弓 イチキ サユミ CR2東日本 sayumi
- PM ⾧江隆行
- PM 中山晃一
- PM 大角重人
- PM 塩谷信二
- 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 17:35

ペースメーカー:①19分00秒、②19分20秒、③19分40秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 鈴木 りな スズキ リナ MANAKA
2 檜物 友和 ヒモノ トモカズ TOMO
3 三枝 秀徳 サイグサ ヒデノリ アトミクラブ SANCHAN
4 堀川 翔悟 ホリカワ ショウゴ shogo
5 佐藤 朋哉 サトウ トモヤ SATO
6 篠田 隆之 シノダ タカユキ TSHINO
7 大坂 好和 オオサカ ヨシカズ YOSHI
8 谷口 智哉 タニグチ トシヤ TANIGUCHI
9 木下 翔 キノシタ ショウ RiSE KiNO
10 吉留 隆行 ヨシドメ タカユキ YOSHIDOME
11 國島 秀二 クニシマ シュウジ ハリアーズ KUNI
12 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウ モンベル YUICHIRO
13 井手 一幸 イデ カズユキ IDE
14 伏木 智哉 フシキ トモヤ ルナークスRC TOMOYA
15 小高 潤 オダカ ジュン JUN
16 吉田 和彦 ヨシダ カズヒコ 小鳥キッス KAZUHIKO
17 松本 悟郎 マツモト ゴロウ 二子玉川走友会 GORO
18 内藤 ひょうま ナイトウ ヒョウマ HYOMA
19 高橋 宏仁 タカハシ ヒロヒト きのこインスタ部 TAKAHASHI
20 関 直人 セキ ナオト Amalyze trail run club SEKI
21 天野 淳一 アマノ ジュンイチ AMANO
22 久慈 直樹 クジ ナオキ 橋本坂46 MAMA
23 阿久澤 隆 アクザワ タカシ TARZAN
24 中山 大輝 ナカヤマ ダイキ daikin
25 木山 宏 キヤマ ヒロシ HIROSHI
26 利根川 雅久 トネガワ マサヒサ SWAC TONY
27 山崎 直人 ヤマザキ ナオト ZAKI
28 奥野 友美 オクノ トモミ TOMO
29 菊池 雄太 キクチ ユウタ KIKU
30 佐藤 康子 サトウ ヤスコ ニッポンランナーズ YASUKO
31 北 寿一 キタ トシカズ ニツポンランナーズ kita
32 進 麻美子 シン マミコ MAMI
33 鈴木 聡 スズキ タダシ 二子玉川走友会 SUZUKI
34 高橋 博之 タカハシ ヒロユキ 海老名市陸協 HIROYOUSKI
35 杉山 健太 スギヤマ ケンタ SUGIYAMA
36 吉岡 誠一郎 ヨシオカ セイイチロウ ラフラフＲＣ YOSHIOKA
37 登坂 孝範 トサカ タカノリ 多摩湖RC TAKA
38 安藤 正樹 アンドウ マサキ ANDO
39 一本松 静香 イッポンマツ シズカ 1PON
40 中尾 直次 ナカオ ナオツグ GRlab関東 NAOTSUGU
41 小川 啓介 オガワ ケイスケ KSK
42
- PM 渥美祐次郎
- PM 緑川優
- PM 荒幡寛人



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 18:00

ペースメーカー:①18分20秒、②18分40秒、③19分00秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 阿部 克臣 アベ カツオミ うさおＲＣ ABE
2 冨田 道也 トミタ ミチヤ RAC TOMITA
3 川井 勉 カワイ ツトム Team M×K FullFull
4 梅田 卓資 ウメダ タクジ Team M×Ｋ TAKUJI
5 塚本 恒 ツカモト ヒサシ TSUKAMOTO
6 村上 寛之 ムラカミ ヒロユキ HIRO
7 白井 吾一 シライ ゴイチ 太鼓の達人・２ COZY
8 松田 洋祐 マツダ ヨウスケ YOUSUKE
9 今井 貴之 イマイ タカユキ SCR TAKAYUKI
10 岡本 直樹 オカモト ナオキ NAOKI
11 小松 靖史 コマツ ヤスシ KOMATSU
12 柏原 翔一 カシワバラ ショウイチ SHOICHI
13 広瀬 弘宣 ヒロセ ヒロノブ HIROJI
14 北川 浩之 キタガワ ヒロユキ KITAGAWA
15 武田 哲治 タケダ テツジ TAROBE
16 山市 剛 ヤマイチ ツヨシ YAMAICHI
17 黒田 智騎 クロダ トモキ どMランナーズ Kuroda
18 山口 幹哉 ヤマグチ ミキヤ MKY
19 藤上 翔 フジカミ ショウ RRT SHOW
20 海老原 聖也 エビハラ セイヤ ニッポンランナーズ kyoya
21 中村 卓哉 ナカムラ タクヤ TAKUYA
22 川島 淳 カワシマ アツシ KAWASHIMAN

23 藤原 篤史 フジワラ アツシ fujiwara
24 梅田 進也 ウメダ シンヤ UME
25 山本 雄一朗 ヤマモト ユウイチロウ YAMAMOTO
26 押川 耕一郎 オシカワ コウイチロウ KOICHIRO
27 玉田 真之介 タマダ シンノスケ TAMA
28 林 智史 ハヤシ サトシ ファイザー sattshi
29 細田 杏美 ホソダ アミ SCR AMI
30 岩間 政樹 イワマ マサキ フシキＲＣ MASAKI
31 薄隅 直人 ウスズミ ナオト NAOTO
32 石川 修一 イシカワ シュウイチ SHU
33 保岡 昌彦 ヤスオカ マサヒコ YASUOKA
34 指山 浩志 サシヤマ ヒロシ SASHIYAMA
35 小林 智行 コバヤシ トモユキ KOBAYASHI
36 鵜瀬 和秀 ウセ カズヒデ USE
37 木村 正顯 キムラ マサアキ kimura
38 木村 康之 キムラ ヤスユキ TeamMxK KIMURA
39 上野 剛嗣 ウエノ タケシ TAKE
40 武部 健一 タケベ ケンイチ Ken
41 大塚 信司 オオツカ シンジ SHINJI
42
- PM ⾧江隆行
- PM 大角重人
- PM 塩谷信二



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 18:23

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 成島 一輝 ナルシマ カズキ sbf Naru
2 石田 圭 イシダ ケイ ISHIDA
3 元良 哲也 ゲンラ テツヤ GENRA
4 小川 宏行 オガワ ヒロユキ 石心会ランニングクラブ HICO
5 鈴木 翔太 スズキ ショウタ SHOTA
6 藤田 啓介 フジタ ケイスケ 陽運 KEISUKE
7 今井 純一 イマイ ジュンイチ 文鳥区役所 IMAI
8 矢尻 真実 ヤジリ マサミ 矢尻商店 myajiri
9 高木 朋之 タカギ トモユキ TOMO
10 山﨑 絵里子 ヤマザキ エリコ JINGER RC ERIKO
11 近藤 雄二 コンドウ ユウジ YUJI
12 内橋 憲章 ウチハシ ノリアキ 教員 Uchihashi
13 白井 正和 シライ マサカズ 太鼓の達人・２ KAZ
14 古川 昌司 フルカワ マサシ SCR PYON
15 川野部 和良 カワノベ カズヨシ KAZU
16 戸村 健 トムラ ケン TOMURA
17 甲元 辰雄 コウモト タツオ TATSUOKOMOTO

18 井野 寛司 イノ カンジ KANJI
19 島田 和幸 シマダ カズユキ ランニングデポ SHIMAKAZU
20 松村 泰伸 マツムラ ヤスノブ YASUNOBU
21 瀧澤 圭一郎 タキザワ ケイイチロウ 読売新聞 TAKIO
22 北川 一博 キタガワ カズヒロ ベストスマイルランニングクラブ Kazu
23 菊地 修平 キクチ シュウヘイ 多摩川クラブ KIKUCHI
24 石井 浩行 イシイ ヒロユキ shanti
25 小幡 優 オバタ ユウ you
26 村井 誠 ムライ マコト ポポロAC MAKOTO
27 堰 博 セキ ヒロシ SEKI
28 鈴木 秀人 スズキ ヒデト SUZ
29 富澤 薫 トミザワ カオル 台灣好吃放浪記 Eipapa
30 相澤 良幸 アイザワ ヨシユキ YOSHI
31 中野 喜文 ナカノ ヨシフミ NAKANO
32 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
33 ポチロン ヨアン ポチロン ヨアン NAMBAN RENGO BOKU
34 伊藤 健一 イトウ ケンイチ KenIto
35 家野 英治アレックス イエノ エイジ Eijidu19
36 小堀 光 コボリ ヒカリ 樂走組 KOBO
37 木内 武志 キウチ タケシ KIUCCHI
38 星野 聡 ホシノ サトシ HOSHINO
39 鳥越 章良 トリゴエ アキラ TORIGOE
40 籾山 勇次 モミヤマ ユウジ さいたま走友会 MOMIYAMA
41
42
- PM 齋藤拓也
- PM 鎌田紘宣
- PM 渥美祐次郎



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 18:46

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 増田 修平 マスダ シュウヘイ SYUHEI
2 高木 洋彦 タカギ ヒロヒコ TAKAGI
3 吉田 尚平 ヨシダ ショウヘイ JINGER RC YOSSY
4 松田 拓朗 マツダ タクロウ WindRun TAKURO
5 高橋 勇気 タカハシ ユウキ YUKI
6 深澤 洋志 フカザワ ヒロシ HIROSHI
7 伊藤 勇磨 イトウ ユウマ YUMA
8 江本 陽 エモト ヨウ T・T-AC YOH
9 小松 雄大 コマツ ユウダイ KOMATSU
10 糸井 巧 イトイ タクミ 藤沢陸協 toreman
11 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ IKEUCHI
12 熊谷 純 クマガイ ジュン KUMAO
13 足立 良太 アダチ リョウタ 藤沢陸協 RYOTA
14 山田 高志 ヤマダ タカシ 東京理科大 YAMADA
15 ⾧田 寛史 オサダ ヒロフミ OSADA
16 石渡 響 イシワタ ヒビキ 中大杉並 ISHIWATA
17 飯田 隼人 イイダ ハヤト GAZELLE IIDA
18 増子 亘輝 マシコ コウキ Mashi
19 乗松 祐里 ノリマツ ユリ MMナイトラン NORIMATSU
20 天貝 諭史 アマガイ サトシ TKランニングチーム SATOSHI
21 大槻 順朗 オオツキ カズアキ 凡人ＲＣ OHTSUKI
22 岡本 敬史 オカモト タカフミ okamotti
23 木住野 善男 キシノ ヨシオ KISSY
24 福地 芳律 フクチ ヨシノリ 東京陸協 P-CHAN
25 今野 豪 コンノ タケル KONTAKE
26 齋木 進 サイキ ススム CHIBA RUNNERS.m SAIKI
27 大竹 基之 オオタケ モトユキ ラフラフRC OTAKE
28 清水 一希 シミズ カズキ MNRC SHIMIZU
29 桑野 博輔 クワノ ヒロスケ Breakthrough HIRO
30 斉藤 斉 サイトウ ヒトシ 酒RUN GIROSIMON
31 松田 純平 マツダ ジュンペイ DreamAC JUN
32 安藤 遼太郎 アンドウ リョウタロウ ANDY
33 杵鞭 朋敬 キネムチ トモヒロ 杵クラブ KINE
34 北川 拓也 キタガワ タクヤ TAKUYA
35 古賀 宏志 コガ ヒロシ 酒RUN KOGA
36 黒崎 群 クロサキ グン 東京陸協 GUN
37 角田 幹之 ツノダ モトユキ TSUNODA
38 数金 慎太郎 スガネ シンタロウ シチズン時計 SUGANE
39 伊藤 淳 イトウ ジュン 大船渡陸上倶楽部 JUN
40
41
42
- PM 河野孝志
- PM 佐藤晃章
- PM 田島光



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 19:08

ペースメーカー:①15分45秒、②16分00秒、③16分15秒、④16分30秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 寺澤 光介 テラサワ コウスケ TERASAWA
2 岡部 純 オカベ ジュン okajuuuun
3 加藤 達大 カトウ タツヒロ 早大ほかん TATSUHIRO
4 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ 濃厚とんこつ NOTON
5 古川 優太 フルカワ ユウタ KYB YUTA
6 奥津 大志 オクツ タイシ OKUTSU
7 梅村 一輝 ウメムラ カズキ KAZUKI
8 枡川 健太郎 マスカワ ケンタロウ KENTARO
9 孫田 礼人 マゴタ アヤト MAGOTA
10 金 素源 キン ソウォン 東京朝鮮 SOWON
11 吉田 和章 ヨシダ カズアキ GAZELLE KAZUAKI
12 井上 天祐 イノウエ テンユウ 神奈川陸協 TENYU
13 牛坂 康洋 ウシザカ ヤスヒロ 車庫前 ushiyasu
14 菊地 優志 キクチ ユウジ KIKU
15 阿部 靖 アベ ヤスシ ABE
16 千葉 純也 チバ ジュンヤ 埼玉陸協 JUNYA
17 梶原 佑太 カジハラ ユウタ バスターズ YUTA
18 尾崎 芳史 ｵｻﾞｷ ﾖｼﾌﾐ さいたま市陸協 SOSU
19 野村 茂行 ノムラ シゲユキ 凡人ＲＣ NOMURA
20 横山 烈 ヨコヤマ レツ RETSU
21 藤曲 夏樹 フジマガリ ナツキ 東京都庁 FUJIMAGARI
22 須田 由太 スダ ユウタ YUTA
23 蓮見 明久 ハスミ アキヒサ 小川町陸協 HASUMI
24 山川 貴都 ヤマカワ タカト なし YAMAKAWA
25 村田 義広 ムラタ ヨシヒロ MURATA
26 安田 京介 ヤスダ キョウスケ YSD
27 酒井 優一 サカイ ユウイチ YUICHI
28 田島 祐介 タジマ ユウスケ TJM
29 下島 千明 シモジマ チアキ 陸上競技多摩川クラブ Clara
30 柏井 太郎 カシワイ タロウ kashiwai
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
- PM 齋藤拓也
- PM 鎌田紘宣
- PM 渥美祐次郎
- PM 宮本甲斐



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 19:30
ペースメーカー:①14分30秒、②14分45秒、③15分00秒、④15分15秒、⑤15分30秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 加世田 雅之 カセダ マサユキ 千葉陸協 KASEDA
2 合田 佳功 ゴウダ ヨシノリ YOSHI
3 田邊 秀斗 タナベ シュウト shu
4 瀬川 京祐 セガワ ケイスケ KEISUKE
5 須崎 裕也 スザキ ユウヤ SUZAKI
6 松本 翔 マツモト ショウ TeamMxK
7 川内 鮮輝 カワウチ ヨシキ Jaybird Jaybird
8 斉藤 雄基 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ さいたま市陸協 YUKI
9 加藤 幸一郎 カトウ コウイチロウ 神奈川県陸協 kato
10 大西 淳貴 オオニシ ジュンキ JUNKI
11 岩渕 健 イワブチ ケン IWABUCHI
12 平野 慶介 ヒラノ ケイスケ Keifarah
13 岡山 春紀 オカヤマ ハルキ コモディイイダ陸上競技部 OKAYAMA
14 富張 裕紀 トミハリ ユウキ 矢口ランニングクラブ TOMIHARI 
15 行本 尚史 ユキモト ヒサシ RDC RUN CLUB YUKIMOTO
16 樽木 将吾 タルキ ショウゴ TARU
17 丸山 開陸 マルヤマ カイリ 上州アスリートクラブ kairi
18 柴田 瀬允 シバタ セイン SHIBATA
19 横内 佑太朗 ヨコウチ ユウタロウ TeamASICS YUTARO
20 浅海 健太 アサカイ ケンタ KENTA_A
21 清原 和博 キヨハラ カズヒロ つじかぜac KAZUHIRO
22 布目 航 ヌノメ ワタル 横浜市陸協 WATARU
23 八木 知輝 ヤギ トモキ 中央大学陸上競技同好会 TOMO
24 荻野 高広 オギノ タカヒロ TAKAHIRO
25 内山 雄貴 ウチヤマ ユウキ YUKI
26 荒井 優佑 アライ ユウスケ 上伊那陸協 YUSUKE
27 河野 陽一 コウノ ヨウイチ YOICHI
28 横森 一樹 ヨコモリ カズキ ⾧野市 YOKOMORI
29 山口 雄大 ヤマグチ ユウダイ 東京陸協 YAMAGUCHI
30 宮本 龍二 ミヤモト リュウジ RYUJI
31 有福 悠汰 アリフク ユウタ YUTA
32 松本 郁也 マツモト フミヤ 東京大学 FUMIYA
33 山口 純平 ヤマグチ ジュンペイ ELDORESOランニングクラブ JP
34 飯浜 友太郎 イイハマ ユウタロウ 立教大学 YUTARO
35 大川 隼平 オオカワ シュンペイ ELDORESOランニングクラブ SHUMPEI
36 上條 記男 カミジョウ ノリオ MARU
37
38
39
40
41
42
- PM 齋藤拓也
- PM 鎌田紘宣
- PM 河野孝志
- PM 佐藤晃章
- PM 田島光
- PM 宮本甲斐


