
＜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 23名

1500m 男女 2組 13:40 13:35 13:10 23名

1500m 男女 3組 13:49 13:44 13:19 23名

1500m 男女 4組 13:58 13:53 13:28 20名

3000m 男女 1組 14:06 14:01 13:36 33名

3000m 男女 2組 14:23 14:18 13:53 32名

3000m 男女 3組 14:38 14:33 14:08 33名

3000m 男女 4組 14:52 14:47 14:22 30名

5000m 男女 1組 15:05 15:00 14:35 43名

5000m 男女 2組 15:32 15:27 15:02 44名

5000m 男女 3組 15:57 15:52 15:27 45名

5000m 男女 4組 16:21 16:16 15:51 45名

5000m 男女 5組 16:44 16:39 16:14 44名

5000m 男女 6組 17:07 17:02 16:37 44名

5000m 男女 7組 17:30 17:25 17:00 45名

5000m 男女 8組 17:52 17:47 17:22 45名

5000m 男女 9組 18:14 18:09 17:44 45名

5000m 男女 10組 18:35 18:30 18:05 47名

5000m 男女 11組 18:55 18:50 18:25 40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。

・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37回 MxKディスタンストライアル

2020年11月22日（日）13時30分～19時10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10秒、②5分30秒、③6分00秒、④6分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 藪下 顕史 ヤブシタ ケンジ SOMPORC YABU

2 浅井 秀治 アサイ ヒデハル HIDE

3 佐藤 輝明 サトウ テルアキ STC TERU

4 小野寺 利絵 オノデラ リエ RIE

5 佐藤 心結 サトウ ココナ COCONA

6 西内 渓太 ニシウチ ケイタ NK

7 横田 泰紀 ヨコタ ヤスノリ YASU

8 友広 聡大 トモヒロ ソウタ SOUTA

9 今井 規雄 イマイ ノリオ NORIO

10 山﨑 詩大 ヤマザキ ウタ 矢口ランニングクラブ UTA

11 篠原 かおり シノハラ カオリ KAORI

12 倉田 桃花 クラタ モモカ 矢口ランニングクラブ MOMOKA

13 塚越 葵葉 ツカコシ アオバ 矢口ランニングクラブ AOBA

14 村上 貴博 ムラカミ タカヒロ TAKAHIRO

15 安西 義則 アンザイ ヨシノリ anpu

16 三井 もも ミツイ モモ RUNNING SCIENCE LAB MOMO

17 武田 太郎 タケダ タロウ TARO

18 藤井 悠果 フジイ ハルカ 矢口ランニングクラブ HARUKA

19 西村 美里 ニシムラ ミサト 矢口ランニングクラブ MISATO

20 吉田 聡 ヨシダ サトシ 射水MC SATOSHI

21 伊賀 正志 イガ マサユキ IGA

22 高橋 史明 タカハシ フミアキ TOKYO BAY RC TOBIZO

23 高橋 空也 タカハシ クウヤ TOKYO BAY RC KUYA

① PM 甲斐大貴

② PM 岡本拓也

③ PM 緑川優

④ 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2組 スタート時刻 13:40

ペースメーカー：①4分40秒、②4分50秒、③5分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト TORI

2 村上 智哉 ムラカミ トモヤ Tomoya

3 北川 拓也 キタガワ タクヤ T-98

4 鈴木 将夫 スズキ マサオ M

5 青柳 諒 アオヤギ リョウ AOYAGI

6 福守 勇魚 フクモリ イサナ FUKUMORI

7 川瀬 佑太 カワセ ユウタ YUTA

8 小口 太郎 オグチ タロウ 南蛮連合 TARO

9 友重 剛 トモシゲ タケシ TOMOSHIGE

10 酒井 辰哉 サカイ タツヤ TATSUYA

11 佐藤 理子 サトウ リコ RIKO

12 吉村 健一郎 ヨシムラ ケンイチロウ KK

13 深見 政人 フカミ マサト 無所属 FUKAMI

14 菊池 諒香 キクチ リョウカ RYOKA

15 大場 義行 オオバ ヨシユキ YOSHI

16 村松 健 ムラマツ ケン MATSUKEN

17 森 雅史 モリ マサシ MORI

18 小川 創平 オガワ ソウヘイ SOHEI

19 萩原 貴彦 ハギワラ タカヒコ HAGIWAWA

20 栗山 哲也 クリヤマ テツヤ TK

21 菊池 雄太 キクチ ユウタ KIKU

22 中村 霞一 ナカムラ カイチ 矢口ランニングクラブ KAICHI

23 岡本 慧人 オカモト ケイト KEITO

① PM 風戸啓希

② PM 澁谷宥介

③ 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 13:49

ペースメーカー：①4分25秒、②4分30秒、③4分35秒、④4分40秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 桑野 博輔 クワノ ヒロスケ RUNNING SCIENCE LAB HIRO

2 三浦 翔 ミウラ ショウ ポポロAC Sho

3 中山 駿介 ナカヤマ シュンスケ Shunsu

4 窪田 俊郎 クボタ トシロウ ピッツキューブ R C KUBOTA

5 白井 吾一 シライ ゴイチ 法政国際高校 GOICHI

6 高橋 辰郎 タカハシ タツロウ TAKAHASHI

7 成島 一輝 ナルシマ カズキ sbf Naru

8 村上 勇太 ムラカミ ユウタ 都立大塚病院 Yuta

9 幸田 健志 コウダ タケシ 東京陸協 KODA

10 星宮 一木 ホシミヤ カズキ Jクラブ KAZUKI

11 藤平 真ノ介 トウヘイ シンノスケ GAZELLE manokai

12 家本 拓 カモト タク KAMO

13 菅野 渉 カンノ ワタル Jクラブ WATARU

14 佐久間 大輔 サクマ ダイスケ DAI

15 藤川 紘晃 フジカワ ヒロアキ 東京大学 Fujikawa

16 中田 康一 ナカダ コウイチ KOUICHI

17 野口 健史 ノグチ タケシ ポポロAC NOGUTAN

18 佐藤 希音 サトウ ケイン KEIN

19 大川 高輝 オオカワ コウキ 東京陸協 OKAWA

20 石井 大祐 イシイ ダイスケ DAI

21 富弥 諄 トミヤ ジュン JUJU

22 足立 俊宏 アダチ トシヒロ TOSHI

23 大村 公一 オオムラ コウイチ KOUICHI

① PM 甲斐大貴

② PM 岡本拓也

③ PM 緑川優

④ 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4組 スタート時刻 13:58

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 指宿 佑将 イブスキ ユウスケ 秦野市役所 TVK

2 川内 鮮輝 カワウチ ヨシキ Jaybird Jaybird

3 池澤 暁 イケザワ サトシ 松戸市陸協 IKEZAWA

4 堀田 浩夢 ホッタ ヒロム amc Hotta

5 向井 孝明 ムカイ タカアキ モンテローザ MUKAI

6 北村 尭之 キタムラ タカユキ 白岡ランニングクラブ TKYK

7 坂内 亮輔 バンナイ リョウスケ Ban

8 根本 夏生 ネモト ナツオ NEMOTO

9 布谷 基 ヌノヤ モトイ 岩手陸協 MOTSU

10 坂口 広大 サカグチ コウダイ 川崎市陸協 SAKAGUCHI

11 新城 佑加 シンジョウ ユウカ なめしち SHINJO

12 長副 紘樹 ナガソエ ヒロキ GRlab関東 PIROKI

13 森田 拡希 モリタ ヒロキ MORITA

14 大原 青空 オオハラ ソラ 柏市立田中中学校 Ohara

15 邊見 勇太 ヘンミ ユウタ RUNNING SCIENCE LAB IZAM

16 加瀬谷 拓 カセヤ タク KASEYA

17 林 洋輔 ハヤシ ヨウスケ yosan

18 村川 雄一 ムラカワ ユウイチ U1

19 桑田 喜昭 クワタ ヨシアキ KUWATA

20 増子 亘輝 マシコ コウキ Kouki

① PM 風戸啓希

② PM 澁谷宥介

③ PM 高橋風成



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 14:06

ペースメーカー：①11分00秒、②11分30秒、③12分00秒、④13分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 岡本 慧人 オカモト ケイト KEITO

2 北 寿一 キタ トシカズ ニツポンランナーズ kita

3 青柳 諒 アオヤギ リョウ AOYAGI

4 日置 信和 ヒオキ ノブカズ MAC HIOKI

5 中村 智行 ナカムラ トモユキ NASTY ANTONIO

6 小川 創平 オガワ ソウヘイ SOHEI

7 古山 陽介 フルヤマ ヨウスケ FURU

8 春山 裕介 ハルヤマ ユウスケ はだし駅伝部 HARU3

9 鷺森 愛子 サギモリ アイコ SAGIMORI

10 高野 淳一郎 タカノ ジュンイチロウ 富士吉田ジュニアアスリートクラブ TAKANO

11 神田 尚彦 カンダ タカヒコ マイネット KANKAN

12 松丸 勇馬 マツマル ユウマ TOKYO BAY RC YUMA

13 木村 優基 キムラ ユウキ 矢口ランニングクラブ KIMURA

14 外間 結那 ソトマ ユイナ 矢口ランニングクラブ YUINA

15 広井 渡 ヒロイ ワタル wata

16 橋本 誠紀 ハシモト マサノリ HASHI

17 軽部 俊宏 カルベ トシヒロ 8ingAP CARLOS

18 小山 俊大 コヤマ トシヒロ KOYAPPO

19 吉川 和也 ヨシカワ カズヤ Yossy

20 黒部 健 クロベ ケン KEN

21 佐藤 康子 サトウ ヤスコ ニッポンランナーズ YASUKO

22 今井 規雄 イマイ ノリオ NORIO

23 本田 牧子 ホンダ マキコ 関東ＲＣ Maki

24 市川 博明 イチカワ ヒロアキ ICHIKAWA

25 丹下 龍一 タンゲ リュウイチ TANGE

26 伊従 希世彦 イヨリ キヨヒコ KIYOHIKO

27 西山 花音 ニシヤマ カノ 矢口ランニングクラブ KANO

28 山口 俊幸 ヤマグチ トシユキ YAMAGUCHI

29 岸 正明 キシ マサアキ Monster.AC MARUCOME

30 猪狩 忠昭 イガリ タダアキ T3 GARI

31 滝ヶ崎 勢津子 タキガサキ セツコ takimaru

32 青木 隆哉 アオキ リュウヤ Ryu-

33 荒井 寛太 アライ カンタ 横浜市陸協 ARAI

① PM 甲斐大貴

② PM 岡本拓也

③ PM 緑川優

④ 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2組 スタート時刻 14:23

ペースメーカー：①10分00秒、②10分15秒、③10分30秒、④10分45秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 丹羽 大介 ニワ ダイスケ たまプラ陸上部 DAISUKEN

2 市東 勝 シトウ マサル 江戸川陸協 PAISEN

3 吉成 篤 ヨシナリ アツシ 東京陸協 YOSHINARI

4 阿部 ゆかり アベ ユカリ べべ練 BEBE

5 黒田 なつみ クロダ ナツミ BeBe NATSUMI

6 大森 翼 オオモリ ツバサ tsubasa

7 樋口 陽介 ヒグチ ヨウスケ HIGUCHI

8 今井 祐輔 イマイ ユウスケ 東京工業大学競技スキー部 IMAI

9 後藤 光竜 ゴトウ コウリュウ KORYU

10 佐藤 空神 サトウ クウガ KUGA

11 小林 俊介 コバヤシ シュンスケ KOBASHUN

12 加瀬谷 拓 カセヤ タク KASEYA

13 出口 陽也 デグチ アキヤ DEGUCHI

14 佐藤 圭 サトウ ケイ 上州AC JOUSHUU

15 古怒田 修 コヌタ オサム ポポロＡＣ OSAMU

16

17 中村 浩之 ナカムラ ヒロユキ NASTY Hiro

18 友広 勝哉 トモヒロ カツヤ TOMOKATSU

19 藤平 真ノ介 トウヘイ シンノスケ manokai

20 中田 康一 ナカダ コウイチ KOUICHI

21 中野 舞 ナカノ マイ TOKYO BAY RC MAI

22 宮古 輝 ミヤコ テル ３８５会 TERU

23 小林 大介 コバヤシ ダイスケ EsKobar

24 大西 智弘 オオニシ トモヒロ Eighting Athlete Project TOM

25 森 拓郎 モリ タクロウ takuro

26 中田 伸吾 ナカタ シンゴ 上尾市陸協 NAKATA

27 小泉 貴宏 コイズミ タカヒロ 俺らの多摩川 KOI

28 本山 桃子 モトヤマ モモコ MOMO

29 中島 健治 ナカジマ ケンジ ibuki KEN

30 杉山 ヘンリー スギヤマ ヘンリー NASTY HARRY

31 関口 剛啓 セキグチ タカヒロ TAKA

32 今津 潤一郎 イマヅ ジュンイチロウ IMAZU

33 竹内 茂雄 タケウチ シゲオ TAKE

① PM 風戸啓希

② PM 澁谷宥介

③ PM 高橋風成

④ PM 甲斐大貴



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 14:38

ペースメーカー：①9分15秒、②9分30秒、③9分45秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 根本 夏生 ネモト ナツオ NEMOTO

2 浜田 裕介 ハマダ ユウスケ 横浜鉄人クラブ SANTA

3 秦 一馬 ハタ カズマ 紙飛行機クラブ2部Cチーム KAMIHIKOKI

4 毛利 陽人 モウリ ハルト 一橋大学 MOURI

5 田島 祐介 タジマ ユウスケ TAJI

6 森 雅俊 モリ マサトシ MM

7 梁瀬 将史 ヤナセ マサフミ YANASE

8 千田 俊輔 センダ シュンスケ SEN

9 中島 圭一 ナカシマ ケイイチ K

10 清水 健 シミズ ケン SHIMIZU

11 伴 卓磨 バン タクマ 森永乳業 TAKUMA

12 小畑 光城 オバタ ミツシロ 豊田自動織機 OBATA

13 井上 裕介 イノウエ ユウスケ YUSUKE

14 近藤 俊 コンドウ シュン 川崎市陸上競技協会 SHUNKONDO

15 金 素源 キン ソウォン 朝鮮大学 SOWON

16

17 住田 龍也 スミダ タツヤ SUMITCH

18 小坂 高史 コサカ タカシ kosaka

19 木村 創 キムラ ツクル 静岡陸協 KIMURA

20 高橋 巧 タカハシ タクミ TAKUMI

21 松下 孝洋 マツシタ タカヒロ Taka

22 勘舎 方敬 カンジャ マサヨシ Team M×K KANJA

23 新井 康之 アライ ヤスユキ DreamAC YASU

24 松村 幸栄 マツムラ ユキエ 埼玉陸協 YUKIE

25 井上 康訓 イノウエ ヤスノリ SENNIN

26 五畿田 道夫 ゴキタ ミチオ チームあろ～は GOKITA

27 浮田 正史 ウキタ マサフミ 中央大学陸上競技同好会 MASAFUMI

28 小林 博幸 コバヤシ ヒロユキ FridayTrackClub HIROYUKI

29 伊藤 幸一 イトウ コウイチ 東京陸協 ITO

30 鶴田 佑助 ツルダ ユウスケ TSURUDA

31 宮口 奨平 ミヤグチ ショウヘイ MIYAGUCHI

32 中澤 徹 ナカザワ トオル 川越市陸協 TOORU

33 宮澤 透 ミヤザワ トオル Toru

34 岡田 雅之 オカダ マサユキ BEBE練 oka

① PM 岡本拓也

② PM 緑川優

③ 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4組 スタート時刻 14:52

ペースメーカー：①8分30秒、②8分45秒、③9分00秒、④9分10秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 玉澤 良太 タマザワ リョウタ 千葉陸協 TAMACHAN

2 伊藤 翔流 イトウ カケル 日大生産工 KAKERU

3 福元 翔輝 フクモト ショウキ 明星学園教員 FUKUMOTO

4 坂上 佳也 サカガミ ヨシヤ RFA GAMI

5 清水 陽介 シミズ ヨウスケ 雑通団 HINANO

6 松本 大寛 マツモト マサヒロ team-Y MASA

7 森 健也 モリ ケンヤ Banana BANANA

8 川嶋 洋平 カワシマ ヨウヘイ 坂戸市陸協 YOHEI

9 小川 恭平 オガワ キョウヘイ KYOHEI

10 坂口 広大 サカグチ コウダイ 川崎市陸協 SAKAGUCHI

11 庄子 将 ショウジ タモツ 第一フロンティア生命 SHOJI

12 落合 海斗 オチアイ カイト 見返り美人AC KAITO

13 舩越 悠介 フナコシ ユウスケ 東京陸協 FUNAKOSHI

14 斎藤 湧歩 サイトウ ユウホ ＷｉｎｄＲＵＮ HRN

15 加藤 龍哉 カトウ タツヤ 中央大学陸上競技同好会 Tatsu_K

16 伊澤 優人 イザワ マサト 兼松株式会社 MASATO

17 千葉 純也 チバ ジュンヤ 埼玉陸協 JUNYA

18 八木 知輝 ヤギ トモキ 中央大学陸上競技同好会 TOMO

19 河合 勇樹 カワイ ユウキ KAWAI

20 猪瀬 祐輔 イノセ ユウスケ 吉本興業 YUSUKE

21 井上 明弘 イノウエ アキヒロ 横須賀市陸協 AKIHIRO

22 鈴木 護弘 スズキ モリヒロ SUZUKI

23 田中 大虎 タナカ ダイゴ DAIGO

24 中道 涼太 ナカミチ リョウタ Ryota

25 佐藤 怜 サトウ レイ RF Boys REISATO

26 鳥居 邦彦 トリイ クニヒコ チームネクサス KUNIBO

27 松田 純平 マツダ ジュンペイ MATSUDA

28 栗原 昂平 クリハラ コウヘイ KURIHARA

29 小林 祐也 コバヤシ ユウヤ BAYASHI

30

① PM 風戸啓希 PM 岡本拓也

② PM 澁谷宥介

③ PM 高橋風成

④ PM 甲斐大貴



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 15:05

ペースメーカー：①20分30秒、②21分00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 河村 祐人 カワムラ ユウト RUNNING SCIENCE LAB YUTO

2 竹内 愛 タケウチ アイ AIKO

3 巽 朱央 タツミ アケオ AKEO

4 神原 百合 カンバラ ユリ 南蛮連合 YURI

5 村上 貴博 ムラカミ タカヒロ TAKAHIRO

6 齋藤 隆義 サイトウ タカヨシ YRC Takayoshi

7 佐野 千晃 サノ チアキ CHIAKI

8 松本 健 マツモト タケシ MATSU23

9 大場 義洋 オオバ ヨシヒロ OHBA

10 山下 美智子 ヤマシタ ミチコ my

11 小竹 雄士 コタケ ユウシ U_C

12 鈴木 剛 スズキ ツヨシ TSUYOSHI

13 渡辺 忠 ワタナベ タダシ TADASHI

14 小川 晋史 オガワ シンジ OGAWA

15 振原 美緒 フリハラ ミオ mio

16 田中 和宮 タナカ カズミ 多摩川サブスリー KANSUKE

17 安井 覚弘 ヤスイ カクヒロ 江東区陸協 KAKUHIRO

18 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル Team RxL Yamachan

19 森 正行 モリ マサユキ MM

20 武田 浩実 タケダ ヒロミ HIRO

21 松本 美里 マツモト ミサト TeamMxK MISATO

22 染谷 詔和 ソメヤ アキカズ AKIKAZU

23 栗原 秀彰 クリバラ ヒデアキ kuri

24 池田 秀一 イケダ シュウイチ トラック東京 kumanomi

25 三橋 裕子 ミツハシ ヒロコ PIRO

26 海老原 幸司 エビハラ コウジ 松戸21ＲＣ EBI

27 大西 久美子 オオニシ クミコ KUMI

28 磯崎 学 イソザキ マナブ ISOZAKI

29 沖本 茂 オキモト シゲル GMCC OKI

30 田中 久善 タナカ ヒサヨシ TeamM×K HISA

31 細谷 みゆき ホソヤ ミユキ MIYUKI

32 古川 信二 フルカワ シンジ furukawa

33 石井 正樹 イシイ マサキ ishii

34 アダムス 亜里咲 アダムス アリサ ARISA

35 江殿 真規 エドノ マキ RUNNING SCIENCE LAB EDOMA

36 阿邊 宏子 アベ ヒロコ 三友システムアプレイザル ABE

37 関口 剛 セキグチ タケシ 多摩湖RC TAKESHI

38 小川 和男 オガワ カズオ 多摩湖RC OGAWAKAZUO

39 八幡 俊介 ヤハタ シュンスケ HACHI

40 鈴木 誠 スズキ マコト TM・CLUB MAKOTO

41 鈴木 美津江 スズキ ミツエ 坂本治療院 MITSUE

42 小島 正彦 コジマ マサヒコ kojima

43 加藤 謙一 カトウ ケンイチ KENICHI

① PM 長江隆行

② PM 中山晃一

③ PM 秋山太陽

④ PM 向井孝明

⑤ PM 緑川優



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 15:32

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 蛭田 優一 ヒルタ ユウイチ YUICHI

2 小林 健 コバヤシ ケン KOBAYASHI

3 宮本 淳 ミヤモト ジュン MIYAMOTO

4 瀧川 順 タキガワ ジュン ランニング・デポ JUN

5 藤澤 玲央 フジサワ レオ FUJI

6 伊東 弥生 イトウ ヤヨイ RUNNING SCIENCE LAB YAYOI

7 山木 宏記 ヤマキ アツノリ 自由の風ＡＣ ATSU

8 浅見 直哉 アサミ ナオヤ NAOYA

9 中澤 葉子 ナカザワ ヨウコ ウルプロ ZAWA

10 椋林 裕太 ムクバヤシ ユウタ MUKU

11 田邊 亮子 タナベ リョウコ RYoUKo

12 横川 美沙 ヨコカワ ミサ TeamM×K YOKOKAWA

13 亀山 伸 カメヤマ シン KAMEYAMA

14 石井 明夫 イシイ アキオ 樂走組 ISHII

15 田島 高志 タジマ タカシ TAJIMA

16 田村 友和 タムラ トモカズ 東京陸協 TOMOKUN

17 早坂 孝治 ハヤサカ タカハル アトミ HAYASAKA

18 岡部 康矢 オカベ コウヤ KOYA

19 清水 孝行 シミズ タカユキ SHIMIZU

20 青柳 健太郎 アオヤギ ケンタロウ あおちゃんず KENTARO

21 岡崎 園子 オカザキ ソノコ SONIA

22 宮本 明 ミヤモト アキラ RunWave AKIRA

23 深山 清春 ミヤマ キヨハル KIYO

24 馬詰 義明 ウマヅメ ヨシアキ TeamMxK UMAZUME

25 高野 聡之 タカノ トシユキ TAKANO

26 中島 立人 ナカジマ リツト Mラン RITSUTO

27 千葉 和佳 チバ カズヨシ BACCHI

28 田頭 郁 タガシラ カオル KAORU

29 笹田 雅彦 ササダ マサヒコ 明走会 SASADA

30 遠藤 裕司 エンドウ ユウジ YUJI

31 飯尾 健 イイオ ケン KEN

32 小暮 慎太郎 コグレ シンタロウ kogure

33 桃井 浩 モモイ ヒロシ 松戸揵走会 MOMOI

34 村木 建治 ムラキ ケンジ MURAKI

35 上田 淳平 ウエダ ジュンペイ JUMPEI

36 角田 逸郎 スミタ イツロウ RUNNING SIENCE LAB SUMITA

37 大場 義行 オオバ ヨシユキ RUNNING SCIENCE LAB YOSHI

38 落合 由奈 オチアイ ユキナ YUKINA

39 渡辺 寿郎 ワタナベ トシロウ 多摩川サブスリーをめざす会 JURO

40 後藤 信雄 ゴトウ ノブオ PMDMC PTSM

41 五十嵐 渉 イカラシ ワタル wata

42 菅原 碧 スガワラ ミドリ なし MIDORI

43 渋下 賢 シブシタ ケン Shibu

44 渡邊 賢二 ワタナベ ケンジ KENJI

① PM 長江隆行

② PM 中山晃一

③ PM 秋山太陽



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 15:57

ペースメーカー：①19分00秒、②19分15秒、③19分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 小穴 まゆみ オアナ マユミ OANA

2 平山 雄二郎 ヒラヤマ ユウジロウ HIRAYAAAMAN

3 瀬尻 健太郎 セジリ ケンタロウ 三菱重工RC SEJIRI

4 狩谷 茂一 カリヤ シゲカズ 酒ＲＵＮ SHIGE

5 吉田 和史 ヨシダ カズフミ DNP KAZU

6 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウ モンベル YUICHIRO

7 大原 梓 オオハラ アズサ az

8 相馬 謙吾 ソウマ ケンゴ SOUMA

9 舟橋 潤 フナハシ ジュン 横浜緑走友会 FUNAHASHI

10 金森 優一 カナモリ ユウイチ Namban Rengo YUKO

11 米倉 雄大 ヨネクラ タケヒロ TOTTOSAN

12 藤田 知広 フジタ トモヒロ TOMO

13 廣瀬 健太郎 ヒロセ ケンタロウ HIROKEN

14 山本 祐輔 ヤマモト ユウスケ ＳＲＣ YUSUKE

15 森岡 大典 モリオカ ダイスケ Dice-K

16 濱田 憲和 ハマダ ノリカズ NORIKAZU

17 田村 一也 タムラ カズヤ 埼玉南走友会 NINNIN

18 小山 邦彦 コヤマ クニヒコ ニッポンランナーズ柏 K_KOYAMA

19 武田 亮平 タケダ リョウヘイ TAKEDA

20 杉山 健太 スギヤマ ケンタ SUGIYAMA

21 野中 慶昭 ノナカ ヨシテル NAKAYOSHI

22 御影 卓也 ミカゲ タクヤ tami

23 尾方 優作 オガタ ユウサク YUSAKU

24 中光 和裕 ナカミツ カズヒロ NAKAMITSU

25 川島 大亮 カワシマ ダイスケ KAWASHIMA

26 緒方 明浩 オガタ アキヒロ OGATA

27 加藤 崇 カトウ タカシ Kato

28 牧野 絵里子 マキノ エリコ KACKY

29 奥野 友美 オクノ トモミ TOMO

30 桐石 法彦 キリイシ ノリヒコ Kiriishi

31 井上 宜久 イノウエ ノリヒサ TeamM×K NORI

32 近藤 万雅 コンドウ カズマサ kondo

33 大槻 知史 オオツキ サトシ Satoshi_O

34 ジョンソン クリスティーナ ジョンソン クリスティーナ CHRISTINA

35 平岡 謙亮 ヒラオカ ケンスケ KENSUKE

36 星野 隆行 ホシノ タカユキ 深大寺走友会 HOSHI

37 木山 宏 キヤマ ヒロシ KIYAMA

38 小田中 隆二 オダナカ リュウジ ODANAKA

39 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ RUNNING SCIENCE LAB MIYOSHI

40 早川 和孝 ハヤカワ カズタカ 烏森学童 KAZU

41 小金丸 浩史 コガネマル ヒロシ GANE

42 小西 隆弘 コニシ タカヒロ Konishi

43 森井 保次 モリイ ヤスツグ SWAC MORII

44 濱端 一範 ハマバタ カズノリ HAMASAN

45 森木 健太郎 モリキ ケンタロウ 湘南海岸ＲＣ KENTARO

① PM 長江隆行

② PM 栗山一輝

③ PM 向井孝明



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 16:21

ペースメーカー：①18分30秒、②18分50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 入江 英三郎 イリエ エイザブロウ サンバガラス EI

3 進 麻美子 シン マミコ MAMI

4 小高 潤 オダカ ジュン TeamMxK JUN

5 仁平 直 ニヘイ タダシ SNR NIHEI

6 石井 正吾 イシイ ショウゴ ISHII

7 鶴田 智久 ツルタ トモヒサ Team MxK TOMOHISA

8 梅田 進也 ウメダ シンヤ UMEDA

9 木村 哲 キムラ サトシ TETSU

10 小林 智行 コバヤシ トモユキ KOBAYASHI

11 山本 大成 ヤマモト ダイセイ Yamamoto

12 佐藤 友洋 サトウ トモヒロ なし TOMO

13 石迫 龍司 イシサコ リュウジ RYUJI

14 泉 邦和 イズミ クニカズ Eighting Athlete Project YOWABI

15 西澤 知典 ニシザワ トモノリ NISHIZAWA

16 渡辺 昭啓 ワタナベ アキヒロ ニッポンランナーズ Akun

17 石川 修一 イシカワ シュウイチ SHU

18 小坂 太輔 コサカ タイスケ 多摩川サブスリー KOSAKA

19 高橋 宏仁 タカハシ ヒロヒト きのこインスタ部 TAKAHASHI

20 木村 正顯 キムラ マサアキ kimu

21 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 世界の中家 NAKAYA

22 飯田 健太郎 イイダ ケンタロウ kentaro

23 斎間 秀雄 サイマ ヒデオ SAIMAN

24 佐藤 庄一 サトウ ショウイチ 相模原市 SATO

25 古幡 一彦 フルハタ カズヒコ 多摩川サブスリー会 Nin

26 庄田 真人 ショウダ マサト TeamＭ×Ｋ SHODA

27 阿久澤 隆 アクザワ タカシ TARZAN

28 合田 なぎさ ゴウダ ナギサ nagisa

29 前田 健輔 マエダ ケンスケ 平井ランニングクラブ KENHONO

30 秋山 信行 アキヤマ ノブユキ AKI

31 平野 寿謙 ヒラノ カズノリ KOTOBUKI

32 吉留 隆行 ヨシドメ タカユキ YOSHIDOME

33 平山 真由美 ヒラヤマ マユミ MAYU

34 志磨村 洋五 シマムラ ヨウゴ SHIMAMURA

35 脇 健斗 ワキ ケント Kento

36 渡辺 一充 ワタナベ カズアキ TBS BEBE

37 柿沼 真一 カキヌマ シンイチ Team Okojo Okojo

38 小田 啓太 オダ ケイタ KEITA

39 伊澤 愛子 イザワ アイコ AIKO

40 安田 裕輔 ヤスダ ユウスケ T's yuh

41 奥田 一之 オクダ カズユキ Kazu

42 萩野谷 賢太 ハギノヤ ケンタ HAGI

43 平野 雅士 ヒラノ マサシ J&J JNJ-MASASHI

44 増島 健司 マスジマ ケンジ MASUJI

45 伊賀 正志 イガ マサユキ IGA

① PM 大角重人

② PM 栗山一輝



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 16:44

ペースメーカー：①18分00秒、②18分20秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 北川 浩之 キタガワ ヒロユキ KITAGAWA

2 島田 裕二 シマダ ユウジ SHIMA

3 赤澤 常明 アカザワ ツネアキ TBRC akaday

4 梶田 進一郎 カジタ シンイチロウ FJRC KAJI

5 稲垣 督久 イナガキ トクヒサ Tokyobay RC INAGAKI

6 江頭 敏明 エガシラ トシアキ 明治戸田 EGA

7 松田 文貴 マツダ フミタカ T・Ｔ－ＡＣ BUN

8 永嶋 昭一 ナガシマ ショウイチ NAGASHIMA

9 飯田 岳詩 イイダ タケシ SRC T-IIDA

10 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

11 山本 雄一朗 ヤマモト ユウイチロウ YAMAMOTO

12 関 修行 セキ ノブユキ 多摩川サブスリーを目指す会 SEKI

13 高橋 辰郎 タカハシ タツロウ TAKAHASHI

14 舟田 正芳 フナダ マサヨシ セカンドウィンドAC横浜 FUNADA

15 山部 英行 ヤマベ エイコウ MMナイトラン EIKO

16 長瀬 康一 ナガセ コウイチ 松戸２１ＲＣ NAGA

17 早野 透 ハヤノ トオル TORU

18 長坂 潤司 ナガサカ ジュンジ Junji

19 山田 貴之 ヤマダ タカユキ 多摩川クラブ Y-TAKA

20 今別府 彰太郎 イマベップ ショウタロウ 松戸２１ＲＣ SHOTARO

21 天満 優一朗 テンマ ユウイチロウ TEMMA

22 浅井 将尚 アサイ マサナオ ASAI

23 岩佐 直樹 イワサ ナオキ 多摩川サブスリー NAOKI

24 石川 達也 イシカワ タツヤ ISHIKAWA

25 正木 裕美 マサキ ヒロミ RUNNING SCIENCE LAB HIROMI

26 好士 理恵子 コウシ リエコ RIEKO

27 吉田 和彦 ヨシダ カズヒコ 小鳥キッス KAZUHIKO

28 梅田 卓資 ウメダ タクジ TeamＭ×Ｋ TAKUJI

29 宮本 直樹 ミヤモト ナオキ Track Tokyo NAOKI

30 小泉 緑 コイズミ ミドリ Breakthrough Mirori

31 鴈原 淳子 ガンバラ ジュンコ JUNKO

32 原田 幸昌 ハラダ ユキマサ HARADY

33 小川 夕希 オガワ ユウキ YUKI

34 芳仲 真人 ヨシナカ マコト MAKOTO

35 粕川 洋司 カスカワ ヨウジ 多摩川クラブ YOJI

36 山﨑 希 ヤマサキ アキラ YAMASAKI

37 安藤 淳 アンドウ ジュン ANJUN

38 松田 洋祐 マツダ ヨウスケ YOUSUKE

39 藤木 久士 フジキ ヒサシ FUJI

40 菅野 駿之介 カンノ シュンノスケ 坂戸市陸協 KANNO

41 佐藤 智明 サトウ トモアキ SATO

42 小笠原 信 オガサワラ マコト oga

43 山田 泰三 ヤマダ タイゾウ 青梅陸協 TAIZO

44 新城 かおり シンジョウ カオリ なめしち SHINJO

① PM 大角重人

② 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6組 スタート時刻 17:07

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 光田 国広 ミツタ クニヒロ エボーリュＲＣ MITSUTA

2 堤 俊行 ツツミ トシユキ 横浜ゴム陸上部 TOSHI

3 久保 康生 クボ ヤスオ RUNNING SCIENCE LAB KUBO

4 嶋田 耕士 シマダ コウジ koji

5 早川 直樹 ハヤカワ ナオキ HAYAKAWA

6 守屋 武史 モリヤ タケシ TAKESHI

7 田畑 慎也 タバタ シンヤ 田畑歯科 SHINYA

8 松崎 雅春 マツザキ マサハル Team M×K MASAHARU

9 甲元 辰雄 コウモト タツオ TATSUO

10 畠山 康平 ハタケヤマ コウヘイ 永田町独身寮 HATAZO

11 岩崎 啓昭 イワサキ ヒロアキ HIROAKI

12 神田 雅之 カンダ マサユキ masa

13 勢力 誉久 セイリキ ヨシヒサ YOSHI

14 二宮 誠堂 ニノミヤ マサタカ NINO

15 佐々木 啓至 ササキ ヒロシ ソンナバナナ hiro

16 川島 淳 カワシマ アツシ KAWASHIMAN

17 伊藤 奨真 イトウ ショウマ 東京大学 ITO

18 村井 誠 ムライ マコト ポポロAC MAKOTO

19 村上 寛之 ムラカミ ヒロユキ HIRO

20 渡邉 学 ワタナベ マナブ TDMR WATANABE

21 外崎 博之 トノサキ ヒロユキ HIROYUKI-T

22 矢島 秀悟 ヤジマ ヒデノリ YAJIMA

23 奥田 一平 オクダ イッペイ TRACK TOKYO okuda

24 瀧澤 圭一郎 タキザワ ケイイチロウ 読売新聞社 TAKIO

25

26 近藤 瞳 コンドウ ヒトミ エボーリュRC HITOMI

27 鈴木 将夫 スズキ マサオ M

28 玉田 真之介 タマダ シンノスケ TAMA

29 冨内 達矢 トミウチ タツヤ TOMMY

30 川西 宏幸 カワニシ ヒロユキ T.T-AC Kawanishi

31 永井 宏明 ナガイ ヒロアキ HERO

32 井野 寛司 イノ カンジ KANJI

33 大場 達也 オオバ タツヤ TATSUYA

34 大森 教尋 オオモリ ノリヒロ ポポロＡＣ OMORI

35 秋山 裕哉 アキヤマ ユウヤ 松戸21RC AKI

36 馬場 建一 ババ ケンイチ KENICHI

37 八巻 太郎 ヤマキ タロウ TARO

38 重松 健由 シゲマツ ケンユウ うたクラブ UTA

39 舩元 雄一郎 フナモト ユウイチロウ FU

40 小出 剛史 コイデ タケシ KOI

41 和田 達也 ワダ タツヤ WADA

42 佐々木 俊治 ササキ シュンジ SHUNJI

43 寺尾 隆宏 テラオ タカヒロ rollingbase TERAO

44 中野 裕介 ナカノ ユウスケ YUSUKE

45 林 智史 ハヤシ サトシ ファイザー Satoshi

① PM 大角重人

② PM 栗山一輝

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7組 スタート時刻 17:30

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 角田 幹之 ツノダ モトユキ TRACKTOKYO TSUNODA

2 祢津 慎也 ネツ シンヤ SHINYA

3 酒井 拓磨 サカイ タクマ takkun

4 西崎 昌宏 ニシザキ マサヒロ 小金井おじ練 NISHIZAKI

5 青野 竜也 アオノ タツヤ Tatsuya

6 北野 健太郎 キタノ ケンタロウ ニッポンランナーズ KITANO

7 諸留 寛大 モロドメ カンダイ KANDAI

8 久保 光法 クボ ミツノリ KUBO

9 真鍋 一郎 マナベ イチロウ ICHIRO

10 勝股 翼 カツマタ ツバサ KATSUMATA

11 鈴木 新 スズキ シン SHIN

12 北川 拓也 キタガワ タクヤ 酒ＲＵＮ T-98

13 久我 洋介 クガ ヨウスケ YOSUKEKUGA

14 北條 孝樹 ホウジョウ コウキ HOJO

15 小澤 一郎 オザワ イチロウ ICHIRO

16 木田 史彦 キダ フミヒコ Greenman UC

17 本郷 孝知 ホンゴウ タカアキ HG

18 瀧波 美緒 タキナミ ミオ MIO

19 坂本 健 サカモト ケン 坂本治療院 KEN

20 鳥居 恒太 トリイ コウタ KOTA

21 松井 孝夫 マツイ タカオ Takao

22 藤木 新也 フジキ シンヤ SHINYA

23 佐々木 雅典 ササキ マサノリ MIYABI

24 高橋 賢 タカハシ サトシ アトミクラブ TAKAHASHI

25 越智 大介 オチ ダイスケ DAI

26 鈴木 祐太 スズキ ユウタ YUTA

27 中野 喜文 ナカノ ヨシフミ yottan

28 浪川 智弘 ナミカワ トモヒロ 神奈川走ろう会 Namikawa

29 高野 直義 タカノ ナオヨシ 相模原市役所RC Nao

30 横山 正尭 ヨコヤマ マサタカ YOKOYAMA

31 永田 佳秀 ナガタ ヨシヒデ 深大寺走友会 YOSHI

32 古賀 宏志 コガ ヒロシ 酒RUN KOGA

33 林 正浩 ハヤシ マサヒロ 鶴見川ランナーズ MASA

34 小林 幸夫 コバヤシ ユキオ 多摩川サブスリー YUKIO

35 野口 健史 ノグチ タケシ ポポロAC NOGUTAN

36 鳥山 浩 トリヤマ ヒロシ TORI

37 木村 祐輔 キムラ ユウスケ 埼玉SWFD Yusuke

38 北村 裕 キタムラ ユタカ 洋光台矯正歯科 nimo

39 芳澤 康太郎 ヨシザワ コウタロウ Mラン YOSSY

40 内橋 憲章 ウチハシ ノリアキ Uchihashi

41 小林 淳一 コバヤシ ジュンイチ KOBA

42 井上 洋市朗 イノウエ ヨウイチロウ 多摩川サブスリー YOICHIRO

43 田中 礼美 タナカ ヨシミ YOSHIMI

44 木村 康之 キムラ ヤスユキ KIMURA

45 永田 聖人 ナガタ マサト MASATO

① PM 井下裕貴

② PM 竹澤想大

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8組 スタート時刻 17:52

ペースメーカー：①16分40秒、④17分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 野本 大貴 ノモト ダイキ 酒RUN KATSUO

2 武田 竜馬 タケダ リョウマ TKランニング倶楽部 RYOMA

3 佐野 敦 サノ アツシ Club-J SANO

4 大築 隆之 オオツキ タカユキ swac TSUKEY

5 林 健太郎 ハヤシ ケンタロウ KENTARO

6 荊沢 貴之 バラサワ タカユキ SRC THY

7 早川 元 ハヤカワ ゲン 湘南ランタジスタ GEN

8 増子 亘輝 マシコ コウキ Kouki

9 冨永 尚宏 トミナガ タカヒロ 小金井おじ練 TOMINAGA

10 近藤 柊斗 コンドウ シュウト 湘南ランタジスタ SHUTO

11 秦 一馬 ハタ カズマ 紙飛行機クラブ2部Cチーム KAMIHIKOKI

12 並河 大樹 ナミカワ ダイキ NAMIKAWA

13 齋木 進 サイキ ススム CHIBA RUNNERS.m SAIKI

14 中島 道紀 ナカジマ ミチノリ peta練 chimi

15 井辻 祐太郎 イツジ ユウタロウ 浦安陸協 ITSUJI

16 池田 大助 イケダ ダイスケ 走るニート IKEDA

17 佐々木 大輔 ササキ ダイスケ DAISUKE

18 田島 颯 タジマ ハヤテ らんはい HAYATE

19 田中 和大 タナカ カズヒロ 朝霞市陸上競技協会 kazu

20 小出 直人 コイデ ナオト NAOTO

21 川井 勉 カワイ ツトム Team M×K Kawai

22 蔵品 智史 クラシナ サトシ KURA

23 成塚 拓真 ナリヅカ タクマ TN

24 古賀 稔基 コガ トシキ KOGA

25 菅 佑輔 カン ユウスケ KAN

26 木下 紀男 キノシタ ノリオ 小金井おじ練 KINOSHITA

27 嶌田 洸一 シマダ コウイチ SHIMADA

28 杉本 孝公 スギモト タカマサ SUGIMOTO

29 水野 倫太郎 ミズノ ミチタロウ MICK

30 数金 慎太郎 スガネ シンタロウ シチズン時計 SHINTARO

31 田邊 峻佑 タナベ シュンスケ TANABE

32 乗松 祐里 ノリマツ ユリ MMナイトラン NORIMATSU

33 後藤 公秀 ゴトウ キミヒデ GOTO

34 江夏 健太 エナツ ケンタ ＲＲＴ KEN

35 鈴木 裕也 スズキ ユウヤ YUYA

36 小川 高弘 オガワ タカヒロ taka

37 前嶋 裕治 マエジマ ユウジ YUJI

38 杉本 瑞樹 スギモト ミズキ MIZUKI

39 半田 健二 ハンダ ケンジ GOTE

40 今野 洋志 コンノ ヒロシ くまごろう KUMA

41 新井 和磨 アライ カズマ ARAI

42 佐久間 健太 サクマ ケンタ KENTA

43 河野 晃一 カワノ コウイチ KOKKO

44 ＬｅＢｒａｓ Ｅｒｗａｎ ルブラス エルワン 多摩川サブ３会 ERWAN

45 中野 雅明 ナカノ マサアキ 中野商会 nakano

① PM 齋藤拓也

② 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 18:14

ペースメーカー：①16分15秒、②16分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 斉藤 斉 サイトウ ヒトシ 酒ＲＵＮ GiroSimon

2 山上 洋祐 ヤマガミ ヨウスケ YAMAGAMI

3 吉平 拓也 ヨシヒラ タクヤ クラブR2東日本 YOSHIHIRA

4 比佐 学 ヒサ マナブ 流山CJ MANABU

5 飯田 隼人 イイダ ハヤト GAZELLE IIDA

6 山本 昌孝 ヤマモト マサタカ 陸上競技多摩川クラブ George

7 阿部 靖 アベ ヤスシ ABE

8 長田 寛史 オサダ ヒロフミ OSADA

9 木幡 沢也 コハタ タクヤ kohata

10 今野 豪 コンノ タケル TK

11 北原 知孝 キタハラ トモタカ ともたカーニバル！ TOMO

12 江頭 直人 エガシラ ナオト NAOTO

13 赤澤 省吾 アカザワ ショウゴ SHOGO

14 平山 敦 ヒラヤマ アツシ HIRAYAMA

15 島津 純 シマヅ ジュン SHIMAO

16 松下 純也 マツシタ ジュンヤ 城西AC JUNYA

17 射場本 綾 イバモト リョウ IBA

18 風間 龍介 カザマ リュウスケ SUKESUKE

19 吉田 宜永 ヨシダ ノリナガ YOSHIDA

20 高橋 勇気 タカハシ ユウキ 東京陸協 Yuki

21 伊藤 勇磨 イトウ ユウマ 酒RUN YUMA

22 木住野 善男 キシノ ヨシオ KISSY

23 一楽 信尚 イチラク ノブヒサ NOBUHISA

24 柴田 大樹 シバタ ヒロキ HIRO

25 森 孝博 モリ タカヒロ MORI

26 近野 大樹 コンノ ヒロキ HIROKI

27 平原 淳 ヒラハラ ジュン JMA HIRAHARA

28 石澤 卓也 イシザワ タクヤ ISHIZAWA

29 勘舎 方敬 カンジャ マサヨシ Team M×K KANJA

30 小池 孝範 コイケ タカノリ 弁護士法人ＥＮＩＳＨＩ KOIKE

31 萩原 裕磨 ハギワラ ユウマ MATSURUN HAGI

32 千田 聖太郎 センダ セイタロウ seitaro

33 永井 義之 ナガイ ヨシユキ 八王子富士森走友会 MEJIRO

34 高根 大輝 タカネ ヒロキ TAKANE

35 後町 康佑 ゴチョウ コウスケ Gtyo

36 松浦 寛輝 マツウラ ヒロキ クラブR2東日本 MATSUURA

37 小林 徹也 コバヤシ テツヤ TETSUYA

38 鈴木 宏之 スズキ ヒロユキ ニッポンランナーズ SUZUMARU

39 緑川 龍太郎 ミドリカワ リュウタロウ MIDORI

40 望月 佐夢 モチヅキ サム SAMU

41 水越 元洋 ミズコシ モトヒロ Wisdom.RC GEN

42 山川 貴都 ヤマカワ タカト YAMAKAWA

43 三浦 忠義 ミウラ タダヨシ MIU

44 妹尾 創太 セノオ ソウタ T・T-AC SOTA

45 加藤 達大 カトウ タツヒロ 早大ほかん TATSUHIRO

① PM 井下裕貴

② 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 18:35

ペースメーカー：①15分30秒、②15分50秒、③16分10秒

No 氏　名 カナ 所　属 ゼッケン名

1 外池 翔太郎 トイケ ショウタロウ チームハアハア TOIKE

2 小松 侑矢 コマツ ユキヤ 城西大学AC YUKIYA

3 前川 元気 マエカワ ゲンキ GENKI

4 加藤 宙路 カトウ チュウジ CHUJI

5 丸山 俊紀 マルヤマ トシキ 相模原市陸上競技協会 TOSHIKI

6 田中 健祐 タナカ ケンスケ KENSUKE

7 外山 高広 トヤマ タカヒロ おもいやりのそう toyamax

8 兼重 優介 カネシゲ ユウスケ GRlabプロ野球愛好会 SpencerPatton

9 飯田 光 イイダ アキラ ポポロAC IIDA

10 桐山 弘太 キリヤマ コウタ 鳩印G&T川崎 KIRIYAMA

11 堀 貴博 ホリ タカヒロ TAKAHIRO

12 柏井 太郎 カシワイ タロウ KASHIWAI

13 村田 諒 ムラタ リョウ RBRG RYO

14 中水 佑 ナカミズ ユウ フジシロ YU

15 林 一宏 ハヤシ カズヒロ ウィングAC HAYASHI

16 蓮見 明久 ハスミ アキヒサ 小川町陸協 HASMIN

17 栗原 篤人 クリハラ アツヒト KURIBOY

18 坂東 宗明 バンドウ ソウメイ TKランニング倶楽部 BANDO

19 瀧野 幹拡 タキノ ミキヒロ DAC筑駒高 TAKINO

20 上川 英一郎 カミカワ エイイチロウ E_K

21 出原 啓太 イデハラ ケイタ MRC/酒RUN KEITA

22 兼重 志帆 カネシゲ シホ GRlab SATOCHA

23 小川 勝也 オガワ カツヤ カナガワランニングクラブ koga

24 落合 健太 オチアイ タケヒロ OCHIAI

25 戸田 昂 トダ タカシ TODA

26 新井 龍 アライ リョウ 岩原塾 RYO

27 青山 大志 アオヤマ タイシ TAISHI

28 和田 雄祐 ワダ ユウスケ YUSUKE

29 富士田 覚 フジタ サトル 三鷹市陸協 SATORU

30 座間 保成 ザマ ヤスナリ ＪＲ東日本千葉 ZETT

31 吉田 秀諭 ヨシダ ヒデツグ TDMR YOSHIDA

32 吉田 和章 ヨシダ カズアキ GAZELLE KAZUAKI

33 外園 洋斗 ホカゾノ ヒロト HIROTO

34 森田 裕太郎 モリタ ユウタロウ MORITA

35 大西 竜洋 オオニシ タツヒロ 末脚ダイナマイト TAZ

36 中水 良 ナカミズ リョウ RABBIT

37 石井 圭一 イシイ ケイイチ ニッポンランナーズ K-ichi

38 吉田 尚平 ヨシダ ショウヘイ JINGER YOSSY

39 大嶋 大輔 オオシマ ダイスケ DAISUKE

40 鈴木 大樹 スズキ ヒロキ HIROKI

41 向井 陸 ムカイ リク RIKU

42 坂田 岳 サカタ ガク Gaku

43 山本 貴政 ヤマモト タカマサ George

44 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ IKEUCHI

45 吹切 洋平 フッキリ ヨウヘイ 体脂肪率18%です。 YOHEEEEEEEEEY

46 阿南 大輔 アナン ダイスケ teamfukuoka DAISUKE

47 木下 裕美子 キノシタ ユミコ YUMIKO

① PM 松本翔

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11組 スタート時刻 18:55

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 野呂 光希 ノロ コウキ 三重陸協 koki

2 川内 鮮輝 カワウチ ヨシキ Jaybird Jaybird

3

4 成田 匠平 ナリタ ショウヘイ SHOHEI

5 海老沼 太志 エビヌマ タイシ MKプロジェクト TAISHI

6 小山 大輝 コヤマ ダイキ KOYADAI

7 影山 英紀 カゲヤマ ヒデキ SPC KAGEYAMA

8 藤野 滉生 フジノ コウキ GAZELLE KOUKI

9 富張 裕紀 トミハリ ユウキ 矢口ランニングクラブ TOMIHARI 

10 瀬川 京祐 セガワ ケイスケ KEISUKE

11 上條 記男 カミジョウ ノリオ MARU

12 平野 慶介 ヒラノ ケイスケ keifarah

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

14 枡川 健太郎 マスカワ ケンタロウ KENTARO

15 政田 勇輝 マサダ ユウキ MASADA

16 布谷 基 ヌノヤ モトイ 岩手陸協 MOTSU

17 岡部 純 オカベ ジュン okajuuuuun

18 大川 隼平 オオカワ シュンペイ ELDORESO SP

19 伊藤 彬浩 イトウ アキヒロ 船橋市消防局 AKIHIRO

20 小澤 智宏 オザワ トモヒロ 東京都庁 OZAWA

21 田村 健人 タムラ ケント TAMURAKENTO

22 三津家 貴也 ミツカ タカヤ RUNNING SCIENCE LAB MITSUKA

23

24 内山 雄貴 ウチヤマ ユウキ YUKI

25 藤原 拓 フジワラ タク FUJIWARA

26 菅 慎治 カン シンジ 川口市陸協 KAN

27 宮寺 祐輝 ミヤデラ ユウキ YUKI

28 大村 弘明 ヒロアキ オオムラ ひよこ倶楽部 yutori-

29 蒲生 晟也 ガモウ セイヤ SEIYA

30 河野 陽一 コウノ ヨウイチ ＪＰ日本郵政グループ東京 YOICHI

31 飯田 勇希 イイダ ユウキ KP YUKI

32 日内地 賢也 ヒナイジ ケンヤ HINA

33 村田 英誠 ムラタ ヒデナリ MURATA

34 中里 和彦 ナカザト カズヒコ NAKAZATO

35 吉田 茂樹 ヨシダ シゲキ 川口市陸協 YOSHIDA

36 美濃田 拓紀 ミノダ ヒロキ 東京都庁 HIROKI

37 荒谷 謙 アラタニ ケン 茨城陸協 ARATANI

38 ジョンソン ジェレッド ジョンソン ジェレッド JARED

39

40 小松 朋矢 コマツ トモヤ 城西大学AC TOMOYA

41 小林 壱輝 コバヤシ イツキ 東京陸協 ITUKI

42 左近 実智隆 サコン ミチタカ sakon

43 緑川 優 ミドリカワ ユウ TeamMxK YU

① PM 井下裕貴

② PM 竹澤想大

③ PM 松本翔

④ PM 齋藤拓也

⑤ PM 鎌田紘宣


