
日時： 2020年11月29日（日）13時45分～19時20分

場所： 代々木公園陸上競技場

＜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 女子 1組 13:45 12:30 13:15 13:35 18名

3000m 女子 2組 14:02 12:47 13:32 13:52 20名

3000m 男子 1組 14:17 13:02 13:47 14:07 33名

3000m 男子 2組 14:31 13:16 14:01 14:21 30名

5000m 男子 1組 14:45 13:30 14:15 14:35 35名

5000m 男子 2組 15:08 13:53 14:38 14:58 34名

5000m 男子 3組 15:30 14:15 15:00 15:20 32名

5000m 男子 4組 15:52 14:37 15:22 15:42 31名

5000m 男子 5組 16:14 14:59 15:44 16:04 32名

5000m 男子 6組 16:36 15:21 16:06 16:26 32名

5000m 男子 7組 16:58 15:43 16:28 16:48 33名

5000m 男子 8組 17:20 16:05 16:50 17:10 35名

5000m 男子 9組 17:42 16:27 17:12 17:32 35名

5000m 男子 10組 18:03 16:48 17:33 17:53 34名

5000m 男子 11組 18:24 17:09 17:54 18:14 34名

10000m 男子 1組 18:45 17:30 18:15 18:35 28名

注意事項（抜粋）

・本大会は2020年度日本陸上競技連盟規則、および本大会申合せ事項により実施します。

・日本陸上競技連盟が発表した「陸上競技活動再開のガイダンス策定のお知らせ」をもとに

　開催いたします。 https://www.jaaf.or.jp/news/article/13857/

・参加者（付き添い・観客を含む）は、上記ガイダンスに従い、大会１週間前からの体調を

　「体調管理表・症状チェック表」に記入し、当日は受付での検温の際に提出してください。

　（提出いただけない場合は参加を認められません。）

　https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202006/11_151501.pdf

・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。

・シューズに関する計測体制を整備し、厚さ25ｍｍ～40ｍｍのシューズも使用可です。

　受付時にシューズチェックを行いますので、レースで使用するシューズをご持参ください。

・追加エントリーご希望の方は、出走組の空き状況を確認の上、メールにてご連絡ください。

・競技運営の都合上、5000ｍでは3000ｍ迄、10000ｍでは6000ｍ迄に周回遅れと

　なった場合、それ以降も2周差がついた場合は失格（DNF）とさせていただきます。

・ゼッケン（胸・背・腰）は受付時に配付します。腰ゼッケンはパンツの右横に着けます。

・安全ピンは参加者でお持ちください。お忘れの場合は1セット100円で販売となります。

・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。

・計時は、手動計時となります。　・競技中の事故や疾病に関しては、責任は負いかねます。

・トラック内に入っての応援、および大声を出しての応援は自粛願います。

・記録証は希望者に、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。

＜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/
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MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

3000m　女子1組 スタート時刻 13:45

ペースメーカー なし

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録 厚底✓

3 皆川 麻美 ミナカワ アサミ 東京陸協 東京都 10分42秒0 1 着 TR5

2 小池 日南子 コイケ ヒナコ 埼玉陸協 埼玉県 10分45秒2 2 着 TR5

8 山田 優里 ヤマダ ユウリ 上智大学 東京都 10分45秒5 3 着

1 本山 桃子 モトヤマ モモコ 東京陸上競技協会 東京都 10分59秒8 4 着 TR5

10 谷 真美 タニ マミ 東京マスターズ陸上競技連盟 東京都 11分09秒6 5 着 TR5

4 越智 ななみ ｵﾁ ﾅﾅﾐ 駒澤大学高等学校 東京都 11分16秒2 6 着

9 小栁 舞夏 コヤナギ マイカ 東京大学 長崎県 11分16秒6 7 着 TR5

7 金子 万葉 カネコ マヨ 上智大学 埼玉県 11分21秒9 8 着

17 花渕 真生 ハナブチ マオ 東京大学 東京都 11分27秒7 9 着

6 外間 結那 ソトマ ユイナ 矢口中学校 東京都 11分28秒6 10 着

11 西村 唯 ニシムラ ユイ 上智大学 神奈川県 11分32秒2 11 着

13 菊池 光紗 キクチ ミサ 上智大学 東京都 11分36秒0 12 着

12 植村 育子 ウエムラ イクコ Breakthrough 東京都 11分39秒2 13 着 TR5

5 佐藤 世菜 ｻﾄｳ ｾｲﾅ 駒澤大学高等学校 東京都 11分43秒1 14 着 TR5

14 浦 もみじ ウラ モミジ Team MxK 東京都 11分45秒1 15 着

18 堀越 美菜 ホリコシ ミナ 東京大学大学院 東京都 11分53秒9 16 着

15 白井 帆香 シライ ホノカ 東京大学 静岡県 12分08秒9 17 着 TR5

16 大松 知恵 オオマツ チエ 東京陸協 東京都 DNS 着

19 着

20 着

21 着

22 着

23 着

24 着

25 着

着順

10'35"-11'55"



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

3000m　女子2組 スタート時刻 14:02

ペースメーカー なし

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録 厚底✓

5 渋谷 菜絵 ｼﾌﾞﾔ ﾅｴ 駒澤大学高等学校 東京都 10分07秒8 1 着

21 中野 公美子 ナカノ キミコ 帝京科学大学 神奈川県 10分08秒6 2 着

8 黒澤 夏楠 クロサワ カナ 笠松走友会 茨城県 10分09秒0 3 着 TR5

4 原 舞奈 ハラ マイナ 愛知陸協 愛知県 10分11秒2 4 着 TR5

13 打野 里奈 ウチノ リナ 東京陸協 東京都 10分22秒3 5 着 TR5

20 好士 理恵子 コウシ リエコ 狛江市陸協 東京都 10分25秒0 6 着

6 森 まどか ﾓﾘ ﾏﾄﾞｶ 駒澤大学高等学校 東京都 10分25秒3 7 着

14 鈴木 萌乃香 スズキ ホノカ 東京陸協 東京都 10分25秒6 8 着 TR5

9 黒田 なつみ クロダ ナツミ 東京陸上競技協会 東京都 10分28秒5 9 着 TR5

11 橋本 莉奈 ﾊｼﾓﾄ ﾘﾅ 駒澤大学高等学校 東京都 10分41秒7 10 着 TR5

12 安藤 魅羽 アンドウ ミウ コモディイイダ 東京都 10分42秒1 11 着

15 阿隅 杏珠 アスミ アンズ 東京大学 千葉県 10分44秒7 12 着

10 稲垣 木々音 ｲﾅｶﾞｷ ｺｺﾈ 駒澤大学高等学校 東京都 10分54秒9 13 着

16 原田 みのり ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾉﾘ 駒澤大学高等学校 東京都 11分28秒7 14 着

19 向井 智香 ムカイ チカ 東京メトロ女子駅伝部 東京都 DNF 着 TR5

1 久保倉 実里 クボクラ ミサト コモディイイダ 東京都 DNS 着

2 今西 紗世 イマニシ サヨ 流山八木中 千葉県 DNS 着

7 阿部 ゆかり アベ ユカリ 中山到税理士事務所陸上競技部 東京都 DNS 着

17 木田 七海 ｷﾀﾞ ﾅﾅﾐ 駒澤大学高等学校 東京都 DNS 着

18 小野寺 美珂 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐｶ 駒澤大学高等学校 東京都 DNS 着

3 着

22 着

23 着

24 着

25 着

9'20"-10'30"

着順



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

3000m　男子1組 スタート時刻 14:17

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録 厚底✓

7 苅谷 凌 カリヤ リョウ 坂戸市陸協 埼玉県 9分27秒6 1 着

2 河原 尚史 ｶﾜﾊﾗ ﾀｶｼ 駒澤大学高等学校 東京都 9分28秒7 2 着

8 田中 亮也 タナカ リョウヤ 東京大学 東京都 9分32秒2 3 着

1 広島 亮太 ﾋﾛｼﾏ ﾘｮｳﾀ 駒澤大学高等学校 東京都 9分36秒5 4 着

4 古井 義文 フルイ ヨシフミ 東京マスターズ 東京都 9分37秒7 5 着

15 三浦 太陽 ﾐｳﾗ ﾀｲﾖｳ 駒澤大学高等学校 東京都 9分38秒0 6 着 TR5

11 大橋 真 オオハシ マコト 逗子市陸協 神奈川県 9分38秒4 7 着

13 三浦 和貴 ミウラ カズタカ 東京陸協 東京都 9分43秒1 8 着 TR5

23 安達 功 アダチ イサオ ＴＥＡＭ Ｒ×Ｌ＋ 埼玉県 9分43秒9 9 着 TR5

27 島崎 昌敏 シマザキ マサトシ 作.AC札幌 北海道 9分44秒7 10 着 TR5

20 飯島 理貴 イイジマ リキ 立教AC 東京都 9分49秒8 11 着

9 河﨑 駿也 カワサキ シュンヤ 東京大学 宮崎県 9分50秒4 12 着

12 吉田 暖大 ヨシダ ヒナタ 東山中学 東京都 9分50秒6 13 着 TR5

10 窪田 俊郎 クボタ トシロウ ピッツキューブ RC 東京都 9分50秒9 14 着

31 伊藤 黎 イトウ レイ 東京大学 静岡県 9分52秒5 15 着

14 玉置 将法 タマキ マサノリ さいたま市陸協 埼玉県 9分53秒3 16 着

17 高林 祥生 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾖｼｷ 明大中野八王子 東京都 9分54秒0 17 着

18 松岡 李樹 ﾏﾂｵｶ ﾘｷ 明大中野八王子 東京都 10分00秒7 18 着

22 百瀬 弦 モモセ ゲン 南足柄市陸協 神奈川県 10分05秒6 19 着

5 和田 新 ワダ アラタ 東海A.C. 神奈川県 10分08秒0 20 着

16 原藤 大祐 ﾊﾗﾄｳ ﾀｲｽｹ 明大中野八王子 東京都 10分08秒8 21 着

24 土濃塚 渉 トノヅカ ワタル さいたま市陸協 埼玉県 10分12秒2 22 着 TR5

29 永田 聡太郎 ナガタ ソウタロウ 東京大学 東京都 10分26秒9 23 着

28 浅井 将尚 アサイ マサナオ 東京陸協 東京都 10分27秒8 24 着 TR5

25 片山 真人 カタヤマ マサト ピッツキューブRC 東京都 10分30秒0 25 着

32 高橋 風成 タカハシ カザナリ 小川町陸協 埼玉県 DNF 着 TR5

33 石川 聖也 イシカワ セイヤ 横浜市陸協 神奈川県 DNF 着 TR5

3 郡司 真彦 グンジ マサヒコ 東京陸協 東京都 DNS 着

6 関 辰弥 セキ タツヤ 戸田陸協 埼玉県 DNS 着

19 藤平 真ノ介 トウヘイ シンノスケ GAZELLE 千葉県 DNS 着

21 近江屋 拓 オオミヤ タク 東京陸協 東京都 DNS 着

26 西田 幸平 ニシダ コウヘイ 東京陸協 東京都 DNS 着

30 山崎 拓海 ヤマサキ タクミ 東京大学 愛知県 DNS 着

9'20"-10'00"

着順

PM ①9'30" ②9'50"



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

3000m　男子2組 スタート時刻 14:31

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録 厚底✓

10 秋葉 直人 アキバ ナオト RFA Japan 東京都 8分49秒9 1 着

19 細川 奈於 ホソカワ ナオ 獨協医科大学 栃木県 8分50秒1 2 着

5 大和久 貴裕 オオワク タカヒロ JR東日本千葉 千葉県 8分53秒5 3 着

2 渡辺 将悟 ワタナベ ショウゴ 東京陸協 東京都 8分57秒6 4 着

3 渡邉 慶大 ワタナベ ケイタ 横浜陸協 神奈川県 8分58秒0 5 着

6 徳江 航己 トクエ コウキ 南山大学 愛知県 8分58秒7 6 着

18 菊地 優志 キクチ ユウジ 福島県県南陸協 福島県 8分59秒4 7 着 TR5

1 三浦 拓哉 ミウラ タクヤ 上尾市陸協 埼玉県 9分00秒2 8 着

15 宮坂 和樹 ミヤサカ カズキ 中山到税理士事務所陸上競技部 東京都 9分00秒9 9 着

9 髙野 拓海 タカノ タクミ 埼玉陸協 埼玉県 9分01秒6 10 着 TR5

14 宮坂 直樹 ミヤサカ ナオキ 東京陸協 東京都 9分01秒9 11 着

29 新関 涼介 ニイゼキ リョウスケ RFAJapan 東京都 9分06秒5 12 着 TR5

4 小川 恭平 オガワ キョウヘイ 順天堂大学医学部陸上競技部 東京都 9分07秒8 13 着

21 渡邊 健志 ワタナベ ケンジ とびうめクラブ 福岡県 9分08秒0 14 着

8 堂本 稜 ﾄﾞｳﾓﾄ ﾘｮｳ 駒澤大学高等学校 東京都 9分08秒5 15 着 TR5

12 坂野 裕樹 バンノ ユウキ 川崎市陸協 神奈川県 9分09秒2 16 着 TR5

22 小林 大晴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｾｲ 駒澤大学高等学校 東京都 9分09秒5 17 着 TR5

24 杉山 暢 スギヤマ イタル 東海A.C. 神奈川県 9分12秒5 18 着 TR5

16 小松 侑矢 コマツ ユキヤ 城西陸上同好会 埼玉県 9分19秒1 19 着 TR5

27 丹羽 皐乃 ニワ セナ 東京大学 群馬県 9分26秒5 20 着

13 森 潤一 ﾓﾘ ｼﾞｭﾝｲﾁ 駒澤大学高等学校 東京都 9分32秒3 21 着

23 大貫 怜央 ｵｵﾇｷ ﾚｵ 駒澤大学高等学校 東京都 9分33秒4 22 着 TR5

25 明石 勇矢 アカシ ユウヤ 法大Ⅱ部 東京都 9分38秒7 23 着 TR5

26 外村 直樹 ホカムラ ナオキ Jクラブ 東京都 9分48秒4 24 着

30 藤原 篤史 フジワラ アツシ RFA Japan 東京都 DNF 着

32 高橋 風成 タカハシ カザナリ 小川町陸協 埼玉県 DNF 着 TR5

33 石川 聖也 イシカワ セイヤ 横浜市陸協 神奈川県 DNF 着 TR5

7 中原 丈 ﾅｶﾊﾗ ｼﾞｮｳ 駒澤大学高等学校 東京都 DNS 着

11 高橋 創 タカハシ ソウ 東京大学 東京都 DNS 着

20 谷田部 唯史 ヤタベ タダシ 川崎市陸上競技協会 神奈川県 DNS 着

17 着

28 着

31 着

8'30"-9'20"

着順

PM ①8'40" ②9'00"



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

5000m　男子1組 スタート時刻 14:45

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録 厚底✓

20 福田 圭介 フクダ ケイスケ 千葉陸上競技協会 千葉県 16分36秒9 1 着 TR5

34 緑川 優 ミドリカワ ユウ 栃木陸協 栃木県 16分38秒1 2 着 TR5

13 大橋 聡 オオハシ サトル 秩父市陸上競技協会 埼玉県 16分46秒8 3 着

9 中山 知昭 ナカヤマ トモアキ GRlab関東 東京都 16分47秒2 4 着 TR5

11 大家 英樹 オオヤ ヒデキ カナガワランニングクラブ 埼玉県 16分48秒2 5 着 TR5

12 鷹觜 勇宜 タカノハシ ユウキ 伊藤忠商事 東京都 16分48秒5 6 着 TR5

2 玉田 修平 タマダ シュウヘイ レジェンズ 神奈川県 16分48秒8 7 着

18 桑野 博輔 クワノ ヒロスケ Breakthrough 東京都 16分50秒0 8 着

25 黒崎 群 クロサキ グン 東京陸協 東京都 16分50秒3 9 着 TR5

26 坂上 貴彦 サカウエ タカヒコ 香川RC遊 香川県 16分50秒7 10 着 TR5

5 石田 克成 イシダ カツナリ 陸上競技多摩川クラブ 東京都 16分51秒2 11 着 TR5

15 坪地 宏嘉 ツボチ ヒロヨシ 東京陸協 東京都 16分51秒5 12 着 TR5

35 長江 隆行 ナガエ タカユキ SWAC 東京都 16分54秒7 13 着 TR5

29 山崎 剛士 ヤマザキ ツヨシ かながわクラブ 神奈川県 16分55秒8 14 着 TR5

8 橋本 健太郎 ハシモト ケンタロウ メディフォームＡＣ 埼玉県 16分56秒1 15 着 TR5

22 北川 悟 キタガワ サトル クラブR2東日本 東京都 17分01秒8 16 着 TR5

16 田中 久嗣 タナカ ヒサシ 横浜市陸上競技協会 神奈川県 17分03秒8 17 着 TR5

10 高橋 拓未 タカハシ タクミ 東京大学 宮城県 17分16秒0 18 着

30 中嶋 仁志 ナカジマ ヒトシ TeamMxK 東京都 17分16秒7 19 着 TR5

7 小川 祐一 オガワ ユウイチ 三浦郡陸協 神奈川県 17分17秒8 20 着 TR5

4 山多 慶彦 ヤマタ ヨシヒコ クラブR2東日本 東京都 17分18秒1 21 着

14 鳥居 恒太 トリイ コウタ 東京陸協 東京都 17分19秒4 22 着

1 吉田 直史 ヨシダ ナオフミ 東京陸協 東京都 17分22秒0 23 着

17 今井 純一 イマイ ジュンイチ 東京陸協 東京都 17分22秒8 24 着 TR5

28 石榑 昌也 イシグレ マサヤ project16 東京都 17分33秒9 25 着

6 奥山 智也 オクヤマ トモヤ 東京陸上競技協会 東京都 17分34秒5 26 着 TR5

3 菅原 晋之介 スガワラ シンノスケ 立教大学 東京都 17分44秒8 27 着 TR5

31 奥村 直樹 オクムラ ナオキ 小金井公園おじさん練習会 東京都 17分51秒3 28 着 TR5

32 栗原 央輔 クリハラ オウスケ 一橋大学 東京都 18分10秒0 29 着 TR5

21 西澤 和俊 ニシザワ カズトシ クラブR2東日本 東京都 DNF 着

19 村井 誠 ムライ マコト ポポロＡＣ 東京都 DNS 着

23 森 淳弘 モリ アツヒロ 高崎経済大学 栃木県 DNS 着

24 高橋 海輝 タカハシ ミツキ 南蛮連合 東京都 DNS 着

27 武田 健太 タケダ ケンタ 三浦市陸上競技協会 神奈川県 DNS 着

33 太田 智也 オオタ トモヤ 東京陸協 東京都 DNS 着

着順

16'49"-17'30"

PM ①16'45" ②17'00"



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

5000m　男子2組 スタート時刻 15:08

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録 厚底✓

14 五十嵐 一喜 イガラシ カズキ 秦野RC 神奈川県 16分15秒2 1 着 TR5

16 並河 大樹 ナミカワ ダイキ 東京陸協 東京都 16分22秒9 2 着

3 神田 康太郎 カンダ コウタロウ 横浜陸協 神奈川県 16分23秒2 3 着

1 古城戸 真之 フルキド マサユキ 鳩印G&T川崎 神奈川県 16分24秒3 4 着

23 齋藤 堪汰 サイトウ カンタ 島本プロジェクト 東京都 16分25秒0 5 着

5 幸田 祐輔 コウダ ユウスケ 日体クラブ 東京都 16分26秒3 6 着 TR5

19 伊藤 健介 イトウ ケンスケ クラブR2東日本 東京都 16分26秒8 7 着 TR5

32 高橋 風成 タカハシ カザナリ 小川町陸協 埼玉県 16分27秒9 8 着

4 山田 優斗 ヤマダ ユウト 東京陸協 東京都 16分28秒2 9 着 TR5

28 三好 真司 ミヨシ シンジ 相模原市陸協 神奈川県 16分28秒6 10 着

30 芹沢 元秀 セリザワ モトヒデ 小金井公園おじさん練習会 東京都 16分29秒7 11 着 TR5

22 鈴木 政洋 スズキ マサヒロ 千葉陸協 千葉県 16分30秒0 12 着 TR5

26 福永 泰幸 フクナガ ヤスユキ 陸上競技多摩川クラブ 東京都 16分31秒3 13 着 TR5

6 水落 徳哲 ミズオチ ノリアキ ＦＲＣ 埼玉県 16分31秒8 14 着

21 半田 健二 ハンダ ケンジ 東京陸上競技協会 東京都 16分32秒6 15 着

15 先崎 俊亮 センザキ シュンスケ 東京大学 栃木県 16分34秒8 16 着

33 石川 聖也 イシカワ セイヤ 横浜市陸協 神奈川県 16分36秒3 17 着 TR5

13 中島 圭一 ナカシマ ケイイチ 東京陸協 東京都 16分36秒6 18 着

31 田中 幸二 タナカ コウジ ランフィールド 神奈川県 16分37秒1 19 着 TR5

27 岩田 貴一 イワタ キイチ 川崎市陸競 神奈川県 16分38秒2 20 着 TR5

34 吉本 優貴 ヨシモト ユウキ 三重陸協 三重県 16分39秒4 21 着 TR5

8 藤井 将大 フジイ マサヒロ 東京陸上競技協会 東京都 16分39秒8 22 着

18 井上 靖数 イカミ ヤスカズ Ｔ・ＴーＡＣ 東京都 16分50秒2 23 着 TR5

25 多賀 長門 タガ ナガト 島本プロジェクト 東京都 17分00秒5 24 着

24 佐藤 大宇 サトウ ダイウ 島本プロジェクト 東京都 17分01秒1 25 着 TR5

20 松本 凱 マツモト カイ 大東大同 埼玉県 17分01秒3 26 着

29 入角 健也 イリスミ ケンヤ 東京陸協 東京都 17分23秒7 27 着 TR5

10 浦野 優太郎 ウラノ ユウタロウ 早稲田大学本庄高等学院 埼玉県 17分36秒0 28 着

17 渡邉 友希紘 ワタナベ ユキヒロ 岐阜陸上競技協会 岐阜県 17分49秒0 29 着 TR5

7 森本 善智 モリモト ヨシトモ 東京陸協 東京都 DNF 着 TR5

12 武藤 真弘 ムトウ マサヒロ RDCRUNCLUB 東京都 DNF 着 TR5

2 奥洞 雄也 オクボラ ユウヤ 諏訪市陸上競技協会 長野県 DNS 着

9 河西 博希 カワニシ ヒロキ Breakthrough 東京都 DNS 着

11 高橋 京佑 タカハシ ケイスケ 北里大学 秋田県 DNS 着

35 着

16'25"-16'45"

PM ①16'30" ②16'45"

着順



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

5000m　男子3組 スタート時刻 15:30

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録 厚底✓

30 河西 博希 カワニシ ヒロキ Breakthrough 東京都 15分57秒0 1 着 TR5

27 桜岡 俊矢 サクラオカ シュンヤ 埼玉陸協 埼玉県 15分57秒3 2 着 TR5

22 赤澤 省吾 アカザワ ショウゴ 東京地下鉄 東京都 15分58秒1 3 着 TR5

34 緑川 優 ミドリカワ ユウ 栃木陸協 栃木県 16分00秒5 4 着 TR5

10 平野 帆峻 ヒラノ ホダカ 三浦郡陸協 神奈川県 16分08秒4 5 着 TR5

25 渡辺 正悟 ワタナベ ショウゴ 茨城陸協 茨城県 16分09秒3 6 着 TR5

8 加瀬谷 拓 カセヤ タク 宮城県陸上競技協会 宮城県 16分13秒1 7 着

9 大野 瑛 オオノ アキラ 東京陸上競技協会 東京都 16分14秒3 8 着 TR5

6 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ クラブR2東日本 東京都 16分14秒6 9 着 TR5

24 坂本 達哉 サカモト タツヤ 東京陸協 東京都 16分15秒3 10 着

3 鷹觜 厚宜 タカノハシ アツキ 埼玉陸上競技協会 埼玉県 16分16秒3 11 着

28 松下 純也 マツシタ ジュンヤ 城西陸上同好会 埼玉県 16分17秒0 12 着 TR5

16 島津 正孝 シマヅ マサタカ 東京陸協 東京都 16分17秒2 13 着 TR5

35 長江 隆行 ナガエ タカユキ SWAC 東京都 16分17秒7 14 着 TR5

1 長副 紘樹 ナガソエ ヒロキ ＧＲｌａｂ関東 東京都 16分18秒0 15 着 TR5

29 渡部 剛 ワタナベ ツヨシ さいたま市陸協 埼玉県 16分22秒2 16 着

19 射場本 綾 イバモト リョウ T-T.AC 神奈川県 16分23秒0 17 着

4 山本 昌孝 ヤマモト マサタカ 陸上競技多摩川クラブ 東京都 16分25秒7 18 着 TR5

23 吉田 宜永 ヨシダ ノリナガ 岩手陸協 岩手県 16分27秒5 19 着

12 渡邉 遼平 ワタナベ リョウヘイ 作.AC札幌 北海道 16分29秒1 20 着 TR5

11 礒間 浩幸 イソマ ヒロユキ 八王子富士森走友会 東京都 16分30秒1 21 着 TR5

13 川井 直巳 カワイ ナオミ 宮城陸協 宮城県 16分31秒1 22 着 TR5

21 松田 拓朗 マツダ タクロウ 東京陸協 東京都 16分46秒9 23 着 TR5

17 江頭 直人 エガシラ ナオト 千葉陸協 千葉県 17分00秒4 24 着

2 大槻 順朗 オオツキ カズアキ 凡人ＲＣ 北海道 17分00秒8 25 着 TR5

14 斉藤 斉 サイトウ ヒトシ 東京陸協 東京都 17分10秒0 26 着

20 岡田 匠平 オカダ ショウヘイ 東京陸協 東京都 17分22秒1 27 着

5 徳末 孝則 トクスエ タカノリ 多摩川クラブ 東京都 DNF 着

7 森 雅俊 モリ マサトシ 陸上競技多摩川クラブ 東京都 DNF 着

15 林 修平 ハヤシ シュウヘイ 千葉陸協 千葉県 DNF 着

26 阿部 靖 アベ ヤスシ 東京陸協 東京都 DNF 着

18 岩崎 暸介 イワサキ リョウスケ 東京大学大学院 三重県 DNS 着

31 着

32 着

33 着

16'05"-16'20"

PM ①16'05" ②16'20"

着順



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

5000m　男子4組 スタート時刻 15:52

ペースメーカー 15'55"

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録 厚底✓

31 原 寛樹 ハラ ヒロキ 北里大学 神奈川県 15分47秒0 1 着 TR5

25 増田 雄樹 マスダ ユウキ 昭島市陸上競技会 東京都 15分51秒0 2 着

33 堀内 翔太 ホリウチ ショウタ 東京陸協 東京都 15分51秒5 3 着

35 山口 純平 ヤマグチ ジュンペイ ELDORESOランニングクラブ 東京都 15分51秒8 4 着 TR5

27 山中 優 ヤマナカ ユウ 東京都庁 東京都 15分52秒2 5 着 TR5

4 宮川 健太 ミヤガワ ケンタ 上州アスリートクラブ 群馬県 15分53秒2 6 着 TR5

21 吉田 秀諭 ヨシダ ヒデツグ 東京陸協 東京都 15分53秒6 7 着 TR5

19 小澤 昂平 オザワ コウヘイ 東京都庁 東京都 15分55秒8 8 着

1 松田 和磨 マツダ カズマ 東京陸協 東京都 15分56秒1 9 着

6 石崎 智己 イシザキ トモキ リスタート 東京都 15分57秒4 10 着

13 座間 保成 ザマ ヤスナリ ＪＲ東日本千葉 千葉県 15分58秒4 11 着 TR5

7 網谷 直紀 アミタニ ナオキ 富山陸協 富山県 15分59秒8 12 着

17 新田 魁洲 ニッタ カイシュウ 千葉陸協 千葉県 16分00秒4 13 着 TR5

12 小針 慶大 コバリ ケイダイ 中央大学陸上競技同好会 東京都 16分02秒4 14 着

24 遠藤 隆太 エンドウ リュウタ 千葉陸上競技協会 千葉県 16分03秒8 15 着

32 吉平 拓也 ヨシヒラ タクヤ クラブR2東日本 東京都 16分04秒5 16 着

10 福嶋 拓人 フクシマ タクト 綾瀬市陸上競技協会 神奈川県 16分06秒7 17 着 TR5

9 森田 裕太郎 モリタ ユウタロウ 川崎市陸協 神奈川県 16分07秒5 18 着 TR5

15 須藤 剛 スドウ ツヨシ WindRun 東京都 16分14秒6 19 着 TR5

23 野村 茂行 ノムラ シゲユキ 凡人RC 埼玉県 16分15秒4 20 着 TR5

29 石田 紘大 イシダ コウタ 東京大学 東京都 16分21秒0 21 着 TR5

18 石井 優佑 イシイ ユウスケ 明星学園中学校 東京都 16分31秒6 22 着 TR5

20 千田 俊輔 センダ シュンスケ クラブR2北海道 北海道 16分34秒1 23 着 TR5

30 川脇 優輝 カワワキ ユウキ 東京大学 東京都 16分36秒6 24 着

3 諸石 光聖 モロイシ コウセイ 座間市陸協 神奈川県 16分50秒8 25 着

2 河合 勇樹 カワイ ユウキ 東京陸協 東京都 DNF 着

5 中村 開 ナカムラ カイ 駒場東邦高校 東京都 DNF 着 TR5

11 村川 雄一 ムラカワ ユウイチ 東京陸協 東京都 DNF 着

22 田島 祐介 タジマ ユウスケ 東京陸協 東京都 DNF 着

16 千葉 純也 チバ ジュンヤ 埼玉陸協 埼玉県 DNS 着

28 西村 尚 ニシムラ ショウ 東京大学 東京都 DNS 着

8 着

14 着

26 着

34 着

15'50"-16'01"

着順



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

5000m　男子5組 スタート時刻 16:14

ペースメーカー 15'45"

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録 厚底✓

32 清崎 佑 キヨサキ ユウ 一橋大学 福岡県 15分31秒6 1 着 TR5

20 毛利 陽人 モウリ ハルト 一橋大学 宮城県 15分39秒7 2 着 TR5

35 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 日税ビジネス 東京都 15分42秒3 3 着 TR5

23 向田 修大 ムコウダ シュウタ 東京工業大学 兵庫県 15分42秒8 4 着 TR5

2 本多 健亮 ホンダ ケンスケ 東京大学 東京都 15分43秒3 5 着

31 藤曲 夏樹 フジマガリ ナツキ 東京都庁 東京都 15分44秒4 6 着 TR5

3 宮田 一馬 ミヤタ カズマ 東京大学 栃木県 15分46秒9 7 着

30 前川 貴登 マエカワ タカト JR東日本千葉 千葉県 15分48秒3 8 着 TR5

24 徳永 裕介 トクナガ ユウスケ 東京陸協　徳永裕介 東京都 15分49秒9 9 着 TR5

21 大西 竜洋 オオニシ タツヒロ 東京陸協 東京都 15分50秒2 10 着 TR5

22 大西 峻二 オオニシ シュンジ SBIアラプロモRC 東京都 15分53秒0 11 着

13 加藤 淳司 カトウ アツシ 八王子富士森走友会 東京都 15分53秒3 12 着 TR5

7 森田 翼 モリタ ツバサ クラブR2東日本 東京都 15分53秒9 13 着 TR5

5 吉田 悠生 ヨシダ ユウセイ 東京大学 埼玉県 15分54秒4 14 着

8 林 祐輝 ハヤシ ユウキ 川崎陸協 神奈川県 15分55秒3 15 着

15 竹中 陽平 タケナカ ヨウヘイ 千葉陸協 千葉県 15分57秒9 16 着 TR5

26 近藤 祥平 コンドウ ショウヘイ 日本大学生物資源科学部 神奈川県 16分04秒9 17 着

28 瀧野 幹拡 タキノ ミキヒロ DAC(筑駒高) 東京都 16分06秒6 18 着

25 落合 健太 オチアイ タケヒロ 板橋区陸協 東京都 16分08秒8 19 着 TR5

14 助川 皓洸 スケガワ ヒロタケ 東京大学 東京都 16分10秒3 20 着

29 近藤 敏明 コンドウ トシアキ 越谷陸協 埼玉県 16分11秒9 21 着 TR5

1 中平 快人 ナカヒラ カイト 筑波大学附属 東京都 16分14秒9 22 着 TR5

19 高野 良樹 タカノ ヨシキ 北極星AC 北海道 16分21秒0 23 着

18 栗原 孝浩 クリハラ タカヒロ 渋川陸上競技クラブ 群馬県 16分23秒7 24 着

27 酒井 陽向 サカイ ヒナタ 慶應義塾高等学校 神奈川県 16分29秒3 25 着 TR5

9 古川 裕隆 フルカワ ヒロタカ 茨城大学 福島県 16分44秒9 26 着 TR5

16 会沢 直矢 アイザワ ナオヤ SWAC 東京都 16分53秒8 27 着

4 小河 弘樹 オガワ コウキ 東京大学 神奈川県 DNF 着

10 斎藤 湧歩 サイトウ ユウホ ＷｉｎｄＲＵＮ 東京都 DNF 着

6 堂元 雄太 ﾄﾞｳﾓﾄ ﾕｳﾀ 駒澤大学高等学校 東京都 DNS 着

11 小石原 燃 コイシハラ モユル 東京国際大学RC 埼玉県 DNS 着

12 南 敦 ミナミ アツシ 東京陸協 東京都 DNS 着

17 着

33 着

34 着

15'40"-15'50"

着順



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

5000m　男子6組 スタート時刻 16:36

ペースメーカー 15'35"

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録 厚底✓

30 梅村 一輝 ウメムラ カズキ 横浜国立大学 愛知県 15分25秒5 1 着 TR5

32 加藤 永遠 カトウ トワ 東京陸協 東京都 15分26秒7 2 着 TR5

6 遠藤 佳輝 エンドウ ヨシキ 東京理科大学 千葉県 15分27秒4 3 着 TR5

35 山口 純平 ヤマグチ ジュンペイ ELDORESOランニングクラブ 東京都 15分29秒4 4 着 TR5

27 小谷野 郁也 コヤノ フミヤ 上州アスリートクラブ 群馬県 15分32秒5 5 着 TR5

5 山田 大生 ヤマダ タイセイ 神奈川県陸協 神奈川県 15分37秒3 6 着 TR5

12 桑門 広 クワカド ヒロシ 世田谷区 東京都 15分38秒3 7 着 TR5

22 酒井 敦志 サカイ アツシ 狛江市陸協 東京都 15分38秒6 8 着 TR5

28 桐山 弘太 キリヤマ コウタ 鳩印G＆T川崎 神奈川県 15分39秒2 9 着 TR5

16 飯田 光 イイダ アキラ ポポロＡＣ 東京都 15分39秒7 10 着 TR5

13 佐藤 貴俊 サトウ タカトシ 東京都庁 東京都 15分41秒0 11 着 TR5

9 小林 亨輔 コバヤシ コウスケ 神奈川アスリート工房 神奈川県 15分41秒6 12 着

19 森田 拡希 モリタ ヒロキ 東京医科大学 東京都 15分41秒9 13 着 TR5

3 金田 駿之介 カネダ シュンノスケ 神奈川陸協 神奈川県 15分42秒3 14 着

31 萱原 亮太 カヤハラ リョウタ 一橋大学 千葉県 15分42秒8 15 着

8 柳沢 薫 ヤナギサワ カオル 東京陸協 東京都 15分47秒1 16 着 TR5

15 舩越 悠介 フナコシ ユウスケ 東京陸協 東京都 15分47秒4 17 着 TR5

2 古川 優太 フルカワ ユウタ KYB 岐阜県 15分47秒7 18 着 TR5

25 渡邉 駿 ワタナベ シュン JR東海 東京都 15分48秒7 19 着

24 横山 秋廣 ヨコヤマ トキオ 千葉市陸協 千葉県 15分49秒4 20 着 TR5

26 井上 明弘 イノウエ アキヒロ 横須賀市陸協 神奈川県 15分49秒8 21 着 TR5

23 浜中 大河 ハマナカ タイガ 秩父市陸上競技協会 埼玉県 15分55秒0 22 着 TR5

14 西片 優二 ニシカタ ユウジ 中山到税理士事務所陸上競技部 東京都 16分05秒6 23 着 TR5

11 佐藤 千彦 サトウ カズヒコ 慶應義塾大学陸上同好会 東京都 16分11秒5 24 着 TR5

21 平 光琉 タイラ ヒカル 法大II部 東京都 16分12秒8 25 着 TR5

29 加藤 達大 カトウ タツヒロ 東京陸協 東京都 16分13秒2 26 着 TR5

4 バンダービューエル 和バンダービューエル カズ東京陸協 東京都 16分24秒7 27 着

7 岡部 耕平 オカベ コウヘイ 東京理科大学 福島県 16分32秒5 28 着 TR5

1 小松 朋矢 コマツ トモヤ 城西陸上同好会 埼玉県 16分59秒7 29 着 TR5

10 古賀 淳平 コガ ジュンペイ 東京大学大学院 栃木県 DNF 着 TR5

17 中山 貴史 ナカヤマ タカシ 花巻AC 岩手県 DNS 着

20 工藤 淳 クドウ ジュン 東京陸協 東京都 DNS 着

18 着

33 着

34 着

15'30"-15'40"

着順



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

5000m　男子7組 スタート時刻 16:58

ペースメーカー 15'20"

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録 厚底✓

1 堅木 皓介 カタギ コウスケ 慶應義塾大学陸上同好会 東京都 15分06秒7 1 着 TR5

2 兼重 優介 カネシゲ ユウスケ GRlab兵庫 兵庫県 15分14秒6 2 着

27 堀 貴博 ホリ タカヒロ 東京陸協 東京都 15分16秒8 3 着 TR5

13 二階堂 真大 ニカイドウ マサヒロ 千葉陸上競技協会 千葉県 15分19秒3 4 着 TR5

12 岡田 拓己 オカダ タクミ 東京陸協 東京都 15分19秒6 5 着 TR5

11 加賀谷 弥人 カガヤ ヒロト 宮古市陸協 岩手県 15分20秒0 6 着 TR5

20 加藤 健尚 カトウ タケヒサ 愛知県庁クラブ 愛知県 15分20秒3 7 着 TR5

8 宇津木 亮 ウツキ リョウ 東京陸協 東京都 15分21秒5 8 着 TR5

21 篠原 亮太 シノハラ リョウタ 阪急電鉄 兵庫県 15分22秒1 9 着

31 孫田 礼人 マゴタ アヤト 小松島市陸協 徳島県 15分24秒2 10 着 TR5

18 林部 斗真 ﾊﾔｼﾍﾞ ﾄｳﾏ 駒澤大学高等学校 東京都 15分24秒6 11 着 TR5

30 鎌田 裕樹 カマタ ユウキ 千葉陸協 千葉県 15分26秒9 12 着 TR5

22 星野 航汰 ホシノ コウタ 東京陸上競技協会 東京都 15分38秒2 13 着 TR5

32 塚田 貴秀 ツカダ タカヒデ 東京国際大学 埼玉県 15分42秒6 14 着 TR5

16 紙屋 樹 ｶﾐﾔ ﾀﾂｷ 駒澤大学高等学校 東京都 15分43秒1 15 着 TR5

9 幅上 雄大 ハバウエ ユウダイ 埼玉陸協 埼玉県 15分43秒8 16 着

6 伊藤 鴻 イトウ ヒロム 会津陸協 福島県 15分46秒4 17 着 TR5

34 栗山 一輝 クリヤマ カズキ 東京大学大学院 愛媛県 15分46秒5 18 着

26 鈴木 瑛士 スズキ エイジ 牛久走友会 茨城県 15分48秒4 19 着 TR5

29 蓮見 明久 ハスミ アキヒサ 小川町陸協 埼玉県 15分49秒0 20 着 TR5

24 中山 陽右 ナカヤマ ヨウスケ 埼玉マスターズ 埼玉県 15分53秒0 21 着

15 湯浅 龍之介 ﾕｱｻ ﾘｭｳﾉｽｹ 駒澤大学高等学校 東京都 15分53秒3 22 着 TR5

4 井下田 雄亮 イゲタ ユウスケ 館林クラブ 群馬県 15分55秒1 23 着 TR5

7 亀井 健太 カメイ ケンタ 厚木市役所 神奈川県 15分56秒2 24 着 TR5

14 麻田 悠馬 ｱｻﾀﾞ ﾕｳﾏ 学習院大学 埼玉県 15分58秒0 25 着 TR5

25 北畠 誉 キタバタケ ホマレ 法大Ⅱ部 神奈川県 16分02秒3 26 着 TR5

17 佐藤 寛太 ｻﾄｳ ｶﾝﾀ 駒澤大学高等学校 東京都 16分03秒7 27 着

19 麻生 拓茉 アソウ タクマ 筑波大学陸上同好会 茨城県 16分05秒9 28 着

35 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 日税ビジネス 東京都 DNF 着 TR5

5 森 基哉 モリ モトヤ 東京工業大学 神奈川県 DNS 着

10 菊地 拓人 キクチ タクト 北上市陸協 岩手県 DNS 着

23 小坂 健悟 ｺｻｶ ｹﾝｺﾞ 学習院大学 東京都 DNS 着

28 小野 惇 オノ スナオ 東京陸協 東京都 DNS 着

3 着

33 着

15'15"-15'30"

着順



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

5000m　男子8組 スタート時刻 17:20

PM(~3000m) ①9'00" ②9'09"

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録 厚底✓

27 鈴木 遊大 スズキ ユウダイ ADLER 東京都 15分05秒3 1 着 TR5

33 緑川 優 ミドリカワ ユウ 栃木陸協 栃木県 15分06秒8 2 着

3 清谷 公紀 セダニ コオキ 横浜市陸上競技協会 神奈川県 15分08秒5 3 着

25 藪田 峻也 ヤブタ タカヤ 千葉陸協 千葉県 15分09秒5 4 着

18 青木 純 アオキ ジュン RUNS 茨城県 15分09秒8 5 着 TR5

23 植田 航太 ウエダ コウタ 横浜陸協 神奈川県 15分10秒5 6 着

12 永見 聡一朗 ナガミ ソウイチロウ 東京陸協 東京都 15分10秒8 7 着

28 柴田 幸樹 シバタ コウキ 田園クラブ 東京都 15分11秒1 8 着 TR5

29 増田 勇太 マスダ ユウタ 茅ヶ崎市役所 神奈川県 15分11秒4 9 着 TR5

6 菊地 悠人 キクチ ユウト 東京陸協 東京都 15分11秒7 10 着

5 河合 謙一 カワイ ケンイチ JSA FRC 東京都 15分13秒1 11 着

20 橋本 龍介 ハシモト リョウスケ 福岡陸協 福岡県 15分15秒0 12 着 TR5

7 吉田 茂樹 ヨシダ シゲキ 川口市陸協 埼玉県 15分15秒9 13 着 TR5

10 山下 智慈 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｼｹﾞ 駒澤大学高等学校 東京都 15分17秒4 14 着 TR5

31 生井 将人 ナマイ マサト 茨城陸協 茨城県 15分17秒8 15 着 TR5

22 佐々木 海 ササキ カイ 一橋大学 東京都 15分20秒6 16 着 TR5

16 外山 高広 トヤマ タカヒロ 八王子富士森走友会 東京都 15分21秒4 17 着 TR5

9 侭田 直哉 ﾏﾏﾀﾞ ﾅｵﾔ 駒澤大学高等学校 東京都 15分22秒4 18 着 TR5

30 宮川 研悟 ミヤガワ ケンゴ クラブR2東日本 東京都 15分26秒1 19 着 TR5

1 堀越 宥冶 ホリコシ ユウヤ 茨城陸協 茨城県 15分26秒6 20 着

17 行本 尚史 ユキモト ヒサシ RDC RUN CLUB 東京都 15分27秒1 21 着 TR5

2 田村 翼 タムラ ツバサ 上尾市陸協 埼玉県 15分27秒6 22 着 TR5

32 杉野 雅哉 スギノ マサヤ 東海A.C. 神奈川県 15分29秒9 23 着

14 村松 卓 ムラマツ タク 上尾市陸協 埼玉県 15分30秒3 24 着

24 松本 大寛 マツモト マサヒロ 栃木陸協 栃木県 15分40秒8 25 着 TR5

15 小磯 秀治 コイソ シュウジ 羽生市陸協 埼玉県 15分41秒7 26 着

11 南雲 信之介 ナンクモ シンノスケ 東京陸協 東京都 15分49秒2 27 着

19 大橋 虎也 オオハシ コウヤ 南山大学 愛知県 16分00秒0 28 着 TR5

13 川嶋 洋平 カワシマ ヨウヘイ 坂戸市陸協 埼玉県 16分32秒9 29 着

8 長橋 史哉 ﾅｶﾞﾊｼ ﾌﾐﾔ 駒澤大学高等学校 東京都 17分04秒9 30 着 TR5

4 小野寺 遼 オノデラ リョウ 國學院大學栃木高校 栃木県 DNF 着 TR5

26 加藤 龍哉 カトウ タツヤ 中央大学陸上競技同好会 神奈川県 DNF 着

34 児玉 雄介 コダマ ユウスケ サーチファーム・ジャパン 東京都 DNF 着

35 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 東京都 DNF 着 TR5

21 加藤 泰斗 カトウ タイト 東京大学 神奈川県 DNS 着

15'00"-15'15"

着順



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

5000m　男子9組 スタート時刻 17:42

PM(~3000m) 8'55"

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録 厚底✓

17 石田 宇一 イシダ ウイチ 東京陸協 東京都 14分50秒5 1 着 TR5

2 岡部 翔真 オカベ ショウマ 国際武道大学 東京都 14分52秒4 2 着 TR5

25 中山 壮一 ナカヤマ ソウイチ 横浜市陸協 神奈川県 14分55秒0 3 着

15 松本 啓明 マツモト ヒロアキ 館林クラブ 群馬県 14分55秒5 4 着 TR5

16 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ 芦屋市陸協 兵庫県 14分56秒4 5 着 TR5

11 政田 勇輝 マサダ ユウキ 神奈川陸協 神奈川県 14分57秒0 6 着 TR5

14 古川 幸治 フルカワ コウジ Infinity Athlete & Running Club 名古屋 愛知県 15分01秒3 7 着 TR5

1 坂上 佳也 サカガミ ヨシヤ RFA Japan 東京都 15分06秒1 8 着

12 庄子 将 ショウジ タモツ 東京陸協 東京都 15分06秒5 9 着 TR5

19 大山 研二 オオヤマ ケンジ ＲＵＮＳ 茨城県 15分07秒2 10 着 TR5

28 田代 旺生 タシロ ヒロキ 防衛医大 埼玉県 15分08秒7 11 着 TR5

31 重盛 克彦 シゲモリ カツヒコ 上智大学 東京都 15分10秒4 12 着 TR5

20 中根 美七海 ナカネ ミナミ 東京大学 愛知県 15分11秒7 13 着

33 田邊 秀斗 タナベ シュウト 東京陸協 東京都 15分12秒5 14 着 TR5

18 田畑 俊樹 タバタ トシキ 東京陸協 東京都 15分14秒2 15 着 TR5

10 有村 誠太朗 アリムラ セイタロウ 千葉陸協 千葉県 15分15秒3 16 着 TR5

4 鈴木 智 スズキ サトル 八王子富士森走友会 東京都 15分15秒9 17 着

29 八木 知輝 ヤギ トモキ 中央大学陸上競技同好会 東京都 15分16秒6 18 着 TR5

8 梶山 拓真 カジヤマ タクマ 学習院大学 茨城県 15分17秒6 19 着

24 平山 大智 ヒラヤマ ダイチ 牛久走友会 茨城県 15分18秒5 20 着 TR5

7 蒲生 晟也 ガモウ セイヤ 千葉陸協 千葉県 15分27秒4 21 着 TR5

27 荒谷 謙 アラタニ ケン 茨城陸協 茨城県 15分27秒8 22 着 TR5

9 丸山 開陸 マルヤマ カイリ 上州アスリートクラブ 群馬県 15分28秒7 23 着 TR5

30 柳原 真人 ヤナギハラ マサト 坂戸市陸協 埼玉県 15分44秒5 24 着 TR5

3 冨樫 武聖 ﾄｶﾞｼ ﾀｹｷﾖ 学習院大学 東京都 15分49秒0 25 着 TR5

26 宮澤 賢太 ミヤザワ ケンタ 上智大学 群馬県 15分55秒6 26 着

23 佐竹 樹 サタケ イツキ 神奈川陸協 神奈川県 15分58秒8 27 着 TR5

5 木村 誠 キムラ マコト 京都陸協 京都府 16分06秒2 28 着 TR5

34 児玉 雄介 コダマ ユウスケ サーチファーム・ジャパン 東京都 DNF 着 TR5

35 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 日税ビジネス 東京都 DNF 着 TR5

6 清水 陽介 シミズ ヨウスケ 東京陸協 東京都 DNS 着

13 木村 麟太郎 キムラ リンタロウ 高崎経済大学 愛媛県 DNS 着

21 額田 裕己 ヌカタ ユウキ 東京大学 東京都 DNS 着

22 加藤 悠生 カトウ ユウキ 東京大学 埼玉県 DNS 着

32 小野 蒼一郎 オノ ソウイチロウ 神奈川陸協 神奈川県 DNS 着

14'50"-15'00"

着順



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

5000m　男子10組 スタート時刻 18:03

PM(~3000m) 8'45"

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録 厚底✓

33 大川 隼平 オオカワ シュンペイ ELDORESOランニングクラブ 東京都 14分35秒8 1 着 TR5

2 久田 淳司 ヒサダ アツシ 東京大学 愛知県 14分40秒8 2 着

10 北崎 航 キタザキ ワタル 東京陸協 東京都 14分47秒8 3 着 TR5

26 伊藤 翔流 イトウ カケル 日大生産工 千葉県 14分48秒4 4 着 TR5

1 道岡 聖 ミチオカ ヒジリ 東京大学 東京都 14分50秒2 5 着

18 名取 恭平 ナトリ キョウヘイ 千葉陸協 千葉県 14分51秒3 6 着 TR5

7 内山 雄貴 ウチヤマ ユウキ 東京都庁 東京都 14分52秒1 7 着 TR5

17 藤野 滉生 フジノ コウキ GAZELLE 千葉県 14分52秒7 8 着

25 松川 隼也 マツカワ トシヤ 東京陸協 東京都 14分54秒5 9 着 TR5

20 小澤 智宏 オザワ トモヒロ 東京都庁 東京都 14分54秒9 10 着 TR5

24 柴田 瀬允 シバタ セイン 東京工業大学 東京都 14分56秒0 11 着 TR5

12 松本 啓岐 マツモト ヒロキ 東京大学大学院 埼玉県 14分56秒3 12 着

4 久保 健二 クボ ケンジ ランニング・デポ 神奈川県 14分56秒7 13 着 TR5

11 姫田 賢希 ヒメダ ゲンキ ハートブレイク 神奈川県 14分57秒2 14 着 TR5

3 影山 貴大 カゲヤマ タカヒロ 東京学芸大学 静岡県 14分58秒8 15 着 TR5

28 坂口 広大 サカグチ コウダイ 川崎市陸上競技協会 神奈川県 14分59秒1 16 着 TR5

6 竹岡 大 タケオカ ダイ 東京工業大学 千葉県 14分59秒4 17 着 TR5

5 嶋崎 敬太 シマザキ ケイタ 東京陸協 東京都 15分03秒9 18 着 TR5

29 土谷 和貴 ツチヤ カズタカ Jaybird 埼玉県 15分05秒4 19 着

32 小櫃 裕太 オビツ ユウタ 上尾市陸協 埼玉県 15分08秒3 20 着 TR5

14 久保田 大雅 ｸﾎﾞﾀ ﾀｲｶﾞ 駒澤大学高等学校 東京都 15分08秒9 21 着 TR5

23 布谷 基 ヌノヤ モトイ 滝沢市陸協 岩手県 15分11秒6 22 着 TR5

19 伊澤 優人 イザワ マサト 千葉陸上競技協会 千葉県 15分16秒5 23 着

13 北村 尭之 ｷﾀﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 学習院大学 埼玉県 15分18秒1 24 着 TR5

21 小松崎 海斗 コマツザキ カイト 東京都立大学 大阪府 15分18秒5 25 着 TR5

9 髙木 孝壽 タカギ タカトシ 東京陸協 東京都 15分24秒4 26 着 TR5

15 氏家 翔太 ｳｼﾞｲｴ ｼｮｳﾀ 駒澤大学高等学校 東京都 15分29秒3 27 着 TR5

30 片山 優史 カタヤマ ユウシ 三重陸上競技協会 三重県 15分38秒4 28 着

8 井上 卓哉 イノウエ タクヤ 茨城陸協 茨城県 15分40秒6 29 着

27 藤田 稜平 フジタ リョウヘイ 神奈川陸協 神奈川県 16分14秒5 30 着

22 笹田 直太 ササダ ナオタ 東京陸協 東京都 DNF 着 TR5

35 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 東京都 DNF 着

16 三宅 翔太 ミヤケ ショウタ 秦野市役所 神奈川県 DNS 着

31 横内 悠 ヨコウチ ユウ TRACKTOKYO 東京都 DNS 着

34 着

14'30"-14'50"

着順



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

5000m　男子11組 スタート時刻 18:24

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録 厚底✓

13 松村 陣之助 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾞﾝﾉｽｹ コモディイイダ 東京都 13分59秒4 1 着

2 ベナード キマニ ベナード キマニ コモディイイダ 東京都 14分04秒3 2 着

6 宮本 甲斐 ﾐﾔﾓﾄ ｶｲ コモディイイダ 東京都 14分04秒8 3 着 TR5

7 黒田 雄紀 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｷ コモディイイダ 東京都 14分09秒6 4 着

5 黒河 一輝 ｸﾛｶﾜ ｶｽﾞｷ コモディイイダ 東京都 14分10秒1 5 着

3 大久保 陸人 ｵｵｸﾎﾞ ﾘｸﾄ コモディイイダ 東京都 14分11秒4 6 着 TR5

26 大橋 秀星 オオハシ シュウセイ 小平市陸協 東京都 14分12秒4 7 着 TR5

21 風戸 啓希 カザト ヒロキ 日税ビジネス 東京都 14分14秒1 8 着

9 五郎谷 俊 ｺﾞﾛｳﾀﾆ ｼｭﾝ コモディイイダ 東京都 14分14秒9 9 着

11 田島 光 ﾀｼﾞﾏ ﾋｶﾙ コモディイイダ 東京都 14分15秒5 10 着 TR5

4 木田 貴大 ｷﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ コモディイイダ 東京都 14分16秒9 11 着

15 寺田 博英 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾋﾃﾞ コモディイイダ 東京都 14分17秒6 12 着

1 ピーター ムワンギ ピーター ムワンギ コモディイイダ 東京都 14分18秒4 13 着

12 土居森 諒 ﾄﾞｲﾓﾘ ﾘｮｳ コモディイイダ 東京都 14分19秒1 14 着

25 加藤 拓海 カトウ タクミ RFAJapan 東京都 14分19秒8 15 着

8 大久保 誠吾 オオクボ セイゴ 埼玉陸協 埼玉県 14分24秒8 16 着

16 成田 匠平 ナリタ ショウヘイ 埼玉滑川走友会 埼玉県 14分26秒9 17 着

17 森田 雄貴 モリタ ユウキ 東京理科大学 岡山県 14分28秒4 18 着 TR5

19 木村 大地 キムラ ダイチ TEAMみちのく 宮城県 14分34秒3 19 着

24 小山 大輝 コヤマ ダイキ 東京陸協 東京都 14分34秒9 20 着 TR5

14 市村 竜樹 ｲﾁﾑﾗ ﾀﾂｷ コモディイイダ 東京都 14分35秒5 21 着

29 横溝 匠 ﾖｺﾐｿﾞ ﾀｸﾐ 駒澤大学高等学校 東京都 14分38秒4 22 着 TR5

10 佐藤 晃章 ｻﾄｳ ﾃﾙｱｷ コモディイイダ 東京都 14分39秒9 23 着

31 中島 優太 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 駒澤大学高等学校 東京都 14分42秒7 24 着 TR5

18 瀬川 莉玖 セガワ リク 東京大学 宮城県 14分47秒0 25 着 TR5

20 小檜山 利輝 コビヤマ リキ 東洋大学 福島県 14分47秒9 26 着 TR5

22 山口 優希 ヤマグチ ユウキ 東京陸協 東京都 14分55秒2 27 着

32 天海 創太 ｱﾏｶﾞｲ ｿｳﾀ 駒澤大学高等学校 東京都 15分18秒9 28 着 TR5

27 安福 聖輝 ﾔｽﾌｸ ﾏｻｷ 駒澤大学高等学校 東京都 15分23秒1 29 着 TR5

30 菊地 恭太 ｷｸﾁ ｷｮｳﾀ 駒澤大学高等学校 東京都 15分28秒1 30 着 TR5

28 佐藤 真也 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 駒澤大学高等学校 東京都 16分09秒6 31 着 TR5

34 梶原 有高 カジワラ アリタカ ひらまつ病院 佐賀県 DNF 着 TR5

35 新田 良太郎 ニッタ リョウタロウ RSLAB 東京都 DNF 着 TR5

23 瀬川 京祐 セガワ ケイスケ 横浜国立大学 埼玉県 DNS 着

33 着

13'55"-14'30"

着順

PM ①13'55" ②8'30" ③8'42"



MxKディスタンスチャレンジ（公認の部） 目標タイム

10000m　男子1組 スタート時刻 18:45

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録 厚底✓

1 阿部 飛雄馬 アベ ヒュウマ 東京大学大学院 岩手県 29分20秒8 1 着 TR5

4 石澤 由祐 イシザワ ユウスケ 高崎経済大学 長野県 29分33秒5 2 着 TR5

27 松井 俊介 マツイ シュンスケ 松戸陸協 千葉県 29分35秒2 3 着 TR5

23 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 松戸市陸協 千葉県 29分42秒4 4 着 TR5

28 山田 祐生 ヤマダ ユウキ まるお製作所 東京都 29分52秒3 5 着 TR5

35 井下 裕貴 イノシタ ユウキ 川越市陸協 埼玉県 29分53秒2 6 着 TR5

16 甲斐 大貴 カイ ヒロキ 東京陸上競技協会 東京都 29分54秒0 7 着 TR5

3 青木 雄貴 ｱｵｷ ﾕｳｷ 平成国際大学 東京都 29分56秒1 8 着

10 川内 鮮輝 カワウチ ヨシキ Jaybird 埼玉県 29分59秒6 9 着 TR5

21 鎌田 紘宣 カマダ ヒロキ TeamMxK 東京都 30分08秒3 10 着 TR5

2 岡山 春紀 ｵｶﾔﾏ ﾊﾙｷ コモディイイダ 東京都 30分09秒6 11 着 TR5

9 山下 慧士 ヤマシタ ケイシ NTT東京 東京都 30分18秒6 12 着

5 松本 翔 マツモト ショウ 日税ビジネス 東京都 30分40秒8 13 着 TR5

18 小川 真誉 オガワ マヨ 静岡大学 静岡県 30分47秒1 14 着 TR5

13 余川 周 ヨカワ シュウ 東京工業大学大学院 千葉県 30分48秒2 15 着 TR5

20 福元 翔輝 フクモト ショウキ 東京陸協 東京都 30分48秒9 16 着 TR5

11 富張 裕紀 トミハリ ユウキ 東京陸協 東京都 30分51秒0 17 着

7 須崎 裕也 スザキ ユウヤ 川崎市役所 神奈川県 30分57秒8 18 着 TR5

8 岡本 拓也 オカモト タクヤ 川崎市陸協 神奈川県 31分00秒3 19 着 TR5

22 荒幡 寛人 アラハタ ヒロト 東京理科大学 埼玉県 31分16秒8 20 着 TR5

25 吉田 蒼暉 ヨシタ ソウキ NTT東京 石川県 31分44秒8 21 着 TR5

17 矢島 雄平 ヤジマ ユウヘイ 千曲市陸協 長野県 31分48秒9 22 着 TR5

14 福原 一将 フクハラ カズマサ 千葉大学 千葉県 DNF 着 TR5

34 梶原 有高 カジワラ アリタカ ひらまつ病院 佐賀県 DNF 着 TR5

6 茂原 大悟 モハラ ダイゴ 群馬陸協 群馬県 DNS 着

19 大西 淳貴 オオニシ ジュンキ 東京陸協 東京都 DNS 着

24 安藤 貴信 アンドウ タカノブ 大分陸協 大分県 DNS 着

26 内田 昌寛 ウチダ マサヒロ 藤沢市陸協 神奈川県 DNS 着

12 着

15 着

29 着

30 着

31 着

32 着

33 着

29'20"-30'00"

着順

PM ①29'30" ②30'00"


