
＜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 14:20 14:15 13:50 23名

1500m 男女 2組 14:30 14:25 14:00 23名

1500m 男女 3組 14:40 14:35 14:10 23名

1500m 男女 4組 14:48 14:43 14:18 24名

1500m 男女 5組 14:56 14:51 14:26 23名

1500m 男女 6組 15:04 14:59 14:34 22名

1500m 男女 7組 15:12 15:07 14:42 17名

3000m 男女 1組 15:20 15:15 14:50 34名

3000m 男女 2組 15:38 15:33 15:08 34名

3000m 男女 3組 15:53 15:48 15:23 28名

3000m 男女 4組 16:07 16:02 15:37 31名

5000m 男女 1組 16:20 16:15 15:50 43名

5000m 男女 2組 16:50 16:45 16:20 43名

5000m 男女 3組 17:15 17:10 16:45 42名

5000m 男女 4組 17:38 17:33 17:08 43名

5000m 男女 5組 18:01 17:56 17:31 42名

5000m 男女 6組 18:24 18:19 17:54 42名

5000m 男女 7組 18:46 18:41 18:16 42名

5000m 男女 8組 19:08 19:03 18:38 42名

5000m 男女 9組 19:30 19:25 19:00 39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35回 MxKディスタンストライアル

2020年9月21日（月）14時20分～19時45分

代々木公園陸上競技場（織田フィールド）

13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 14:20

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 中村 霞一 ナカムラ カイチ 矢口ランニングクラブ NAKAMURA
2 芳野 高太郎 ヨシノ コウタロウ YOSHI
3 岡本 慧人 オカモト ケイト KEITO
4 石井 明夫 イシイ アキオ 樂走組 ISHII
5 島本 新 シマモト アラタ ARATA
6 江良 嘉則 エラ ヨシノリ ER
7 木山 宏 キヤマ ヒロシ HIROSHI
8 猪狩 忠昭 イガリ タダアキ T3 GARI
9 汲田 知利 クミタ トモトシ KUMITA
10 瀬沼 隼人 セヌマ ハヤト hayato
11 山﨑 詩大 ヤマザキ ウタ 矢口ランニングクラブ UTA
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 友広 聡大 トモヒロ ソウタ Souta
15 兵頭 かおり ヒョウドウ カオリ KAORI
16 篠原 かおり シノハラ カオリ KAORI
17 髙野 大地 タカノ ダイチ 矢口ランニングクラブ DAICHI
18 武田 太郎 タケダ タロウ TARO
19 山口 美和 ヤマグチ ミワ アトミクラブ MIWA
20 小林 健 コバヤシ ケン KOBAYASHI
21 市耒 小弓 イチキ サユミ CR2東日本 SAYUMI
22 丸山 直樹 マルヤマ ナオキ NAOKI
23 山崎 直人 ヤマザキ ナオト ZAKII
① PM 岡本拓也
② PM 阿部飛雄馬
③ PM たむじょー
④ 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2組 スタート時刻 14:30

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 吉田 和彦 ヨシダ カズヒコ 小鳥キッス Kazuhiko
2 川島 大亮 カワシマ ダイスケ 東京陸協 KAWASHIMA
3 高田 幸典 タカタ ユキノリ TAKATA
4 谷口 智哉 タニグチ トシヤ TANIGUCHI
5 青柳 諒 アオヤギ リョウ AOYAGI
6 貝塚 京義 カイヅカ アツヨシ A２R ATS
7 古山 陽介 フルヤマ ヨウスケ FURU
8 岡田 拓也 オカダ タクヤ OKADA
9 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ YOSHIKI
10 広井 渡 ヒロイ ワタル WATA
11 櫻井 芳夫 サクライ ヨシオ 富山県庁 SAKURAI
12 友重 剛 トモシゲ タケシ TOMOSHIGE
13 篠原 琉 シノハラ リュウ RYU
14 菊池 諒香 キクチ リョウカ RYOKA
15 吉岡 誠一郎 ヨシオカ セイイチロウ ラフラフＲＣ YOSHIOKA
16 内田 夏苗 ウチダ カナエ UCHIDA
17 森谷 日向夕 モリヤ ヒナタ HINATA
18 杉田 雅宏 スギタ マサヒロ クラブR2 MASA
19 斉藤 拓也 サイトウ タクヤ ElGuerrouj
20 八木 伸介 ヤギ シンスケ YAGI
21 奥田 一之 オクダ カズユキ Kazu
22 大場 義行 オオバ ヨシユキ YOSHI
23 小口 太郎 オグチ タロウ 南蛮連合 TARO
① PM 澁谷宥介
② PM 岡本拓也
③ PM 阿部飛雄馬



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 14:40

ペースメーカー:①4分45秒、②4分50秒、③4分55秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 鈴木 将夫 スズキ マサオ M
2 佐賀 国弘 サガ クニヒロ SAGA
3 小林 大介 コバヤシ ダイスケ 桜を見る会 KOBAYAN
4 加賀谷 輔 カガヤ タスク B-team TASUKU
5 神崎 仁利 カンザキ マサトシ 東京マスターズ KANZAKI
6 萩原 拓也 ハギワラ タクヤ ポップライン POPLINE
7 河野 純平 カワノ ジュンペイ 島本プロジェクト JYUNPEI
8 木村 哲 キムラ サトシ TETSU
9 埴原 正樹 ハイバラ マサキ 東京陸協 HAIBARA
10 尾方 優作 オガタ ユウサク YUSAKU
11 橋本 隆正 ハシモト タカマサ つじかぜＡＣ HASSIE
12 寺尾 隆宏 テラオ タカヒロ rollingbase TERAO
13 西舘 健 ニシダテ ケン NISHIDATE
14 布施 温菜 フセ ハルナ HARUNA
15 森谷 そら モリヤ ソラ 永山中学 SORA
16 宮本 類 ミヤモト ルイ KRP横浜 RUI
17 矢島 秀悟 ヤジマ ヒデノリ YAJIMA
18 村松 健 ムラマツ ケン MATSUKEN
19 石川 耕多 イシカワ コウタ 柏陽高校 KOTA
20 藪下 顕史 ヤブシタ ケンジ SOMPORC YABU
21 善見 聖子 ヨシミ セイコ YOSHIMI
22 芳澤 卓矢 ヨシザワ タクヤ YOSHI
23 飯田 徹 イイダ トオル TORU
① PM たむじょー
② PM 高橋風成
③ 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4組 スタート時刻 14:48

ペースメーカー:①4分30秒、②4分35秒、③4分40秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 野本 大貴 ノモト ダイキ TeamMxK KATSUO
2 馬場 建一 ババ ケンイチ KEN
3 瀬沼 一成 セヌマ カズナリ senuma
4 成島 一輝 ナルシマ カズキ sbf Naru
5 石川 直 イシカワ タダシ ISHIKAWA
6 山崎 由清 ヤマサキ ユウセイ まなびの森保育園 瑞江 childminder
7 白井 吾一 シライ ゴイチ 太鼓の達人 GOICHI
8 今川 拓真 イマガワ タクマ Y0215
9 木村 大典 キムラ ダイスケ バンコク走遊会 Daisuke
10 丹羽 大介 ニワ ダイスケ たまプラT&F DAISUKEN
11 川口 大貴 カワグチ ダイキ 塩グループ KAWAGUCHI
12 佐藤 雅彦 サトウ マサヒコ SGERC SATO
13 高木 朋之 タカギ トモユキ TOMO
14 芳澤 康太郎 ヨシザワ コウタロウ Mラン YOSSY
15 渡辺 毅 ワタナベ タケシ 東久留米 TAKE
16 穂積 七智 ホヅミ ナナト Nanato
17 浮津 康宏 ウキツ ヤスヒロ Ukitsy
18 大村 泰平 オオムラ タイヘイ 東京マスターズ TAIHEI
19 中田 康一 ナカダ コウイチ KOUICHI
20 北川 拓也 キタガワ タクヤ 酒ＲＵＮ Takuya
21 相澤 良幸 アイザワ ヨシユキ YOSHI
22 木村 康之 キムラ ヤスユキ TeamMxK KIMURA
23 勘舎 方敬 カンジャ マサヨシ KANJA
24 橋本 健太郎 ハシモト ケンタロウ TeamMxK HASHIKEN
① PM 岡本拓也
② PM 阿部飛雄馬
③ 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5組 スタート時刻 14:56

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 山口 聡史 ヤマグチ サトシ satoshi
2 風間 龍介 カザマ リュウスケ SUKESUKE
3 片山 真人 カタヤマ マサト ピッツキューブRC KATAYAN
4 窪田 俊郎 クボタ トシロウ ピッツキューブ RC KUBOTA
5 今西 紗世 イマニシ サヨ SAYO
6 田邊 勇人 タナベ ハヤト TANABE
7 草野 翔吾 クサノ ショウゴ SHOGO
8 萩原 裕磨 ハギワラ ユウマ MATSURUN HAGI
9 福満 崇弘 フクミツ タカヒロ FUKUMITSU
10 堀内 翔太 ホリウチ ショウタ HORIUCHI
11 大高 達典 オオタカ タツノリ 能代山本陸協 OTAKA
12 千田 俊輔 センダ シュンスケ SEN
13 夏目 晋太郎 ナツメ シンタロウ リスタート NATSU
14 黒田 智騎 クロダ トモキ どMランナーズ KURODA
15 萱野 拓 カヤノ タク TAKU
16 守田 博紀 モリタ ヒロキ MORITA
17 佐藤 公倫 サトウ コウリン korin
18 田口 祐治 タグチ ユウジ 三菱商事陸上同好会 GUCCI
19 山口 雅寛 ヤマグチ マサヒロ 左腕疼き隊 YAMAGCHI
20 鈴木 新 スズキ シン SHIN
21 畠中 勝己 ハタナカ カツミ 多摩湖RC HATA
22 平野 雄一 ヒラノ ユウイチ PIKKO
23 佐藤 広大 サトウ コウダイ KS
① PM 高橋風成
② 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6組 スタート時刻 15:04

ペースメーカー:①4分15秒、②4分20秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 加賀谷 弥人 カガヤ ヒロト KAGAYA
2 加藤 達大 カトウ タツヒロ 早大ほかん TATSUHIRO
3 比企野 創典 ヒキノ ソウスケ 紫波郡陸協 HIKINO
4 山上 洋祐 ヤマガミ ヨウスケ YAMAGAMI
5 富士田 覚 フジタ サトル 三鷹市陸協 SATORU
6 高野 勇登 タカノ ユウト YUTO
7 青山 尚樹 アオヤマ ナオキ 左腕疼き隊 Cabbage
8 佐藤 懸 サトウ ケン 松戸陸協 KEN
9 木村 創 キムラ ツクル KIMURA
10 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 YUJI
11 大槻 順朗 オオツキ カズアキ 凡人RC OHTSUKI
12 松田 純平 マツダ ジュンペイ DreamAC JUN
13 柳沢 薫 ヤナギサワ カオル 東京陸協 YANAGI
14 高橋 雄聖 タカハシ ユウセイ RUNNERS™  TAKAHASHI
15 近藤 祥平 コンドウ ショウヘイ Kondo
16 小坂 高史 コサカ タカシ kosaka
17 齋藤 堪汰 サイトウ カンタ 島本プロジェクト KANTA
18 佐藤 大宇 サトウ ダイウ 島本プロジェクト DAIU
19 多賀 ⾧門 タガ ナガト 島本プロジェクト NAGATO
20 林 洋輔 ハヤシ ヨウスケ yosan
21 林 祐輝 ハヤシ ユウキ 川崎陸協 HAYASHI
22 郡司 真彦 グンジ マサヒコ じ○ぽん陸上部 MA-KUN
① PM 岡本拓也
② PM 阿部飛雄馬



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 15:12

ペースメーカー:①3分55秒、②4分00秒、③4分05秒、④4分10秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 大谷 宗平 オオタニ シュウヘイ チームネクサス TANISHUU
2 伊藤 翔流 イトウ カケル 日大生産工 KAKERU
3 森田 雄貴 モリタ ユウキ MORITA
4 島田 仁 シマダ ジン Jin
5 海老沼 太志 エビヌマ タイシ MKプロジェクト TAISHI
6 板倉 佳克 イタクラ ヨシカツ 横浜市陸協 ITA
7 堀越 宥冶 ホリコシ ユウヤ 東海AC yuya
8 蒲生 晟也 ガモウ セイヤ 千葉陸協 SEIYA
9 北村 尭之 キタムラ タカユキ KITAMURA
10 佐々木 克 ササキ スグル アートスポーツ sasaki
11
12 鈴木 護弘 スズキ モリヒロ SUZUKI
13 古木 洋輔 フルキ ヨウスケ TOGA
14 緒方 甫哉 オガタ モトキ 東京海上日動 MOTOKI
15 向井 孝明 ムカイ タカアキ モンテローザ MUKAI
16 浜崎 航太郎 ハマサキ コウタロウ KOTARO
17 甲斐 大貴 カイ ヒロキ くれいじーかろ KARO
18 緑川 優 ミドリカワ ユウ TeamMxK YU
19
20
21
22
① PM たむじょー PM 風戸啓希
② PM 高橋風成
③ PM 石川聖也
④ PM 澁谷宥介



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 15:20

ペースメーカー:①11分00秒、②11分30秒、③12分00秒、④12分30秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 竹内 茂雄 タケウチ シゲオ TAKE
2 吉田 和彦 ヨシダ カズヒコ 小鳥キッス Kazuhiko
3 高田 幸典 タカタ ユキノリ TAKATA
4 日置 信和 ヒオキ ノブカズ MAC HIOKI
5 鶴巻 徳和 ツルマキ ノリカズ Toritsubar
6 奥田 一之 オクダ カズユキ Kazu
7 友広 勝哉 トモヒロ カツヤ Tomohiro
8 早川 忠孝 ハヤカワ タダタカ さいたま市陸協 choo
9 宮城 克基 ミヤギ カツキ KATSU
10 春山 裕介 ハルヤマ ユウスケ はだし駅伝部 Haru3
11 青柳 諒 アオヤギ リョウ AOYAGI
12 星 広美 ホシ ヒロミ HOSHI
13 泉 邦和 イズミ クニカズ Izumi
14 岡本 慧人 オカモト ケイト KEITO
15 田頭 郁 タガシラ カオル KAORU
16 村木 葵 ムラキ アオイ さいたま市陸協 Aoi
17 杉田 雅宏 スギタ マサヒロ クラブR2 MASA
18 軽部 俊宏 カルベ トシヒロ UFF CARLOS
19 古賀 三千人 コガ ミチンド MICHINDO
20 森谷 十月 モリヤ トツキ TOTSUKI
21 大西 智弘 オオニシ トモヒロ TOMO
22 西森 直哉 ニシモリ ナオヤ NAO
23 橋本 誠紀 ハシモト マサノリ HASHI
24 芳野 高太郎 ヨシノ コウタロウ YOSHI
25 齋藤 隆義 サイトウ タカヨシ YRC TAKAYOSHI
26 石元 理恵子 イシモト リエコ ISHIMOTO
27 西山 花音 ニシヤマ カノ 矢口ランニングクラブ KANO
28 坂口 寿一 サカグチ トシカズ TOSA
29 正木 学 マサキ マナブ グータロウ MASAKING
30 井上 桂基 イノウエ ケイキ グータロウ月島 KEIKIINOUE
31 月井 隆行 ツキイ タカユキ TSUKY
32 山本 美樹 ヤマモト ミキ MIKIYAMAMOTO

33 吉岡 誠一郎 ヨシオカ セイイチロウ ラフラフＲＣ Yoshioka
34 飯田 徹 イイダ トオル TORU
① PM 岡本拓也
② PM 阿部飛雄馬
③ PM コモディイイダ
④ PM 向井孝明



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 15:38

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 窪田 俊郎 クボタ トシロウ ピッツキューブ RC KUBOTA
2 矢島 和樹 ヤジマ カズキ zucky
3 阿部 ゆかり アベ ユカリ TOMEchan
4 内藤 将一 ナイトウ ショウイチ SHOCHAN
5 畠山 康平 ハタケヤマ コウヘイ HATAZO
6 青山 大志 アオヤマ タイシ TAISHI
7 石川 直 イシカワ タダシ ISHIKAWA
8 高野 貴彦 タカノ タカヒコ エアラン東京 TAKANO
9 小山 清和 コヤマ キヨカズ KIYOKAZU
10 石川 達也 イシカワ タツヤ ISHIKAWA
11 成島 一輝 ナルシマ カズキ sbf Naru
12 太田 聖 オオタ セイ SEI
13 黒田 なつみ クロダ ナツミ BeBe NATSUMI
14 佐賀 国弘 サガ クニヒロ SAGA
15 松崎 雅春 マツザキ マサハル TEAM M×K MASAHARU
16 相澤 良幸 アイザワ ヨシユキ MIP YOSHI
17 坂本 健 サカモト ケン 坂本治療院 SAKAMOTO
18 矢島 秀悟 ヤジマ ヒデノリ YAJIMA
19 嶋崎 清明 シマザキ キヨアキ Jクラブ solo
20 川西 彩夏 カワニシ アヤカ AYAKA
21 本山 桃子 モトヤマ モモコ MOMO
22 飯田 健太郎 イイダ ケンタロウ IIDA
23 木村 優基 キムラ ユウキ 矢口ランニングクラブ KIMURA
24 外間 結那 ソトマ ユイナ 矢口ランニングクラブ YUINA
25 越智 克爾 オチ ヨシチカ RDC TOKYO OCHI
26 中田 康一 ナカダ コウイチ KOUICHI
27 木村 康之 キムラ ヤスユキ TeamMxK KIMURA
28 井上 実乃里 イノウエ ミノリ べべ練 MINORIN
29 小堀 光 コボリ ヒカリ 樂走組 KOBO
30 桜井 健一郎 サクライ ケンイチロウ SAKURAI
31 樋口 陽介 ヒグチ ヨウスケ YUSUKEHIGUCHI

32 ⾧谷川 翔 ハセガワ ショウ HASEGAWA
33 ⾧田 寛史 オサダ ヒロフミ OSADA
34 浅倉 和史 アサクラ カズフミ チームランたな KAZU
① PM 石川聖也
② PM たむじょー
③ PM コモディイイダ
④ PM 向井孝明



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 15:53

ペースメーカー:①9分30秒、②9分40秒、③9分50秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 座間 保成 ザマ ヤスナリ ＪＲ東日本千葉 ZETT
2 福嶋 拓人 フクシマ タクト 綾瀬市陸上競技協会 TAKUTEY
3 石崎 智己 イシザキ トモキ JMC Z
4
5 森 孝博 モリ タカヒロ MORI
6 ｍａｔｓｕｍｕｒａ ｈｉｒｏｍｕ マツムラ ヒロム 松平平 MATSU
7 平野 帆峻 ヒラノ ホダカ HIRANO
8 土濃塚 渉 トノヅカ ワタル さいたま市陸協 PONOZIKA
9 森田 大智 モリタ ダイチ さいたま市陸協 moridai
10 川口 大貴 カワグチ ダイキ 塩グループ KAWAGUCHI
11 緑川 龍太郎 ミドリカワ リュウタロウ MIDORI
12 佐藤 怜 サトウ レイ 日本サムスン REI
13 風間 龍介 カザマ リュウスケ SUKESUKE
14 中嶋 仁志 ナカジマ ヒトシ teamMK NAKJIMA
15 浦野 優太郎 ウラノ ユウタロウ URN
16 玉置 将法 タマキ マサノリ さいたま市陸協 tama
17
18 高橋 勇気 タカハシ ユウキ Sky's The Limit RC YUKI
19 大谷 知哉 オオタニ トモヤ 埼玉陸協 OTANI
20 山崎 由清 ヤマサキ ユウセイ まなびの森保育園 瑞江 childminder
21 佐々木 雅典 ササキ マサノリ MIYABI
22 中島 圭一 ナカシマ ケイイチ K
23 木下 裕美子 キノシタ ユミコ YUMIKO
24 清水 健 シミズ ケン KENSHIMIZU
25 栗原 昂平 クリハラ コウヘイ TANAKATSUBASA

26 池本 愛 イケモト アイ SWAC AI
27 笠原 友生 カサハラ トモキ 埼玉陸協 KASA
28 勘舎 方敬 カンジャ マサヨシ KANJA
29 石塚 貴則 イシヅカ ヨシノリ ISHIZUKA
30 大武 明輝 オオタケ ハルキ Haruki
① PM 澁谷宥介
② PM 石川聖也
③ PM コモディイイダ



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 16:07

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 横内 悠 ヨコウチ ユウ TRACKTOKYO YOKOCHIN
2 樽木 将吾 タルキ ショウゴ TARU
3 大谷 宗平 オオタニ シュウヘイ チームネクサス TANISHUU
4 甲斐 大貴 カイ ヒロキ くれいじーかろ KARO
5 阿部 哲也 アベ テツヤ 東京陸協 ABE
6 鈴木 健祐 スズキ ケンスケ KSUZUKI
7 小坂 啓悟 コサカ ケイゴ GRlab関東 KEIGO
8 中野 洸介 ナカノ コウスケ さいたま市陸協 kousuke
9 足立 愛斗 アダチ アイト AIKUN
10 小山 大輝 コヤマ ダイキ チームこやだい KOYADAI
11 比企野 創典 ヒキノ ソウスケ 紫波郡陸協 HIKINO
12 坂口 広大 サカグチ コウダイ 川崎市陸上競技協会 SAKAGUCHI
13 がんばれゆうすけ ガンバレユウスケ 吉本興業 YUSUKE
14 慶野 美典 ケイノ ミノリ KEINO
15 寺久保 宇飛 テラクボ ウトブ 東海AC Utobunbun
16 杉山 暢 スギヤマ イタル 東海A.C. ITARU
17 鈴木 修平 スズキ シュウヘイ SHUHEI
18 斎藤 湧歩 サイトウ ユウホ HRN星 HRN
19 須田 由太 スダ ユウタ 南蛮連合 YUTA
20 鎌田 眞実 カマタ マサミ MASA
21 石川 徹 イシカワ トオル 川越市陸協 TORU
22 椎葉 義仁 シイバ ヨシヒト 日野自動車 SHIIBA
23 荒井 優佑 アライ ユウスケ 上伊那陸協 YUSUKE
24 吉田 匠吾 ヨシダ ショウゴ SHOGO
25 中道 涼太 ナカミチ リョウタ Ryota
26 兼重 優介 カネシゲ ユウスケ GRlab TylerAustin
27 中堀 翼 ナカホリ ツバサ 中島走友会 TSUBASA
28 遠山 翔太 トオヤマ ショウタ KIN
29 平野 賢 ヒラノ ケン WindRun KEN
30 海老沼 太志 エビヌマ タイシ MKプロジェクト TAISHI
① PM たむじょー PM 高橋風成
② PM 岡本拓也 PM 阿部飛雄馬
③ PM 石川聖也
④ PM コモディイイダ



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 16:20

ペースメーカー:①20分30秒、②21分00秒、③22分00秒、④23分00秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 神社 正人 ジンジャ マサト JIN
2 本間 理紗 ホンマ リサ セイセンインターナショナルスクール RISAH
3 早坂 孝治 ハヤサカ タカハル T/HAYASAKA
4 中山 江利 ナカヤマ エリ ERI
5 馬詰 義明 ウマヅメ ヨシアキ TeamMxK UMAZUME
6 安田 やよい ヤスダ ヤヨイ SWAC yayo
7 石井 明夫 イシイ アキオ 樂走組 ISHII
8 水川 あさみ ミズカワ アサミ ASAMI
9 青柳 健太郎 アオヤギ ケンタロウ KENTARO
10 清水 孝行 シミズ タカユキ 鎌田組１９８７ SHIMIZU
11 崎山 朗 サキヤマ ロウ RO
12 新嶋 明 ニイジマ アキラ RSLAB AKIRA
13 田中 和宮 タナカ カズミ 多摩サブ KANSUKE
14 冨森 ゆみ子 トミモリ ユミコ YUMIKO
15 三上 諭 ミカミ サトシ MKM
16 田島 高志 タジマ タカシ TAJIMA
17 行武 正二 ユクタケ ショウジ Syoji
18 竹内 愛 タケウチ アイ AIKO
19 藤吉 亮輔 フジヨシ リョウスケ Viva Run in Tokyo TOUKICHI
20 藤井 芳佳 フジイ ヨシカ トップギア YOSHIKA
21 宮本 淳 ミヤモト ジュン MIYAMOTO
22 江良 嘉則 エラ ヨシノリ ER
23 大西 久美子 オオニシ クミコ KUMI
24 松元 竜太郎 マツモト リュウタロウ GARO（仮） MATSUMOTO
25 田中 久善 タナカ ヒサヨシ TeamM×K HISA
26 山内 かおり ヤマウチ カオリ YAMAUCHI
27 小堤 峻 オツヅミ シュン アトミクラブ SHUN_O
28 沖本 茂 オキモト シゲル GMCC OKI
29 横瀬 公一 ヨコセ コウイチ rdc tokyo YSE
30 小島 正彦 コジマ マサヒコ MASA
31 石井 正樹 イシイ マサキ ishii
32 太井 正人 フトイ マサト FUTOI
33 武田 浩実 タケダ ヒロミ RENE
34 原 信治 ハラ シンジ きのこrunインスタ部 hara3
35 鈴木 誠 スズキ マコト TM・CLUB MAKOTO
36 内橋 孝行 ウチハシ タカユキ TAKAYUKI
37 石橋 玲子 イシバシ レイコ REIKO
38 鈴木 美津江 スズキ ミツエ 8PRO MITSUE
39 杉田 美穂 スギタ ミホ SMIHO
40 吉川 和也 ヨシカワ カズヤ ゆるゆる相州健児 Yossy
41 浅井 秀治 アサイ ヒデハル HIDE
42 松崎 清吾 マツザキ セイゴ MATSUZAKI
43 村上 貴博 ムラカミ タカヒロ TAKAHIROMURAKAMI

① PM 甲斐大貴
② PM コモディイイダ

③ PM 塩谷信二
④ 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 16:50

ペースメーカー:①19分30秒、②19分45秒、③20分00秒、④20分15秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウ モンベル YUICHIRO
2 森井 保次 モリイ ヤスツグ SWAC MORII
3 泉 邦和 イズミ クニカズ Izumi
4 木村 正顯 キムラ マサアキ kimura
5 岡部 和弘 オカベ カズヒロ amalyze  trailrun club KAZU
6 西 理広 ニシ ミチヒロ ゆこラン NISHI
7 柿沼 真一 カキヌマ シンイチ Team Okojo OKOJO
8 内藤 ひょうま ナイトウ ヒョウマ HYOMA
9 近藤 万雅 コンドウ カズマサ kondo
10 櫻井 芳夫 サクライ ヨシオ 富山県庁 SAKURAI
11 奥野 友美 オクノ トモミ TOMO
12 中島 勅人 ナカジマ ノリト 茨城陸協 NORI
13 加藤 崇 カトウ タカシ TAKASHI
14 山崎 直人 ヤマザキ ナオト ZAKI
15 利根川 雅久 トネガワ マサヒサ TONY
16 早川 和孝 ハヤカワ カズタカ 烏森学童 KAZU-H
17 杉山 健太 スギヤマ ケンタ SUGIYAMA
18 高橋 博之 タカハシ ヒロユキ 海老名市陸協 HEROYOUSKI
19 鶴田 智久 ツルタ トモヒサ Team MxK TOMOHISA
20 井上 宜久 イノウエ ノリヒサ TeamM×K NORI
21 浦野 裕三 ウラノ ユウゾウ URAN
22 堀内 孝司 ホリウチ タカシ 成田陸協 HORI
23 水谷 桂一朗 ミズタニ ケイイチロウ keiichiro
24 中光 和裕 ナカミツ カズヒロ NAKAMITSU
25 桃井 浩 モモイ ヒロシ MOMOI
26 鈴木 剛 スズキ タケシ T-SUZUKI
27 田平 政彦 タビラ マサヒコ 小金井公園走友会 jaynobira
28 小田中 隆二 オダナカ リュウジ ODANAKA
29 藤澤 玲央 フジサワ レオ FUJI
30 井出 瞭 イデ リョウ IDE
31 庄田 真人 ショウダ マサト TeamM×K SHODA
32 桐石 法彦 キリイシ ノリヒコ Kiriishi
33 菊池 諒香 キクチ リョウカ RYOKA
34 野中 慶昭 ノナカ ヨシテル NAKAYOSHI
35 渡辺 一充 ワタナベ カズアキ KAZUAKI
36 大久保 真巳子 オオクボ マキコ MAKIKO
37 横川 美沙 ヨコカワ ミサ TeamM×K YOKOKAWA
38 飯尾 健 イイオ ケン KEN
39 村木 建治 ムラキ ケンジ KENJI
40 白戸 彩子 シラト アヤコ グータロウ AYAKO
41 井合 公義 イアイ キミヨシ KIMI
42 古幡 一彦 フルハタ カズヒコ Nin
43 石井 靖子 イシイ ヤスコ yacchan
① PM 甲斐大貴
② PM コモディイイダ

③ PM 塩谷信二
④ 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 17:15

ペースメーカー:①18分45秒、②19分00秒、③19分15秒、④19分30秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ YOSHIKI
2 薄隅 直人 ウスズミ ナオト NAOTO
3 保岡 昌彦 ヤスオカ マサヒコ YASUOKA
4 鶴 一磨 ツル カズマ TSURU
5 宅島 豊人 タクシマ トヨヒト 東京陸上競技協会 TOYO
6 白戸 太朗 シラト タロウ グータロウ Taro
7 飯田 岳詩 イイダ タケシ SRC T-IIDA
8 染野 かずみ ソメノ カズミ Kazumi
9 吉留 隆行 ヨシドメ タカユキ TKYKYSDM
10 吉野 匠 ヨシノ タクミ TAKUMI
11 梅田 進也 ウメダ シンヤ UME
12 押川 耕一郎 オシカワ コウイチロウ KOICHIRO
13 國島 秀二 クニシマ シュウジ ハリアーズ KUNI
14 石井 正吾 イシイ ショウゴ ISHII
15 高橋 立志 タカハシ リツシ TAKAHASHI
16 山口 幹哉 ヤマグチ ミキヤ MKY
17 小穴 まゆみ オアナ マユミ OANA
18 井手 一幸 イデ カズユキ IDE
19 木村 哲 キムラ サトシ TETSU
20 堀川 翔悟 ホリカワ ショウゴ Sky the limit RC shogo
21 小林 萌香 コバヤシ モエカ SWAC MOEKA
22 谷口 智哉 タニグチ トシヤ TANIGUCHI
23 佐野 恭平 サノ キョウヘイ SANO
24 大坂 好和 オオサカ ヨシカズ BaSRC OSAKA
25 一宮 直人 イチミヤ ナオト ICHI
26 土井 伸一 ドイ シンイチ 中馬塾 DOI
27 増山 和伸 マスヤマ カズノブ KAZUNOBU
28 高橋 宏仁 タカハシ ヒロヒト きのこインスタ部 TAKAHASHI
29 宇野 敏和 ウノ トシカズ ランニング・デポ TOSHI
30 小高 潤 オダカ ジュン JUN
31 皆川 麻美 ミナカワ アサミ ASAMI
32 狩谷 茂一 カリヤ シゲカズ 酒ＲＵＮ SHIGE
33 萩野谷 賢太 ハギノヤ ケンタ HAGI
34 関 直人 セキ ナオト Amalyze TRAIL run club SEKI
35 佐藤 良憲 サトウ ヨシノリ YOSHINORI
36 松本 悟郎 マツモト ゴロウ 二子玉川走友会 GORO
37 久冨 道玄 ヒサトミ ミチハル TOMMY
38 鈴木 聡 スズキ タダシ 二子玉川走友会 SUZUKI
39 緒方 明浩 オガタ アキヒロ OGATA
40 木山 宏 キヤマ ヒロシ HIROSHI
41 鵜瀬 和秀 ウセ カズヒデ USE
42 合田 なぎさ ゴウダ ナギサ nagisa
① PM 甲斐大貴
② PM コモディイイダ

③ PM 塩谷信二
④ PM M高史



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 17:38

ペースメーカー:①18分00秒、②18分20秒、③18分40秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 岩佐 直樹 イワサ ナオキ NAOKI
2 永田 佳秀 ナガタ ヨシヒデ 深大寺走友会 YOSHI
3 内橋 憲章 ウチハシ ノリアキ 教員 UCHIHASHI
4 中野 喜文 ナカノ ヨシフミ Y-Nakano
5 島田 裕二 シマダ ユウジ 東京陸協 SHIMA
6 澤野 達也 サワノ タツヤ TATSUYA
7 貝塚 京義 カイヅカ アツヨシ A２R ATS
8 川西 宏幸 カワニシ ヒロユキ Kawanishi
9 武田 哲治 タケダ テツジ TAROBE
10 荒井 寛太 アライ カンタ 横浜市陸協 Arai
11 前田 拓哉 マエダ タクヤ Mラン mametaro
12 明田 圭一郎 アケタ ケイイチロウ AKECAP
13 大湯 忠彦 オオユ タダヒコ 済美山朝練軍団 YOU
14 大塚 祐司 オオツカ ユウジ OHTSUKA
15 笹本 浩司 ササモト コウジ SASA
16 黒田 智騎 クロダ トモキ どMランナーズ KURODA
17 新田 寛二 ニッタ カンジ Kan
18 粟井 慶悟 アワイ ケイゴ AWAI
19 山市 剛 ヤマイチ ツヨシ Amalyze trail run club YAMAICHI
20 山本 雄一朗 ヤマモト ユウイチロウ YAMAMOTO
21 堰 博 セキ ヒロシ SEKI
22 鈴木 啓介 スズキ ケイスケ KEINOSUKE
23 鈴木 将夫 スズキ マサオ M
24 林 智史 ハヤシ サトシ 東京陸協 Satoshi
25 上田 龍之介 ウエダ リュウノスケ UEPOYO
26 村松 健 ムラマツ ケン MATSUKEN
27 天満 優一朗 テンマ ユウイチロウ TEMMA
28 梶田 進一郎 カジタ シンイチロウ FJRC KAJI
29 森 勇次 モリ ユウジ MORI
30 高野 浩 タカノ ヒロシ HIRO
31 阿部 克臣 アベ カツオミ うさおＲＣ ABE
32 小林 晃啓 コバヤシ アキヒロ Koba
33 土屋 絢太郎 ツチヤ シュンタロウ SHUN
34 石塚 貴則 イシヅカ ヨシノリ ISHIZUKA
35 宮本 類 ミヤモト ルイ KRP横浜 RUI
36 小林 貴規 コバヤシ タカノリ ソンナバナナ taka
37 山部 英行 ヤマベ エイコウ MMナイトラン EIKO
38 石川 修一 イシカワ シュウイチ SHU
39 進 麻美子 シン マミコ Mami
40 浅倉 和史 アサクラ カズフミ チームランたな KAZU
41 新城 かおり シンジョウ カオリ なめしち SHINJO
42 黒須 純 クロス ジュン JUN
43 勘舎 方敬 カンジャ マサヨシ KANJA
① PM 荒幡寛人
② PM 緑川優
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5組 スタート時刻 18:01

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 高木 朋之 タカギ トモユキ TOMO
2 関口 豊 セキグチ ユタカ gutaro Yutaka
3 古賀 宏志 コガ ヒロシ 酒RUN KOGA
4 矢尻 真実 ヤジリ マサミ 矢尻商店 myajiri
5 星崎 隆 ホシザキ タカシ HOSHIZAKI
6 田畑 慎也 タバタ シンヤ NUSD
7 蔵品 智史 クラシナ サトシ KURA
8 野口 健史 ノグチ タケシ ポポロＡＣ NOGUTAN
9 岡本 壮太郎 オカモト ソウタロウ SO
10 岩崎 太郎 イワサキ タロウ TAROCK
11 荻原 慶也 オギハラ ケイヤ 浦安ランナーズ K
12 入江 卓也 イリエ タクヤ ランデザイン TAKUYA
13 戸村 健 トムラ ケン TOM
14 井野 寛司 イノ カンジ KANJI
15 籾山 勇次 モミヤマ ユウジ さいたま走友会 MOMIYAMA
16 岡田 雅之 オカダ マサユキ BEBE OKA
17 大岡 稜 オオオカ リョウ RYO
18 北村 裕 キタムラ ユタカ nimo
19 北川 一博 キタガワ カズヒロ ベストスマイルRC Kazu
20 鈴木 秀人 スズキ ヒデト hide
21 村上 寛之 ムラカミ ヒロユキ HIRO
22 増本 龍憲 マシモト タツノリ KONOHA
23 井上 博 イノウエ ヒロシ INOUE
24 斎藤 絵美 サイトウ エミ EMI
25 篠田 淳 シノダ アツシ J
26 北川 浩之 キタガワ ヒロユキ KITAGAWA
27 浮津 康宏 ウキツ ヤスヒロ Ukitsy
28 近藤 瞳 コンドウ ヒトミ エボーリュRC HITOMI
29 坂本 健 サカモト ケン 坂本治療院 SAKAMOTO
30 梅田 卓資 ウメダ タクジ TeamM×K UMETAKU
31 横山 正尭 ヨコヤマ マサタカ yokoyama
32 河崎 鷹丸 カワサキ タカマル KAWASAKI
33 高嶺 直美 タカミネ ナオミ NAOMI
34 川島 淳 カワシマ アツシ KAWASHIMAN

35 鶴原 聖也 ツルハラ マサヤ TSURUHARA
36 石井 貴 イシイ タカシ TAKASHI
37 佐野 敦 サノ アツシ Club-J SANO
38 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
39 前嶋 裕治 マエジマ ユウジ YUJI
40 久保 康生 クボ ヤスオ KUBO
41 太田 聖 オオタ セイ SEI
42 上野 剛嗣 ウエノ タケシ TAKESHI
- PM 井下裕貴
- PM 竹澤想大
- PM 河野孝志



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 18:24

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 中島 道紀 ナカジマ ミチノリ はてな三羽ガラス CHIMI
2 乗松 祐里 ノリマツ ユリ MMナイトラン NORIMATSU
3 徳山 孝太郎 トクヤマ コウタロウ TOKUYAMA
4 中島 惇 ナカジマ アツシ nakaji
5 高橋 寛行 タカハシ ヒロユキ TAKAHASHI
6 今井 純一 イマイ ジュンイチ 文鳥区役所 IMAI
7 千田 俊輔 センダ シュンスケ SEN
8 田村 嘉浩 タムラ ヨシヒロ TAMURA
9 島田 悟 シマダ サトル shima-D
10 毎田 篤彦 マイダ アツヒコ atsuzo
11 小出 直人 コイデ ナオト NAOTO
12 熊谷 智弘 クマガイ トモヒロ KUMA
13 野村 高弘 ノムラ タカヒロ ポポロAC TAKAHIRO
14 ⾧屋 博之 ナガヤ ヒロユキ 駒沢公園JＣ nagaya
15 桑野 博輔 クワノ ヒロスケ Breakthrough HIRO
16 本郷 孝知 ホンゴウ タカアキ HG
17 片山 等 カタヤマ ヒトシ TOSHI
18 清田 広輝 セイタ コウキ 川崎市トライアスロンクラブ KOHKI
19 北川 悟 キタガワ サトル SATORU
20 岡本 敬史 オカモト タカフミ okamotti
21 近藤 雄二 コンドウ ユウジ YUJI
22 笠原 雅人 カサハラ マサト MASA
23 冨川 継太 トミカワ ケイタ POPETA
24 川井 勉 カワイ ツトム スターランナーズ FullFull
25 新井 和磨 アライ カズマ ARAI
26 丹羽 大介 ニワ ダイスケ たまプラT&F DAISUKEN
27 木村 大典 キムラ ダイスケ バンコク走遊会 Daisuke
28 片柳 雄介 カタヤナギ ユウスケ yusuke
29 永井 雅樹 ナガイ マサキ TopGear MASA
30 島田 和幸 シマダ カズユキ ランニング・デポ SHIMAKAZU
31 矢澤 文朗 ヤザワ フミロウ タイヤーズ! F-YAZAWA
32 ＬｅＢｒａｓ Ｅｒｗａｎ ルブラス エルワン 多摩川サブ３会 ERWAN
33 後藤 公秀 ゴトウ キミヒデ GOTO
34 小永井 心 コナガイ シン 酒RUN KONAGAI
35 甲元 辰雄 コウモト タツオ TATSUO
36 岡本 海斗 オカモト カイト 末脚ダイナカールの底力 LysGracieux
37 三牧 駿太 ミマキ シュンタ MIMAKI
38 菊地 修平 キクチ シュウヘイ 多摩川クラブ ROBIN
39 平山 敦 ヒラヤマ アツシ 塩グループ HIRAYAMA
40 北川 拓也 キタガワ タクヤ 酒ＲＵＮ Takuya
41 吉田 直史 ヨシダ ナオフミ KIRITANI
42 小堀 光 コボリ ヒカリ 樂走組 KOBO
① PM 荒幡寛人
② PM 緑川優
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 18:46

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 ゼッケン名
1 山口 聡史 ヤマグチ サトシ satoshi
2 大野 瑛 オオノ アキラ AKIRA
3 斉藤 斉 サイトウ ヒトシ 酒ＲＵＮ MAMUSHI
4 安室 政司 ヤスムロ マサシ YASU
5 眞坂 哲平 マサカ テッペイ tepe
6 小池 孝範 コイケ タカノリ 弁護士法人ENISHI KOIKE
7 金内 正 カネウチ タダシ 大井ランニングクラブ kaneuchi
8 石津 雅章 イシズ マサアキ ISHIZU
9 治田 寛郎 ハッタ ヒロオ HATTA
10 飯田 隼人 イイダ ハヤト GAZELLE IIDA
11 中水 良 ナカミズ リョウ RABBIT
12 渡部 剛 ワタナベ ツヨシ さいたま市陸協 TSUYO
13 今野 豪 コンノ タケル KONTAKE
14 松田 拓朗 マツダ タクロウ WindRun TAKURO
15 山田 高志 ヤマダ タカシ YAMADA
16 水越 元洋 ミズコシ モトヒロ Wisdom.RC GEN
17 高木 洋彦 タカギ ヒロヒコ TKG
18 吉田 秀諭 ヨシダ ヒデツグ TDMR YOSHIDA
19 古木 洋輔 フルキ ヨウスケ TOGA
20 恩田 渉 オンダ ワタル ONDA
21 笠谷 駿介 カサヤ シュンスケ 市川市 SHUNSUKE
22 蓮見 明久 ハスミ アキヒサ 小川町陸協 HASUMI
23 中澤 徹 ナカザワ トオル 川越市陸協 NAKAZAWA
24 八木 慶太 ヤギ ケイタ KEITA
25 木住野 善男 キシノ ヨシオ KISSY
26 向井 陸 ムカイ リク RIKU
27 野本 大貴 ノモト ダイキ 酒RUN KATSUO
28 鈴木 宏之 スズキ ヒロユキ ニッポンランナーズ SUZUMARU
29 若月 法洋 ワカツキ ノリヒロ WAKA
30 冨永 尚宏 トミナガ タカヒロ 小金井おじ練 TOMY
31 木屋村 守 キヤムラ マモル 陸上競技 多摩川クラブ KIYAKIYA
32 鈴木 伸太朗 スズキ シンタロウ NAMEROU
33 望月 佐夢 モチヅキ サム SAMU
34 木川 大輔 キカワ ダイスケ DreamAC DICEK
35 斎藤 良介 サイトウ リョウスケ RYOSUKE
36 松藤 久 マツフジ ヒサシ KJC HISASHI
37 井上 靖数 イカミ ヤスカズ Ｔ・ＴーＡＣ IKAMI
38 熊谷 純 クマガイ ジュン KUMAO
39 杉山 巧 スギヤマ サトシ SUGIYAMA
40 荒川 雅明 アラカワ マサアキ masa
41 川西 淳司 カワニシ ジュンジ NIS
42 前山 慶介 マエヤマ ケイスケ MAEYAMA
- PM 井下裕貴
- PM 竹澤想大
- PM 河野孝志



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 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 西郷 孝一 サイゴウ タカヒト TAKA
2 吉田 茂樹 ヨシダ シゲキ 川口市陸協 YOSHIDA
3 加藤 達大 カトウ タツヒロ 早大ほかん TATSUHIRO
4 中山 貴史 ナカヤマ タカシ 花巻AC NAKAYAMA
5 伊藤 正隆 イトウ マサタカ MASA
6 飯田 勇希 イイダ ユウキ IIDA
7 中水 佑 ナカミズ ユウ フジシロ YU
8 下村 和也 シモムラ カズヤ 市川ＭＣ SHIMO
9 嶋崎 功一 シマザキ コウイチ KOICHI
10 吉田 和章 ヨシダ カズアキ GAZELLE KAZUAKI
11 岡田 昌平 オカダ ショウヘイ さいたま市陸協 showHEY
12 柳沢 薫 ヤナギサワ カオル 東京陸協 YANAGI
13 諸石 光聖 モロイシ コウセイ KOSEI
14 大槻 順朗 オオツキ カズアキ 凡人RC OHTSUKI
15 瀧野 幹拡 タキノ ミキヒロ DAC筑駒高 TAKINO
16 渡邉 駿 ワタナベ シュン JR東海陸上競技クラブ東京支部 SHUN
17 石井 圭一 イシイ ケイイチ ニッポンランナーズ k-ichi
18 阿部 靖 アベ ヤスシ ABE
19 落合 健太 オチアイ タケヒロ 板橋区陸協 OCHIAI
20 中里 和彦 ナカザト カズヒコ NAKAZATO
21 尾崎 芳史 オザキ ヨシフミ さいたま市陸協 sosu
22 射場本 綾 イバモト リョウ IBA
23 千葉 純也 チバ ジュンヤ 埼玉陸協 JUNYA
24 近藤 敏明 コンドウ トシアキ 越谷陸協 KONDO
25 黒川 遼 クロカワ リョウ KURO
26 鈴木 大樹 スズキ ヒロキ HIROKI
27 大西 竜洋 オオニシ タツヒロ 末脚ダイナマイト TAZ
28 渡辺 絢也 ワタナベ ジュンヤ JUNYA
29 戸田 昂 トダ タカシ TODA
30 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ IKEUCHI
31 岡田 卓磨 オカダ タクマ 秦野市消防署 OKADA
32 森田 裕太郎 モリタ ユウタロウ MORITA
33 木幡 沢也 コハタ タクヤ TAKUYA
34 芹沢 元秀 セリザワ モトヒデ 小金井公園おじさん練習会 Serizawa
35 赤澤 省吾 アカザワ ショウゴ 東京地下鉄 SHOGO
36 夏目 晋太郎 ナツメ シンタロウ リスタート NATSU
37 山田 真也 ヤマダ シンヤ ヤマシン大濠PJT YAMASHIN
38 大友 圭介 オオトモ ケイスケ OTOMO
39 岡田 拓己 オカダ タクミ Takumi
40 森野 隆盛 モリノ リュウセイ MORINO
41 杉山 健人 スギヤマ タケヒト TAKE
42 孫田 礼人 マゴタ アヤト AYATO
- PM 齋藤拓也
- PM 荒幡寛人
- PM 緑川優
- 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9組 スタート時刻 19:30

ペースメーカー:①14分45秒、②15分00秒、③15分15秒、④15分30秒

No 氏 名 カナ 所 属 ゼッケン名
1 成田 匠平 ナリタ ショウヘイ 埼玉滑川走友会 SHOHEI
2 門出 康孝 モンデ ヤスタカ TEAM ITO MonChaan
3 松本 翔 マツモト ショウ TeamMxK TeamMxK
4 木村 直人 キムラ ナオト KIMURA
5 黒田 光 クロダ ヒカル 浦和実業 KURODA
6 富張 裕紀 トミハリ ユウキ 矢口ランニングクラブ TOMIHARI 
7 大橋 秀星 オオハシ シュウセイ OHASHI
8 上條 記男 カミジョウ ノリオ MARU
9 三宅 翔太 ミヤケ ショウタ MIYA
10 丸岡 響 マルオカ ヒビク HIBI
11 内山 雄貴 ウチヤマ ユウキ YUKI
12 吉村 匠 ヨシムラ タクミ 千葉陸協 TAKU
13 田井 慎一郎 タイ シンイチロウ SHIN
14 横内 佑太朗 ヨコウチ ユウタロウ ASICS YUTARO
15 坂上 佳也 サカガミ ヨシヤ RFA GAMI
16 梅田 祐輝 ウメダ ユウキ 東京ハイリッジレーシング UME
17 佐谷 尚紀 サタニ ナオキ 房総サウナー STN
18 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ 濃厚とんこつ NOTON
19 河野 陽一 コウノ ヨウイチ JP日本郵政グループ東京 YOICHI
20 松本 一希 マツモト カズキ MATSUMOTO
21 政田 勇輝 マサダ ユウキ MASADA
22 櫻井 裕貴 サクライ ユウキ 東京陸協 Yuki
23 菅 慎治 カン シンジ 川口陸協 KAN
24 影山 貴大 カゲヤマ タカヒロ 東京学芸大学 KAGE
25 佐藤 勝茂 サトウ カツシゲ さいたま市陸協 sato
26 宮川 研悟 ミヤガワ ケンゴ KENGO
27 山口 雄大 ヤマグチ ユウダイ YAMAGUCHI
28 堀 貴博 ホリ タカヒロ TAKAHIRO
29 大沼 生 オオヌマ アラタ 日本郵政グループ東京 NAMAAA
30 小川 悠太郎 オガワ ユウタロウ Yutaro
31 梶山 拓真 カジヤマ タクマ kaji
32 麻田 悠馬 アサダ ユウマ 温室学院大学 DEBUZAWA
33 宮原 武也 ミヤハラ タケヤ ＣＩＡ TAKEYA
34 伊熊 岳大 イグマ タケヒロ Takehiro
35 松田 純平 マツダ ジュンペイ DreamAC JUN
36 北村 尭之 キタムラ タカユキ KITAMURA
37 武聖 冨樫 タケキヨ トガシ 温室学院大学駅伝競走部 KIYOKIYO
38 髙橋 雅人 タカハシ マサト TRACKTOKYO MASATO
39 内田 拓希 ウチダ ヒロキ 小田原NR SHIBA
- PM 井下裕貴
- PM 竹澤想大
- PM 河野孝志
- PM 齋藤拓也


