
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 10:30

ペースメーカー：①20分30秒、②21分00秒、③21分30秒、④22分00秒、⑤22分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 記録

12 坪地 宏嘉 ツボチ ヒロヨシ なし 19分26秒3 1 着

33 鶴田 智久 ツルタ トモヒサ TeamMxK 20分12秒1 2 着

32 玉井 琢磨 タマイ タクマ なし 20分16秒5 3 着

26 木山 宏 キヤマ ヒロシ なし 20分17秒7 4 着

5 古賀 三千人 コガ ミチンド なし 20分18秒4 5 着

2 尾方 優作 オガタ ユウサク なし 20分19秒7 6 着

4 石井 明夫 イシイ アキオ 樂走組 20分42秒1 7 着

19 倉田 靖士 クラタ ヤスシ なし 20分48秒8 8 着

11 石川 涼子 イシカワ リョウコ なし 20分51秒0 9 着

7 上野 浩一 ウエノ コウイチ なし 20分52秒2 10 着

17 高須 進一 タカス シンイチ なし 20分57秒9 11 着

23 森 正行 モリ マサユキ なし 21分04秒6 12 着

18 黒部 健 クロベ ケン クラブR2東日本 21分07秒1 13 着

14 浅井 幸也 アサイ ユキヤ なし 21分07秒7 14 着

10 木塚 宣明 キヅカ ノブアキ 太田走友会 21分08秒2 15 着

8 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル TeamRxL 21分28秒6 16 着

39 渡辺 浩太 ワタナベ コウタ なし 21分34秒1 17 着

20 半田 裕美 ハンダ ヒロミ なし 21分45秒8 18 着

38 田村 友和 タムラ トモカズ 東京陸協 21分55秒2 19 着

22 染井 貴子 ソメイ タカコ ＡＲＣ東京 22分15秒1 20 着

36 丸山 有佳子 マルヤマ ユカコ なし 22分23秒2 21 着

25 岩村 直美 イワムラ ナオミ なし 22分26秒3 22 着

31 阿邊 宏子 アベ ヒロコ 三友システムアプレイザル 22分28秒6 23 着

34 新井 祐介 アライ ユウスケ tokotokojog 22分31秒2 24 着

30 長江 麻衣子 ナガエ マイコ なし 22分34秒7 25 着

21 田中 豪 タナカ ゴウ なし 22分56秒6 26 着

40 石井 正樹 イシイ マサキ なし 22分57秒5 27 着

37 細谷 みゆき ホソヤ ミユキ なし 25分05秒5 28 着

16 小野田 謙二 オノダ ケンジ なし DNF 着

1 長坂 伸司 ナガサカ シンジ なし DNS 着

3 早坂 孝治 ハヤサカ タカハル なし DNS 着

6 山崎 忠勝 ヤマザキ タダマサ なし DNS 着

9 属 美緒 サッカ ミオ なし DNS 着

13 引地 賢治 ヒキチ ケンジ ELDORET DNS 着

15 木村 有喜男 キムラ ユキオ なし DNS 着

24 関 洋一郎 セキ ヨウイチロウ なし DNS 着

27 田中 和宮 タナカ カズミ 多摩川サブスリー DNS 着

28 吉村 明 ヨシムラ アキラ なし DNS 着

29 大高 淳 オオタカ ジュン なし DNS 着

35 大川 一広 オオカワ カズヒロ なし DNS 着

41 着

42 着

43 着

44 着

45 着

- 緑川 優 ミドリカワ ユウ 栃木陸協

- 長江 隆行 ナガエ タカユキ SWAC

- 土谷 和貴 ツチヤ カズタカ TeamMxK

- 中山 晃一 ナカヤマ コウイチ TeamMxK

- 橘 明徳 タチバナ アキノリ TeamMxK

着順



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

5000m　男女2組 スタート時刻 11:00

ペースメーカー：①19分15秒、②19分30秒、③20分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 記録

10 山市 剛 ヤマイチ ツヨシ なし 19分25秒6 1 着

13 吉野 匠 ヨシノ タクミ RC砂田 19分28秒8 2 着

19 藤木 真 フジキ マコト なし 19分37秒1 3 着

1 櫻井 芳夫 サクライ ヨシオ 富山県庁 19分46秒1 4 着

4 吉岡 誠一郎 ヨシオカ セイイチロウラフラフＲＣ 19分46秒5 5 着

28 関 祐一 セキ ユウイチ なし 19分47秒1 6 着

9 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウモンベル 19分48秒8 7 着

3 古幡 一彦 フルハタ カズヒコ 多摩川サブスリー会 19分51秒0 8 着

25 山田 賢 ヤマダ マサル なし 19分53秒3 9 着

16 井上 宜久 イノウエ ノリヒサ Team M×K 19分56秒1 10 着

7 窪田 一男 クボタ カズオ なし 19分58秒9 11 着

5 藤岡 英二 フジオカ エイジ JBAT 20分03秒2 12 着

20 広田 和子 ヒロタ カズコ ＴＫＤブレイクスルーＲＣ 20分04秒8 13 着

31 前川 大樹 マエカワ ダイキ なし 20分09秒6 14 着

12 今泉 愛子 イマイズミ アイコ Teamわさほさ 20分10秒8 15 着

29 乗松 圭太 ノリマツ ケイタ なし 20分18秒2 16 着

15 森井 保次 モリイ ヤスツグ SWAC 20分19秒7 17 着

14 近藤 万雅 コンドウ カズマサ なし 20分28秒6 18 着

18 中臺 利也 ナカダイ トシヤ なし 20分50秒2 19 着

32 田中 久善 タナカ ヒサヨシ Team M×K 20分55秒7 20 着

24 竹谷 一貴 タケタニ カズタカ 岩原塾 21分01秒5 21 着

22 曽我 智則 ソガ トモノリ なし 21分16秒9 22 着

26 太井 正人 フトイ マサト なし 21分42秒8 23 着

21 佐藤 康子 サトウ ヤスコ ニッポンランナーズ 21分45秒9 24 着

30 野原 一晟 ノハラ イッセイ なし 21分55秒0 25 着

11 小堤 峻 オツヅミ シュン アトミクラブ 21分58秒0 26 着

23 清水 孝行 シミズ タカユキ 鎌田組１９８７ DNF 着

2 島村 啓周 シマムラ ヒロチカ なし DNS 着

6 福田 和史 フクダ カズシ なし DNS 着

8 谷口 智哉 タニグチ トシヤ なし DNS 着

17 三好 秀典 ミヨシ ヒデノリ なし DNS 着

27 中島 雄 ナカジマ ユウ なし DNS 着

33 着

34 着

35 着

36 着

37 着

38 着

39 着

40 着

- 土谷 和貴 ツチヤ カズタカ TeamMxK

- 中山 晃一 ナカヤマ コウイチ TeamMxK

- 橘 明徳 タチバナ アキノリ TeamMxK

着順



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

5000m　男女3組 スタート時刻 11:25

ペースメーカー：①18分30秒、②18分45秒、③19分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 記録

37 吉田 和彦 ヨシダ カズヒコ 小鳥キッス 18分18秒5 1 着

1 宮原 春樹 ミヤハラ ハルキ 横浜市陸協 18分20秒0 2 着

10 佐藤 花乃 サトウ ハナノ なし 18分25秒1 3 着

8 錦古里 克彦 ニシゴリ カツヒコ 神奈川陸協 18分26秒3 4 着

23 石塚 貴則 イシヅカ ヨシノリ なし 18分39秒4 5 着

7 矢津 一正 ヤヅ カズマサ なし 18分41秒4 6 着

25 相澤 良幸 アイザワ ヨシユキ なし 18分45秒8 7 着

3 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ クラブR2東日本 18分52秒0 8 着

33 薄隅 直人 ウスズミ ナオト なし 18分52秒5 9 着

31 秋山 裕哉 アキヤマ ユウヤ 松戸２１ＲＣ 18分56秒3 10 着

6 田畑 一 タバタ ハジム なし 18分57秒3 11 着

2 倉下 直樹 クラシタ ナオキ 華奢な軟骨 18分57秒6 12 着

17 霜鳥 陽平 シモトリ ヨウヘイ なし 19分17秒8 13 着

32 久慈 直樹 クジ ナオキ 橋本走友会 19分19秒8 14 着

24 伊藤 千恵 イトウ チエ 千葉陸協 19分20秒4 15 着

21 梅田 進也 ウメダ シンヤ なし 19分23秒4 16 着

34 布施 望 フセ ノゾム なし 19分29秒1 17 着

36 杉田 雅宏 スギタ マサヒロ クラブR2 19分36秒5 18 着

11 溝部 健司 ミゾベ ケンジ 日産自動車 19分39秒3 19 着

26 太田 智宏 オオタ トモヒロ なし 19分41秒8 20 着

27 栗﨑 陽一 クリサキ ヨウイチ なし 19分54秒6 21 着

22 登坂 孝範 トサカ タカノリ 多摩湖RC ランジョグ 19分57秒7 22 着

18 篠田 隆之 シノダ タカユキ なし 20分48秒7 23 着

5 羽鳥 光郎 ハトリ ミツロウ なし DNF 着

15 志和 宏昭 シワ ヒロアキ なし DNF 着

35 保岡 昌彦 ヤスオカ マサヒコ なし DNF 着

4 山本 雄一朗 ヤマモト ユウイチロウなし DNS 着

9 安住 耕平 アズミ コウヘイ WAVE TC DNS 着

12 平田 修也 ヒラタ シュウヤ カナガワＲＣ DNS 着

13 佐々木 卓郎 ササキ タクロウ なし DNS 着

14 泉原 一平 イズハラ イッペイ なし DNS 着

16 吉留 隆行 ヨシドメ タカユキ なし DNS 着

19 鷺森 愛子 サギモリ アイコ なし DNS 着

20 青柳 諒 アオヤギ リョウ なし DNS 着

28 原田 貴正 ハラダ タカマサ なし DNS 着

29 好士 理恵子 コウシ リエコ 狛江市陸協 DNS 着

30 馬場 建一 ババ ケンイチ なし DNS 着

38 藤田 拓史 フジタ タクジ なし DNS 着

39 着

40 着

41 着

42 着

43 着

44 着

45 着

- 緑川 優 ミドリカワ ユウ 栃木陸協

- 長江 隆行 ナガエ タカユキ SWAC

- 中山 晃一 ナカヤマ コウイチ TeamMxK

着順



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

5000m　男女4組 スタート時刻 11:50

ペースメーカー：①17分40秒、②18分00秒、③18分20秒

No 氏　名 カナ 所　属 記録

14 今野 豪 コンノ タケル なし 17分24秒8 1 着

2 吉原 愛弥 ヨシハラ マナヤ Suica 17分28秒2 2 着

50 北川 拓也 キタガワ タクヤ なし 17分41秒7 3 着

3 中野 喜文 ナカノ ヨシフミ ENNE 17分51秒3 4 着

17 佐伯 智 サエキ サトシ なし 17分52秒9 5 着

31 松崎 雅春 マツザキ マサハル Team M×K 17分54秒2 6 着

8 鈴木 直人 スズキ ナオト なし 17分55秒2 7 着

16 安達 功 アダチ イサオ ＴＥＡＭ Ｒ×Ｌ＋ 17分58秒4 8 着

1 小林 篤史 コバヤシ アツシ なし 17分59秒9 9 着

28 権瓶 岳史 ゴンペイ タケシ 東京陸協 18分03秒1 10 着

24 伊東 朋 イトウ トモ なし 18分04秒9 11 着

40 飯島 良紘 イイジマ ヨシヒロ なし 18分05秒6 12 着

6 鈴木 宏之 スズキ ヒロユキ 茨城陸協 18分06秒2 13 着

26 古市 哲也 フルイチ テツヤ チーム巧 18分08秒0 14 着

7 井上 洋市朗 イノウエ ヨウイチロウ多摩川サブスリー 18分11秒1 15 着

48 藤井 将大 フジイ マサヒロ なし 18分16秒8 16 着

30 石川 比呂志 ヒロシ イシカワ なし 18分17秒3 17 着

23 石塚 貴則 イシヅカ ヨシノリ なし 18分18秒3 18 着

49 木村 泰輔 キムラ タイスケ RRT 18分19秒0 19 着

18 乾 好太郎 イヌイ コウタロウ アミノバリュートラッククラブin神奈川 18分19秒8 20 着

22 高橋 利和 タカハシ トシカズ なし 18分22秒5 21 着

25 笹島 和浩 ササジマ カズヒロ なし 18分25秒2 22 着

46 森田 哲 モリタ テツ 多摩サブ３会 18分30秒0 23 着

21 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト なし 18分31秒7 24 着

37 長瀬 康一 ナガセ コウイチ 松戸２１ＲＣ 18分32秒2 25 着

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 18分34秒4 26 着

12 太田 聖 オオタ セイ なし 18分42秒8 27 着

33 藤木 久士 フジキ ヒサシ 松戸２１ＲＣ 18分44秒9 28 着

11 戸村 健 トムラ ケン なし 18分51秒2 29 着

47 北 寿一 キタ トシカズ ニッポンランナー 18分51秒4 30 着

41 冨内 達矢 トミウチ タツヤ なし 19分01秒3 31 着

29 長谷川 翔 ハセガワ ショウ なし 19分01秒7 32 着

36 富澤 薫 トミザワ カオル 台灣好吃放浪記 19分04秒9 33 着

44 土井 伸一 ドイ シンイチ 中馬塾 19分05秒8 34 着

15 関口 綾 セキグチ リョウ なし 19分19秒9 35 着

42 柳原 隆 ヤナギハラ タカシ なし 19分27秒1 36 着

4 乗松 良昌 ノリマツ ヨシマサ 多摩サブ 19分41秒7 37 着

20 梅田 卓資 ウメダ タクジ TeamM×K DNF 着

38 高嶋 治仁 タカシマ ハルヒト RDC TOKYO DNF 着

5 梶田 進一郎 カジタ シンイチロウ FJRC DNS 着

9 小菊 匡 コギク マサシ なし DNS 着

13 篠﨑 理紗 シノザキ リサ なし DNS 着

19 鈴木 秀人 スズキ ヒデト なし DNS 着

27 吉村 健一郎 ヨシムラ ケンイチロウなし DNS 着

32 保坂 行輝 ホサカ コウキ なし DNS 着

34 小杉 翔 コスギ ショウ 東京陸協 DNS 着

35 千葉 隆史 チバ タカシ なし DNS 着

39 久我 洋介 クガ ヨウスケ DAC DNS 着

43 大塚 信司 オオツカ シンジ なし DNS 着

45 一宮 直人 イチミヤ ナオト なし DNS 着

- 緑川 優 ミドリカワ ユウ 栃木陸協

- 長江 隆行 ナガエ タカユキ SWAC

- 土谷 和貴 ツチヤ カズタカ TeamMxK

着順



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 12:15

ペースメーカー：①16分30秒、②17分00秒、③17分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 記録

10 安田 有佑 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 東京外国語大学 16分24秒8 1 着

8 爲石 太一朗 タメイシ タイチロウ なし 16分25秒5 2 着

2 穂苅 正太 ホカリ ショウタ なし 16分40秒2 3 着

15 安部 嘉葵 アベ ヨシキ なし 16分42秒5 4 着

7 森田 裕太郎 モリタ ユウタロウ なし 16分46秒2 5 着

9 佐々木 克 ササキ スグル アートスポーツ 16分46秒7 6 着

14 山田 慎也 ヤマダ シンヤ ジェンス 16分50秒6 7 着

11 大久保 弘治郎 オオクボ コウジロウ なし 16分57秒8 8 着

41 石澤 毅士 コクザワ ツヨシ なし 17分00秒6 9 着

17 小松 雄大 コマツ ユウダイ なし 17分05秒8 10 着

20 しまた 洸一 シマダ コウイチ 軍団たてお 17分07秒5 11 着

16 森田 洋平 モリタ ヨウヘイ なし 17分10秒1 12 着

5 北島 文記 キタジマ フミノリ フクシムラン 17分17秒8 13 着

38 菅 佑輔 カン ユウスケ なし 17分20秒1 14 着

24 永田 聖人 ナガタ マサト 武蔵野バンディット 17分22秒9 15 着

37 守屋 一博 モリヤ カズヒロ なし 17分23秒4 16 着

42 黒崎 群 クロサキ グン 東京陸協 17分24秒0 17 着

21 井上 靖数 イカミ ヤスカズ Ｔ・ＴーＡＣ 17分27秒7 18 着

28 神田 康太郎 カンダ コウタロウ なし 17分28秒9 19 着

39 水越 元洋 ミズコシ モトヒロ Wisdom-RC 17分29秒4 20 着

19 光畑 一樹 ミツハタ カズキ なし 17分40秒0 21 着

23 大久保 由紀夫 オオクボ ユキオ なし 17分40秒3 22 着

13 平尾 良太 ヒラオ リョウタ なし 17分46秒0 23 着

27 高橋 英雄 タカハシ ヒデオ ころちゃんず 17分46秒4 24 着

33 佐々木 大輔 ササキ ダイスケ ニッポンランナーズ 17分47秒9 25 着

35 小松 洋 コマツ ヒロシ なし 17分48秒9 26 着

25 北村 政貴 キタムラ マサキ なし 17分50秒8 27 着

29 瀬戸 竜介 セト リュウスケ 開成町 17分56秒2 28 着

12 杉本 孝公 スギモト タカマサ なし 17分59秒4 29 着

32 鳥居 恒太 トリイ コウタ 南蛮連合 18分12秒1 30 着

31 喜多川 学 キタガワ マナブ なし 18分15秒8 31 着

1 金 素源 キン ソウォン なし 18分51秒6 32 着

3 武藤 由依 ムトウ ユイ なし DNF 着

26 内藤 和也 ナイトウ カズヤ なし DNF 着

4 芹沢 元秀 セリザワ モトヒデ TeamM×K DNS 着

6 木村 成志 キムラ セイジ 藤岡地域 DNS 着

18 吉田 直史 ヨシダ ナオフミ なし DNS 着

22 芳澤 卓矢 ヨシザワ タクヤ なし DNS 着

30 稲村 淳 イナムラ ジュン 青竹荘 DNS 着

34 佐々木 雅典 ササキ マサノリ なし DNS 着

36 加治佐 純 カジサ ジュン なし DNS 着

40 辻上 達也 ツジカミ タツヤ Ｊクラブ DNS 着

43 着

44 着

45 着

- 岡本 拓也 オカモト タクヤ 横浜市陸協

- 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 千葉陸協

- 河合 謙一 カワイ ケンイチ 東京陸協

着順



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

1500m　男女1組 スタート時刻 12:40

ペースメーカー：①5分15秒、②5分30秒、③6分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 記録

6 春山 裕介 ハルヤマ ユウスケ なし 5分14秒0 1 着

1 櫻井 芳夫 サクライ ヨシオ 富山県庁 5分23秒5 2 着

5 古賀 三千人 コガ ミチンド なし 5分28秒2 3 着

4 小林 章夫 コバヤシ アヤオ ハチ支社駅伝部 5分32秒2 4 着

10 山市 剛 ヤマイチ ツヨシ なし 5分33秒4 5 着

3 宮澤 奈央 ミヤザワ ナオ なし 5分38秒1 6 着

9 小口 龍馬 オグチ リョウマ TMRC 5分40秒2 7 着

12 文字 純連 モンジ スミレ TMRC 5分50秒5 8 着

16 西山 花音 ニシヤマ カノ TMRC 6分11秒0 9 着

14 山﨑 詩大 ヤマザキ ウタ TMRC 6分17秒0 10 着

15 西村 美里 ニシムラ ミサト TMRC 6分35秒3 11 着

2 島村 啓周 シマムラ ヒロチカ なし DNS 着

7 瀧島 庸司 タキシマ ヨウジ なし DNS 着

8 谷口 智哉 タニグチ トシヤ なし DNS 着

11 安田 隼 ヤスダ シュン なし DNS 着

13 鈴木 想大 スズキ ソウタ なし DNS 着

17 高須 進一 タカス シンイチ なし DNS 着

18 着

19 着

20 着

- 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 着

- 高橋 風成 カザナリ カザナリ 小川町陸協 着

- 風戸 啓希 カザト ヒロキ 東京海上日動 着

着順



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

1500m　男女2組 スタート時刻 12:50

ペースメーカー：①4分55秒、②5分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 記録

5 北島 文記 キタジマ フミノリ フクシムラン 4分54秒9 1 着

18 北川 拓也 キタガワ タクヤ なし 4分57秒7 2 着

12 波多野 陽介 ハタノ ヨウスケ 日本ランナーズ 4分58秒4 3 着

10 平田 昭雄 ヒラタ アキオ なし 4分59秒0 4 着

17 西川 ヒカル ニシカワ ヒカル なし 5分01秒0 5 着

11 木村 優基 キムラ ユウキ TMRC 5分03秒5 6 着

13 島津 正孝 シマヅ マサタカ なし 5分03秒8 7 着

8 河野 純平 カワノ ジュンペイ 島本プロジェクト 5分05秒2 8 着

9 森岡 大典 モリオカ ダイスケ 東京陸協 5分07秒8 9 着

7 末吉 康俊 スエヨシ ヤストシ なし 5分10秒3 10 着

2 尾方 優作 オガタ ユウサク なし 5分12秒5 11 着

3 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ クラブR2東日本 5分23秒2 12 着

4 乗松 良昌 ノリマツ ヨシマサ 多摩サブ 5分27秒4 13 着

14 外間 結那 ソトマ ユイナ TMRC 5分33秒5 14 着

16 入角 健也 イリスミ ケンヤ なし 5分35秒1 15 着

15 木場 凛子 コバ リンコ TMRC 5分35秒5 16 着

1 宮原 春樹 ミヤハラ ハルキ 横浜市陸協 DNS 着

6 山崎 忠勝 ヤマザキ タダマサ なし DNS 着

19 着

20 着

- 岡本 拓也 オカモト タクヤ 横浜市陸協

- 河合 謙一 カワイ ケンイチ 東京陸協

着順



MxKディスタンストライアル　（非公認の部）

1500m　男女3組 スタート時刻 13:00

ペースメーカー：①4分30秒、②4分40秒、③4分50秒

No 氏　名 カナ 所　属 記録

15 安部 嘉葵 アベ ヨシキ なし 4分37秒0 1 着

19 鈴木 秀人 スズキ ヒデト なし 4分40秒0 2 着

3 五畿田 道夫 ゴキタ ミチオ チームあろ～は 4分40秒4 3 着

5 大前 千晶 オオマエ チアキ GRlab 4分43秒7 4 着

11 大久保 弘治郎 オオクボ コウジロウ なし 4分44秒7 5 着

4 笹本 浩司 ササモト コウジ なし 4分49秒1 6 着

1 石澤 毅士 コクザワ ツヨシ なし 4分53秒9 7 着

12 坪地 宏嘉 ツボチ ヒロヨシ なし 4分54秒7 8 着

6 橋本 隆正 ハシモト タカマサ つじかぜAC 4分55秒2 9 着

24 伊東 朋 イトウ トモ なし 4分55秒6 10 着

2 小山内 直人 オサナイ ナオト なし 4分57秒0 11 着

23 大久保 由紀夫 オオクボ ユキオ なし 4分57秒4 12 着

16 安達 功 アダチ イサオ ＴＥＡＭ Ｒ×Ｌ＋ 5分00秒9 13 着

13 平尾 良太 ヒラオ リョウタ なし 5分03秒2 14 着

25 笹島 和浩 ササジマ カズヒロ なし 5分06秒7 15 着

21 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト なし 5分12秒5 16 着

18 乾 好太郎 イヌイ コウタロウ アミノバリュートラッククラブin神奈川 5分16秒3 17 着

17 佐伯 智 サエキ サトシ なし 5分18秒6 18 着

22 高橋 利和 タカハシ トシカズ なし 5分24秒2 19 着

7 近藤 吉峰 コンドウ ヨシタカ なし 5分25秒6 20 着

14 今野 豪 コンノ タケル なし DNS 着

20 青柳 諒 アオヤギ リョウ なし DNS 着

8 着

9 着

10 着

- 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 着

- 井下 裕貴 イノシタ ユウキ 川越市陸協 着

- 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 千葉陸協 着

着順



MxKディスタンスチャレンジ　（公認の部）

1500m　男子1組 スタート時刻 13:10

ペースメーカー：①4分15秒、②4分22秒、③4分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

5 渥美 祐次郎 アツミ ユウジロウ GRlab兵庫 兵庫県 4分16秒7 1 着

19 岡本 拓也 オカモト タクヤ 横浜市陸協 神奈川県 4分21秒4 2 着

6 荒幡 哲治 アラハタ テツハル 東京陸協 埼玉県 4分23秒4 3 着

20 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 東京都 4分26秒4 4 着

9 齋藤 堪汰 サイトウ カンタ 島本プロジェクト 東京都 4分33秒0 5 着

21 河合 謙一 カワイ ケンイチ 東京陸協 東京都 4分33秒8 6 着

1 濱田 岳 ハマダ タケル 帝平大 千葉県 4分35秒5 7 着

22 藤木 新也 フジキ シンヤ 東京陸協 東京都 4分35秒8 8 着

24 黒部 剛 クロベ ツヨシ 横浜陸協 神奈川県 4分36秒8 9 着

2 多賀 長門 タガ ナガト 島本プロジェクト 東京都 4分37秒1 10 着

16 奥村 哲生 オクムラ テツオ 静岡陸協 静岡県 4分43秒5 11 着

17 星宮 一木 ホシミヤ カズキ Jクラブ 東京都 4分55秒7 12 着

40 鎌倉 洋介 カワクラ ヨウスケ 長野陸協 長野県 4分58秒2 13 着

8 内藤 和也 ナイトウ カズヤ 千葉陸協 千葉県 DNF 着

12 林 洋輔 ハヤシ ヨウスケ 神奈川マスターズ 神奈川県 DNF 着

3 萩原 重寿 ハギワラ シゲトシ 埼玉西部消防局 埼玉県 DNS 着

4 菅原 大地 スガハラ ダイチ 東京大学医学部鉄門陸上部 東京都 DNS 着

7 古井 義文 フルイ ヨシフミ 東京マスターズ 東京都 DNS 着

10 近野 大樹 コンノ ヒロキ クラブR2東北 宮城県 DNS 着

11 諏訪 悠斗 スワ ユウト 自治医科大学陸上部 栃木県 DNS 着

13 渡邉 遼平 ワタナベ リョウヘイ 作．ＡＣ札幌 北海道 DNS 着

14 小谷 浩 コタニ ヒロシ アシックスRC 東京都 DNS 着

15 土屋 俊介 ツチヤ シュンスケ 東京陸協 東京都 DNS 着

18 黒田 真伍 クロダ シンゴ チームタスキ 島根県 DNS 着

23 着

着順



MxKディスタンスチャレンジ　（公認の部）

1500m　男子2組 スタート時刻 13:20

ペースメーカー：①4分00秒、②4分05秒、③4分10秒

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

22 風戸 啓希 カザト ヒロキ 東京海上日動 千葉県 4分06秒0 1 着

3 岡本 賢太 オカモト ケンタ 早大同 東京都 4分07秒6 2 着

1 星 寿幸 ホシ ヒサユキ 一橋大学 埼玉県 4分10秒4 3 着

23 高橋 風成 カザナリ カザナリ 小川町陸協 埼玉県 4分11秒0 4 着

24 井下 裕貴 イノシタ ユウキ 川越市陸協 埼玉県 4分11秒8 5 着

9 斎藤 俊平太 サイトウ シュンペイタ横浜市陸協 神奈川県 4分12秒3 6 着

2 海老沼 太志 エビヌマ タイシ MKプロジェクト 栃木県 4分15秒5 7 着

4 菅野 辰也 カンノ タツヤ あぶくまAC 宮城県 4分17秒5 8 着

14 安田 有佑 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 東京外国語大学 三重県 4分19秒4 9 着

15 木内 博之 キウチ ヒロユキ 千葉陸協 千葉県 4分19秒7 10 着

8 牧島 涼也 マキシマ リョウヤ 伊那東部中 長野県 4分20秒7 11 着

10 山口 大翔 ヤマグチ ダイト 大野中学校 神奈川県 4分23秒0 12 着

12 大和田 貴博 オオワダ タカヒロ 笠松走友会 茨城県 4分32秒6 13 着

5 坂内 亮輔 バンナイ リョウスケ 川崎市陸協 神奈川県 4分43秒7 14 着

6 板倉 佳克 イタクラ ヨシカツ 横浜市陸協 神奈川県 DNF 着

7 野呂 光希 ノロ コウキ 早大同 三重県 DNS 着

11 有馬 優仁 アリマ ユウジン 世田谷区陸協 東京都 DNS 着

13 山上 洋祐 ヤマガミ ヨウスケ さいたま市消防 埼玉県 DNS 着

16 森田 拡希 モリタ ヒロキ 東京医科大学 東京都 DNS 着

17 田口 雅也 タグチ マサヤ 上尾市陸協 埼玉県 DNS 着

18 着

19 着

20 着

21 着

25 着

着順



MxKディスタンスチャレンジ　（公認の部）

5000m　男子1組 スタート時刻 13:30

ペースメーカー：①16分40秒、②17分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

5 宮川 研悟 ミヤガワ ケンゴ クラブR2東日本 東京都 16分29秒3 1 着

14 榎本 泰希 ｴﾉﾓﾄ ﾀｲｷ 東京外国語大学 東京都 16分45秒3 2 着

25 河野 孝志 コウノ タカシ 東京陸協 東京都 16分45秒7 3 着

34 長谷 知弥 ナガタニ トモヤ TMRC 東京都 16分46秒1 4 着

7 齋藤 房喜 サイトウ フサヨシ T･T-Athlete Club 東京都 16分50秒2 5 着

8 牧島 駿太 マキシマ シュンタ 伊那北高校 長野県 16分53秒5 6 着

3 西 紘史 ニシ ヒロフミ 久慈市陸協 岩手県 16分53秒9 7 着

15 阿部 靖 アベ ヤスシ 東京陸協 東京都 16分54秒8 8 着

38 酒井 陽向 サカイ ヒナタ 神奈川陸協 神奈川県 16分55秒1 9 着

4 岩田 貴一 イワタ キイチ 川崎市陸競 神奈川県 16分58秒6 10 着

26 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 日税ビジネス 東京都 16分59秒4 11 着

19 森 孝博 モリ タカヒロ 東京陸協 東京都 17分01秒2 12 着

31 中村 恵介 ナカムラ ケイスケ 安城快足AC 愛知県 17分04秒4 13 着

30 竹村 渉 ﾀｹﾑﾗ ﾜﾀﾙ さいたま市陸協 埼玉県 17分04秒9 14 着

20 酒井 拓磨 サカイ タクマ 江東区陸協 東京都 17分08秒5 15 着

1 磯部 芳泰 イソベ ヨシヤス T・T－AC 東京都 17分09秒9 16 着

18 黒田 真伍 クロダ シンゴ チームタスキ 島根県 17分13秒1 17 着

23 小柳 祐介 ｵﾔﾅｷﾞ ﾕｳｽｹ さいたま市陸協 埼玉県 17分14秒9 18 着

40 鎌倉 洋介 カワクラ ヨウスケ 長野陸協 長野県 17分17秒8 19 着

2 安室 政司 ヤスムロ マサシ 東京地下鉄 東京都 17分18秒2 20 着

28 木屋村 守 キヤムラ マモル 陸上競技　多摩川クラブ 東京都 17分20秒2 21 着

32 大森 教尋 オオモリ ノリヒロ ポポロＡＣ 東京都 17分32秒3 22 着

11 太田 智也 オオタ トモヤ 東京陸協 東京都 17分32秒6 23 着

37 藤田 啓史 フジタ ケイシ 青竹荘 神奈川県 17分43秒1 24 着

24 滝本 智丹 タキモト チタン 青山学院 東京都 17分44秒7 25 着

17 河野 祐介 カワノ ユウスケ WindRun 東京都 17分51秒2 26 着

16 八木 慶太 ヤギ ケイタ 湘南海岸RC 神奈川県 18分56秒2 27 着

10 中島 圭一 ナカシマ ケイイチ 福岡陸協 福岡県 DNF 着

12 林 洋輔 ハヤシ ヨウスケ 神奈川マスターズ 神奈川県 DNF 着

33 本郷 孝知 ホンゴウ タカアキ TeamMxK 東京都 DNF 着

6 坂本 健 サカモト ケン 川口市陸協 埼玉県 DNS 着

9 灰谷 知純 ハイタニ トモスミ ワセダクラブ 埼玉県 DNS 着

13 渡邉 遼平 ワタナベ リョウヘイ 作．ＡＣ札幌 北海道 DNS 着

21 中水 良 ナカミズ リョウ 竜一クラブ 茨城県 DNS 着

22 千島 悠司 チシマ ユウジ 三菱商事陸上同好会 東京都 DNS 着

27 鈴木 伸太朗 スズキ シンタロウ 東京陸協 東京都 DNS 着

29 野上 晴之 ノガミ ハルユキ 青竹荘 神奈川県 DNS 着

35 大場 達也 オオバ タツヤ クラブR2東日本 東京都 DNS 着

36 川井 一貴 カワイ カズキ 座間市陸協 神奈川県 DNS 着

39 風間 龍介 カザマ リュウスケ 東京陸協 東京都 DNS 着

41 着

42 着

43 着

44 着

45 着

着順



MxKディスタンスチャレンジ　（公認の部）

5000m　男子2組 スタート時刻 13:55

ペースメーカー：①16分15秒、②16分30秒

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

31 緑川 優 ミドリカワ ユウ 栃木陸協 栃木県 15分36秒2 1 着

3 衣笠 一喜 キヌガサ カズキ 東京陸協 東京都 16分04秒2 2 着

23 高橋 風成 カザナリ カザナリ 小川町陸協 埼玉県 16分14秒3 3 着

1 畠中 勝己 ハタナカ カツミ 東京陸協 東京都 16分14秒6 4 着

27 澁谷 宥介 シブヤ ユウスケ 東京陸協 東京都 16分29秒4 5 着

28 堤 健至 ツツミ タケシ T・T-Athlete Club 東京都 16分30秒1 6 着

8 林 洋輔 ハヤシ ヨウスケ アシックスＲＣ 東京都 16分31秒9 7 着

13 加藤 隆太 カトウ リュウタ 大和市陸協 神奈川県 16分34秒7 8 着

26 網谷 直紀 アミタニ ナオキ 富山陸協 富山県 16分35秒0 9 着

30 川井 直巳 カワイ ナオミ クラブR2東北 宮城県 16分35秒3 10 着

7 土濃塚 渉 ﾄﾉﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ さいたま市陸協 埼玉県 16分38秒4 11 着

15 井上 玲於 イノウエ レオ 富士通 神奈川県 16分39秒2 12 着

22 瀧野 幹拡 タキノ ミキヒロ DAC(筑駒高) 東京都 16分42秒5 13 着

10 近野 大樹 コンノ ヒロキ クラブR2東北 宮城県 16分43秒8 14 着

2 下島 千明 シモジマ チアキ 陸上競技多摩川クラブ 東京都 16分49秒7 15 着

6 北崎 翔馬 キタザキ ショウマ 東京陸協 東京都 16分54秒1 16 着

18 トリーズ マイケルトリーズ マイケル 南蛮連合 東京都 16分55秒0 17 着

32 下村 和也 シモムラ カズヤ 市川マラソンクラブ 千葉県 17分02秒1 18 着

20 千葉 純也 チバ ジュンヤ 埼玉陸協 埼玉県 17分11秒6 19 着

25 笠谷 駿介 カサヤ シュンスケ 鎌倉市陸協 神奈川県 17分13秒0 20 着

21 柳沢 薫 ヤナギサワ カオル 東京陸協 東京都 17分22秒0 21 着

17 後藤 大樹 ゴトウ ダイキ WindRun 東京都 17分22秒9 22 着

16 川越 瑛介 カワゴエ エイスケ 東京陸協 東京都 17分53秒3 23 着

19 斉藤 斉 サイトウ ヒトシ 県北陸協 福島県 DNF 着

29 井手 厚 イデ アツシ 東京陸協 東京都 DNF 着

4 菅野 辰也 カンノ タツヤ あぶくまAC 宮城県 DNS 着

5 座間 保成 ザマ ヤスナリ JR東日本千葉 千葉県 DNS 着

9 小柳 秀平 コヤナギ シュウヘイ 東京陸協 東京都 DNS 着

11 諏訪 悠斗 スワ ユウト 自治医科大学陸上部 栃木県 DNS 着

12 小谷 浩 コタニ ヒロシ アシックスRC 東京都 DNS 着

14 福井 洋範 フクイ ヒロノリ 東京陸協 東京都 DNS 着

24 吉澤 剛司 ヨシザワ タケシ 東京陸協 東京都 DNS 着

33 着

34 着

35 着

36 着

37 着

38 着

39 着

40 着

着順



MxKディスタンスチャレンジ　（公認の部）

5000m　男子3組 スタート時刻 14:20

ペースメーカー：①15分30秒、②15分45秒、③16分00秒

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

10 宇津木 亮 ウツキ リョウ 東京陸協 東京都 15分25秒1 1 着

22 竹澤 想大 タケザワ ソウタ 千葉陸協 千葉県 15分29秒4 2 着

7 大河原 雄平 オオカワラ ユウヘイ 紫波郡陸協 岩手県 15分40秒7 3 着

15 吉田 茂樹 ヨシダ シゲキ 川口市陸協 埼玉県 15分42秒0 4 着

4 加藤 可己 カトウ ヨシキ ＷｉｎｄＲｕｎ 東京都 15分42秒3 5 着

21 松本 翔 マツモト ショウ 日税ビジネス 東京都 15分44秒3 6 着

8 中島 康平 ナカジマ コウヘイ 茨城大学 青森県 15分45秒1 7 着

5 松川 隼也 マツカワ トシヤ 東京陸協 東京都 15分47秒6 8 着

16 丸岡 響 マルオカ ヒビク 東京陸協 東京都 15分49秒5 9 着

39 船越 悠介 フナコシ ユウスケ 東京陸協 東京都 15分49秒9 10 着

37 鈴木 樹林 スズキ ジュリン 横浜市陸協 神奈川県 15分50秒3 11 着

14 田村 亮 タムラ リョウ 上州アスリートクラブ 群馬県 15分50秒6 12 着

26 齋藤 拓也 サイトウ タクヤ 日税ビジネス 東京都 15分51秒0 13 着

31 平山 大智 ヒラヤマ ダイチ 牛久走友会 茨城県 15分53秒3 14 着

27 内山 雄貴 ウチヤマ ユウキ 東京都庁 東京都 15分54秒1 15 着

30 大西 竜洋 オオニシ タツヒロ 東京陸協 東京都 15分54秒9 16 着

35 井上 天祐 イノウエ テンユウ 神奈川陸協 神奈川県 15分55秒2 17 着

38 児玉 雄介 コダマ ユウスケ 朝霞市役所 埼玉県 15分56秒2 18 着

28 西郷 孝一 サイゴウ タカヒト 矢巾町陸協 岩手県 15分56秒9 19 着

11 渡辺 諒 ワタナベ リョウ 神奈川陸協 神奈川県 15分58秒7 20 着

23 平松 颯馬 ヒラマツ フウマ 早大同 東京都 15分59秒0 21 着

1 勘舎 方敬 カンジャ マサヨシ Team M×K 東京都 15分59秒3 22 着

20 横田 知己 ヨコタ トモキ 青山学院 東京都 16分01秒0 23 着

18 渡邉 拓也 ワタナベ タクヤ 香川ＲＣ遊 香川県 16分01秒4 24 着

17 伊藤 裕紀 イトウ ヒロキ 茨城大学 茨城県 16分01秒7 25 着

40 射場本 綾 イバモト リョウ 東京陸協 東京都 16分18秒6 26 着

12 和田 尉吹 ワダ イブキ 東京 東京都 16分20秒7 27 着

32 吉野 健夫 ヨシノ タテオ 湘南アスリート 神奈川県 16分21秒0 28 着

19 加藤 達大 カトウ タツヒロ 東京陸協 東京都 16分27秒0 29 着

3 萩原 重寿 ハギワラ シゲトシ 埼玉西部消防局 埼玉県 16分31秒0 30 着

25 細川 耕希 ホソカワ コウキ 紫波郡陸協 岩手県 16分33秒7 31 着

29 我妻 総 ワガツマ サトシ 鴨川走友会 京都府 16分34秒7 32 着

9 菊地 陽大 キクチ アキヒロ 県北陸協 福島県 16分58秒0 33 着

33 原 快成 ハラ カイセイ 早大同 埼玉県 17分21秒9 34 着

2 近藤 哲 コンドウ サトシ TRACK TOKYO 東京都 18分30秒7 35 着

34 赤澤 省吾 アカザワ ショウゴ 東京地下鉄 東京都 DNF 着

6 河合 勇樹 カワイ ユウキ 東京陸協 東京都 DNS 着

13 斎藤 湧歩 サイトウ ユウホ ＷｉｎｄＲＵＮ 東京都 DNS 着

24 孫田 礼人 マゴタ アヤト 小松島市陸協 徳島県 DNS 着

36 馬場 祐吾 ババ ユウゴ 横浜市陸協 神奈川県 DNS 着

41 着

42 着

43 着

44 着

45 着

着順



MxKディスタンスチャレンジ　（公認の部）

5000m　男子4組 スタート時刻 14:45

ペースメーカー：①14分45秒、②15分00秒、③15分20秒

No 氏　名 カナ 所　属 登録陸協 記録

3 山田 祐生 ヤマダ ユウキ まるお製作所 東京都 14分41秒7 1 着

1 久本 駿輔 ヒサモト シュンスケ GRlab 大阪府 14分43秒4 2 着

32 横内 佑太朗 ヨコウチ ユウタロウ 茨城陸協 茨城県 15分02秒0 3 着

44 門出 康孝 モンデ ヤスタカ TEAM ITO 東京都 15分06秒9 4 着

12 富張 裕紀 トミハリ ユウキ TMRC 東京都 15分07秒6 5 着

2 海老沼 太志 エビヌマ タイシ MKプロジェクト 栃木県 15分07秒9 6 着

22 風戸 啓希 カザト ヒロキ 東京海上日動 千葉県 15分08秒3 7 着

14 秋山 太陽 アキヤマ タイヨウ 森ビル 東京都 15分08秒6 8 着

10 中山 壮一 ナカヤマ ソウイチ 横浜市陸協 神奈川県 15分12秒2 9 着

31 清水 陽介 シミズ ヨウスケ 東京陸協 東京都 15分13秒4 10 着

25 河野 孝志 コウノ タカシ 東京陸協 東京都 15分13秒9 11 着

15 筒井 恵也 ツツイ ケイヤ 埼玉陸協 埼玉県 15分14秒3 12 着

11 枡川 健太郎 マスカワ ケンタロウ 横浜国立大学 神奈川県 15分16秒7 13 着

41 勝又 洋人 カツマタ ヒロト 東京陸協 東京都 15分21秒5 14 着

38 児玉 雄介 コダマ ユウスケ 朝霞市役所 埼玉県 15分24秒4 15 着

20 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ 芦屋市陸協 兵庫県 15分24秒9 16 着

5 渥美 祐次郎 アツミ ユウジロウ GRlab兵庫 兵庫県 15分26秒4 17 着

13 三宅 翔太 ミヤケ ショウタ 秦野市役所 神奈川県 15分29秒7 18 着

19 岡本 拓也 オカモト タクヤ 横浜市陸協 神奈川県 15分31秒0 19 着

39 田口 雅也 タグチ マサヤ 上尾市陸協 埼玉県 15分35秒0 20 着

34 細谷 祐二 ホソヤ ユウジ 利根陸上競技クラブ 群馬県 15分35秒7 21 着

8 沼田 泰希 ヌマタ ヤスキ 東京陸協 東京都 15分38秒1 22 着

37 牛坂 康洋 ウシザカ ヤスヒロ 千葉陸協 千葉県 15分39秒0 23 着

27 須崎 裕也 スザキ ユウヤ 川崎市役所 神奈川県 15分41秒0 24 着

6 瀬川 京祐 セガワ ケイスケ 横浜国立大学 埼玉県 15分41秒4 25 着

35 河野 陽一 コウノ ヨウイチ JP日本郵政グループ東京 東京都 15分42秒5 26 着

42 田村 翼 タムラ ツバサ 上尾市陸協 埼玉県 15分43秒6 27 着

4 渡辺 将悟 ワタナベ ショウゴ 東京陸協 東京都 15分47秒3 28 着

18 淵本 光 フチモト ヒカル NINE TOCHIGI TC 栃木県 15分51秒8 29 着

9 斎藤 俊平太 サイトウ シュンペイタ横浜市陸協 神奈川県 15分52秒2 30 着

33 川嶋 洋平 カワシマ ヨウヘイ 坂戸市陸協 埼玉県 16分00秒4 31 着

29 犬童 啓太 イヌドウ ケイタ 千曲市陸協 長野県 16分16秒0 32 着

36 小石原 燃 コイシハラ モユル 東京国際大学RC 埼玉県 16分33秒6 33 着

21 松本 翔 マツモト ショウ 日税ビジネス 東京都 DNF 着

23 坂上 佳也 サカガミ ヨシヤ 千葉陸協 千葉県 DNF 着

24 井下 裕貴 イノシタ ユウキ 川越市陸協 埼玉県 DNF 着

28 能見 隆弘 ノウミ タカヒロ NINE TOCHIGI TC 栃木県 DNF 着

43 野上 善弘 ノガミ ヨシヒロ NINE TOCHIGI TC 栃木県 DNF 着

7 一條 博海 イチジョウ ヒロウミ あぶくまAC 宮城県 DNS 着

16 布谷 基 ヌノヤ モトイ 岩手陸協 岩手県 DNS 着

17 大垣 秀介 オオガキ シュウスケ 東京陸協 東京都 DNS 着

26 有村 誠太朗 アリムラ セイタロウ 千葉陸協 千葉県 DNS 着

30 袴田 翔 ハカマタ ショウ 東京陸協 東京都 DNS 着

40 着

45 着

着順


