
2020年11月15日
於：舎人公園陸上競技場

ジュニア １０００ｍ
まるおカップ記録(GR) 2分55秒 大原 青空 第2回

順位 No. 氏 名 カ ナ 記録

1 6 池田 侑生 イケダ ユウキ 3分18秒

2 4 小森 心結 コモリ ミユ 3分19秒

3 2 渡辺 莉央 ワタナベ リオ 3分50秒

4 9 高島 陽来 タカシマ ハルク 3分55秒

5 7 池田 成汰 イケダ セイタ 4分06秒

6 5 加藤 愛来 カトウ アイラ 4分08秒

7 3 宮崎 栄郷 ミヤザキ ヒデサト 4分51秒

8 高島 夕海 タカシマ ユウト DNS

第３回　まるおカップ



2020年11月15日
於：舎人公園陸上競技場第３回　まるおカップ

３０００ｍ
まるおカップ記録(GR) 8分48秒 高波 慶次 第2回

　１組 　２組
順位 No. 氏 名 カ ナ 記録 順位 No. 氏 名 カ ナ 記録

1 5 中光 和裕 ナカミツ カズヒロ 11分33秒 1 8 堀口 大樹 ホリグチ ダイキ 9分41秒

2 1 永山 忠義 ナガヤマ タダヨシ 11分44秒 2 22 北川 拓也 キタガワ タクヤ 9分49秒

3 3 岩崎 洋士 イワサキ ヒロシ 12分09秒 3 7 紺野 亘介 コンノ コウスケ 10分02秒

4 7 宮崎 長郷 ミヤザキ ナガサト 12分42秒 4 10 山多 慶彦 ヤマタ ヨシヒコ 10分08秒

5 6 神谷 佐知子 カミヤ サチコ 12分56秒 5 6 湯本 雅俊 ユモト マサトシ 10分10秒

6 8 西 桜子 ニシ ハナコ 16分00秒 6 1 西田 幸平 ニシダ コウヘイ 10分21秒

7 9 森永 敏史 モリナガ サトシ 16分00秒 7 12 澤田 真也 サワダ シンヤ 10分26秒

8 10 亀井 理恵 カメイ ミチエ 16分33秒 8 13 井野 寛司 イノ カンジ 10分26秒

2 三木 聰 ミキ サトシ DNS 9 11 西澤 和俊 ニシザワ カズトシ 10分29秒

10 2 片山 真人 カタヤマ マサト 10分44秒

11 14 鈴木 祐光 スズキ マサミツ 10分55秒

12 4 小川 允也 オガワ マサヤ 11分02秒

13 21 清水 修 シミズ オサム 11分05秒

14 16 村松 健 ムラマツ ケン 11分11秒

15 5 岩元 章二 イワモト ショウジ 11分18秒

16 19 北村 一誠 キタムラ カズモト 11分47秒

17 18 池田 真 イケダ マコト 12分25秒

3 静谷 智泰 シズヤ トモヤス DNS

9 小林 翔司 コバヤシ ショウジ DNS

15 田畑 一 タバタ ハジム DNS

17 請関 将伍 ウケゼキ ショウゴ DNS

20 棚沢 智広 タナザワ トモヒロ DNS

　３組
順位 No. 氏 名 カ ナ 記録

1 5 徳永 裕介 トクナガ ユウスケ 9分11秒

2 8 坪井 豪志 ツボイ ゴウシ 9分22秒

3 7 鈴木 大樹 スズキ ヒロキ 9分23秒

4 6 岡部 耕平 オカベ コウヘイ 9分28秒

5 3 門多 紀明 カドタ ノリアキ 9分31秒

6 13 中西 央典 ナカニシ ヒサノリ 9分40秒

7 11 半田 健二 ハンダ ケンジ 9分42秒

8 12 井上 康訓 イノウエ ヤスノリ 9分57秒

1 飯田 勇希 イイダ ユウキ DNS

2 布目 航 ヌノメ ワタル DNS

4 武藤 有亮 ムトウ ユウスケ DNS

9 川北 大喜 カワキタ ダイキ DNS

10 辻 将幸 ツジ マサユキ DNS



2020年11月15日
於：舎人公園陸上競技場第３回　まるおカップ

５０００ｍ
まるおカップ記録(GR) 14分52秒 児玉 雄介 第3回

　１組 　２組
順位 No. 氏 名 カ ナ 記録 順位 No. 氏 名 カ ナ 記録

1 10 吉田 欣司 ヨシダ キンジ 19分30秒 1 22 三好 健治 ミヨシ ケンジ 18分41秒

2 6 渡邉 翔 ワタナベ ショウ 19分53秒 2 3 宮崎 靖大 ミヤザキ ヤスヒロ 18分45秒

3 5 佐藤 忠男 サトウ タダオ 19分59秒 3 9 高橋 正徳 タカハシ マサノリ 18分48秒

4 2 山本 芳則 ヤマモト ヨシノリ 20分14秒 4 5 高橋 律己 タカハシ リツキ 18分49秒

5 3 東 陽介 ヒガシ ヨウスケ 20分18秒 5 1 森山 兼一 モリヤマ ケンイチ 18分49秒

6 7 髙橋 拓巳 タカハシ タクミ 20分41秒 6 2 福田 亮太 フクダ リョウタ 18分54秒

7 4 角張 裕康 カクバリ ヒロヤス 20分42秒 7 4 野本 大智 ノモト ダイチ 18分58秒

8 24 山本 憲徳 ヤマモト トミノリ 20分53秒 8 12 湯本 雅俊 ユモト マサトシ 19分06秒

9 13 津森 賢一郎 ツモリ ケンイチロウ 21分15秒 9 8 関 靖之 セキ ヤスユキ 19分14秒

10 14 鈴木 雅勝 スズキ マサカツ 21分17秒 10 6 飯塚 健太 イイヅカ ケンタ 19分15秒

11 9 森 正行 モリ マサユキ 21分29秒 11 31 里中 英二 サトナカ エイジ 19分22秒

12 11 魚返 慎也 オガエリ シンヤ 21分32秒 12 13 浦橋 信介 ウラハシ ノブスケ 19分23秒

13 12 岩崎 洋士 イワサキ ヒロシ 21分44秒 13 23 高嶋 大貴 タカシマ ダイキ 19分23秒

14 19 渕上 雅己 フチガミ マサミ 23分16秒 14 18 久保 則明 クボ ノリアキ 19分33秒

15 20 米澤 健治 ヨネザワ ケンジ 23分48秒 15 20 西島 宏 ニシジマ ヒロシ 19分35秒

16 17 神谷 佐知子 カミヤ サチコ 23分49秒 16 7 武田 亮平 タケダ リョウヘイ 19分39秒

17 22 藪木 章雅 ヤブキ アキマサ 24分06秒 17 11 小田中 隆二 オダナカ リュウジ 19分41秒

18 15 佐藤 真紀 サトウ マキ 24分28秒 18 29 大槻 知史 オオツキ サトシ 19分43秒

19 21 梁瀬 福淑 ヤナセ フクヨ 25分54秒 19 16 山田 史絵 ヤマダ シエ 19分46秒

1 宗光 和仁 ムネミツ カズヒト DNS 20 15 佐藤 真彦 サトウ マサヒコ 19分48秒

8 鶴賀 裕一 ツルガ ユウイチ DNS 21 19 加藤 賢 カトウ ケン 20分02秒

16 阿部 まり子 アベ マリコ DNS 22 25 齋藤 達也 サイトウ タツヤ 20分13秒

18 新村 芳人 ニイムラ ヨシヒト DNS 23 17 尾花 朋也 オバナ トモヤ 20分17秒

23 今井 肇 イマイ ハジメ DNS 24 21 古橋 由崇 フルハシ ヨシタカ 20分27秒

25 24 松井 輝雄 マツイ テルオ 20分34秒

10 酒井 健行 サカイ タケユキ DNS

14 堀井 里実 ホリイ サトミ DNS

26 井上 裕司 イノウエ ヒロシ DNS

27 山口 元 ヤマグチ ハジメ DNS

28 網野 裕隆 アミノ ヒロタカ DNS

30 榎本 広貴 DNS



2020年11月15日
於：舎人公園陸上競技場第３回　まるおカップ

５０００ｍ
まるおカップ記録(GR) 14分52秒 児玉 雄介 第3回

　３組 　４組
順位 No. 氏 名 カ ナ 記録 順位 No. 氏 名 カ ナ 記録

1 8 渡部 慶太 ワタナベ ケイタ 17分09秒 1 1 児玉 雄介 コダマ ユウスケ 14分52秒 NGR

2 1 北川 拓也 キタガワ タクヤ 17分11秒 2 3 松本 一希 マツモト カズキ 15分18秒

3 7 後藤 壱 ゴトウ ハジメ 17分15秒 3 5 増田 勇太 マスダ ユウタ 15分26秒

4 2 仲村 仁孝 ナカムラ ヨシタカ 17分19秒 4 8 伊藤 育生 イトウ ヤスオ 15分56秒

5 15 三橋 和弘 ミツハシ カズヒロ 17分25秒 5 11 堀内 翔太 ホリウチ ショウタ 15分58秒

6 4 塚田 健太郎 ツカダ ケンタロウ 17分26秒 6 10 浜田 裕介 ハマダ ユウスケ 15分59秒

7 16 柏原 崇人 カシワバラ タカヒト 17分33秒 7 7 門多 紀明 カドタ ノリアキ 16分06秒

8 22 阿部 快士 アベ カイシ 17分36秒 8 20 市東 優弥 シトウ ユウヤ 16分10秒

9 13 佐野 匡謙 サノ マサノリ 17分37秒 9 17 増田 雄樹 マスダ ユウキ 16分17秒

10 6 菊地 重樹 キクチ シゲキ 17分39秒 10 6 加藤 岳志 カトウ タケシ 16分19秒

11 11 半田 健二 ハンダ ケンジ 17分40秒 11 18 丸山 紘大 マルヤマ コウダイ 16分20秒

12 10 篠原 聡 シノハラ サトシ 17分41秒 12 15 成田 力 ナリタ チカラ 16分22秒

13 12 小林 翔司 コバヤシ ショウジ 17分43秒 13 12 岡田 卓磨 オカダ タクマ 16分36秒

14 20 佐々木 厚太 ササキ コウタ 17分47秒 14 28 島田 健太郎 シマダ ケンタロウ 16分41秒

15 30 駒野 太一 コマノ タイチ 18分01秒 15 19 藤井 嵩仁 フジイ シュウト 16分43秒

16 3 中野 瑞己 ナカノ ミズキ 18分03秒 16 9 西片 優二 ニシカタ ユウジ 16分44秒

17 29 北條 誠 ホウジョウ マコト 18分05秒 17 23 梅原 竜郎 ウメハラ タツロウ 16分45秒

18 26 御船 俊 ミフネ シュン 18分09秒 18 13 森永 敏史 モリナガ サトシ 16分49秒

19 19 鈴木 祐光 スズキ マサミツ 18分11秒 19 21 山田 優斗 ヤマダ ユウト 16分57秒

20 14 町田 達彦 マチダ タツヒコ 18分13秒 20 32 勝股 翼 カツマタ ツバサ 17分00秒

21 23 脇 挙 ワキ アグル 18分16秒 21 25 笠谷 駿介 カサヤ シュンスケ 17分05秒

22 21 柳澤 仁弥 ヤナギサワ ジンヤ 18分17秒 22 26 箱崎 怜 ハコザキ サトシ 17分10秒

23 27 柿沼 久代 カキヌマ ヒサヨ 18分25秒 23 24 窪田 俊郎 クボタ トシロウ 17分10秒

24 17 中野 椋太 ナカノ リョウタ 18分33秒 24 31 畠山 康平 ハタケヤマ コウヘイ 17分15秒

25 18 金丸 優一 カナマル ユウイチ 18分36秒 25 27 小池 恭介 コイケ キョウスケ 17分22秒

26 31 山下 浩希 ヤマシタ ヒロキ 18分37秒 26 29 太田 勇気 オオタ ユウキ 17分53秒

27 25 渡邉 学 ワタナベ マナブ 18分41秒 2 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ DNS

28 35 吉野 匠 ヨシノ タクミ 18分48秒 4 布谷 基 ヌノヤ モトイ DNS

29 28 上村 洋介 カミムラ ヨウスケ 18分54秒 14 五木田 駿 ゴキタ シュン DNS

30 32 桝田 廣宣 マスダ ヒロノブ 18分58秒 16 田島 祐介 タジマ ユウスケ DNS

5 石井 浩行 イシイ ヒロユキ DNS 22 石松 史源 イシマツ ジゲン DNS

9 中條 誉喬 チュウジョウ ヨシタカ DNS

24 神長 忠信 カミナガ タダノブ DNS

33 石川 修一 イシカワ シュウイチ DNS

36 渡辺 公樹 ワタナベ コウキ DNS


