
2020年12月27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 2 渡辺  莉央 ワタナベ リオ 3分46秒

2 1 高村  大和 タカムラ ヤマト 4分04秒

3 杉山  龍太郎 スギヤマ リユウタロウ DNS

4 佐藤  空神 サトウ クウガ DNS

5 佐藤  心結 サトウ ココナ DNS

第４回　まるおカップ



2020年12月27日
於：舎人公園陸上競技場第４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 1 吉田 雅之 ヨシダ マサユキ 11分42秒 1 20 三浦 たくや ミウラ タクヤ 9分05秒

2 2 並河 昌宜 ナミカワ マサノリ 11分49秒 2 13 川北 大喜 カワキタ ダイキ 9分07秒

3 5 山口 元 ヤマグチ ハジメ 11分55秒 3 3 小川 悠太郎 オガワ ユウタロウ 9分11秒

4 3 岩崎 洋士 イワサキ ヒロシ 12分08秒 4 2 牧野 巧 マキノ タクミ 9分12秒

5 4 黒部 健 クロベ ケン 12分13秒 5 4 増田 雄樹 マスダ ユウキ 9分20秒

6 6 市川 博明 イチカワ ヒロアキ 12分20秒 6 5 市東 優弥 シトウ ユウヤ 9分21秒

7 11 剣持 亮 ケンモチ リョウ 14分23秒 7 6 藤井 嵩仁 フジイ シュウト 9分26秒

8 7 林 宏 ハヤシ ヒロシ 15分24秒 8 12 勝股 翼 カツマタ ツバサ 9分33秒

9 10 亀井 理恵 カメイ ミチエ 15分27秒 9 10 藤巻 啓太朗 フジマキ ケイタロウ 9分34秒

10 8 森永 敏史 モリナガ サトシ 15分27秒 10 1 徳永 裕介 トクナガ ユウスケ 9分36秒

11 9 宮西 淳 ミヤニシ ジュン 15分43秒 11 8 中西 央典 ナカニシ ヒサノリ 9分38秒

12 9 三浦 翔太 ミウラ ショウタ 9分47秒

13 7 堀口 大樹 ホリグチ ダイキ 9分53秒

14 15 形部 旭 カタベ アサヒ 9分58秒

15 11 伊藤 幸一 イトウ コウイチ 10分00秒

16 16 西澤 和俊 ニシザワ カズトシ 10分23秒

17 17 鈴木 祐光 スズキ マサミツ 10分51秒

14 榊原 大樹 サカキバラ ヒロキ DNS

18 前原 和紀 マエハラ カズキ DNS

19 福田 亮太 フクダ リョウタ DNS



2020年12月27日
於：舎人公園陸上競技場第４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 16 小田中 隆二 オダナカ リュウジ 19分57秒 1 1 高橋 勇揮 タカハシ ユウキ 18分19秒

2 3 北村 一誠 キタムラ カズモト 20分16秒 2 10 田中 佑磨 タナカ ユウマ 18分21秒

3 8 松浦 由典 マツウラ ヨシノリ 20分39秒 3 2 山内 優 ヤマウチ スグル 18分24秒

4 6 中村 宏幸 ナカムラ ヒロユキ 20分41秒 4 11 西澤 和俊 ニシザワ カズトシ 18分26秒

5 17 仲 正明 ナカ マサアキ 20分42秒 5 4 黒澤 駿 クロサワ シュン 18分30秒

6 4 山野 浩 ヤマノ ヒロシ 20分47秒 6 5 高嶋 大貴 タカシマ ダイキ 18分30秒

7 9 鈴木 雅勝 スズキ マサカツ 21分06秒 7 3 関口 巧 セキグチ タクミ 18分56秒

8 7 岩崎 洋士 イワサキ ヒロシ 21分20秒 8 12 本多 剛 ホンダ タケシ 19分07秒

9 2 角張 裕康 カクバリ ヒロヤス 21分37秒 9 6 高村 涼一 タカムラ リョウイチ 19分09秒

10 11 本田 和久 ホンダ カズヒサ 22分46秒 10 7 武田 亮平 タケダ リョウヘイ 19分12秒

11 14 細見 勉 ホソミ ツトム 23分05秒 11 16 藤野 浩一郎 フジノ コウイチロウ 19分13秒

12 15 杉山 正雄 スギヤマ マサオ 23分10秒 12 13 萩原 宏明 ハギワラ ヒロアキ 19分32秒

13 13 米澤 健治 ヨネザワ ケンジ 23分14秒 13 19 山本 芳則 ヤマモト ヨシノリ 19分34秒

14 12 藪木 章雅 ヤブキ アキマサ 23分34秒 14 18 佐藤 忠男 サトウ タダオ 19分36秒

1 原田 紀人 ハラダ ノリト DNS 15 15 山岸 大晃 ヤマギシ ヒロアキ 19分39秒

5 北澤 隆幸 キタザワ タカユキ DNS 16 8 山田 史絵 ヤマダ シエ 19分40秒

10 渕上 雅己 フチガミ マサミ DNS 17 22 下山田 英憲 シモヤマダ ヒデノリ 20分17秒

18 20 大塚 邦幸 オオツカ クニユキ 20分21秒

9 吉田 欣司 ヨシダ キンジ DNS

14 坂本 和巳 サカモト カズミ DNS

17 小倉 十三雄 オグラ トミオ DNS

21 加藤 賢 カトウ ケン DNS

23 永山 忠義 ナガヤマ タダヨシ DNS



2020年12月27日
於：舎人公園陸上競技場第４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 12 河原 大基 カワハラ ダイキ 16分39秒 1 18 山田 泰生 ヤマダ ヒロキ 14分53秒

2 4 冨樫 主将 トガシ カズマサ 16分42秒 2 1 岡部 翔真 オカベ ショウマ 15分15秒

3 10 渡辺 公樹 ワタナベ コウキ 16分55秒 3 2 細川 奈於 ホソカワ ナオ 15分38秒

4 3 竹村 渉 タケムラ ワタル 16分57秒 4 7 相川 拓真 アイカワ タクマ 15分40秒

5 5 金子 貴英 カネコ タカヒデ 16分59秒 5 5 田島 祐介 タジマ ユウスケ 16分06秒

6 13 定本 浩司 サダモト コウジ 17分00秒 6 8 堀内 翔太 ホリウチ ショウタ 16分07秒

7 2 佐藤 平 サトウ タイラ 17分04秒 7 6 増田 雄樹 マスダ ユウキ 16分08秒

8 9 後藤 壱 ゴトウ ハジメ 17分04秒 8 4 武藤 有亮 ムトウ ユウスケ 16分09秒

9 7 三橋 和弘 ミツハシ カズヒロ 17分10秒 9 11 告畑 航太 ツゲハタ コウタ 16分11秒

10 11 一宮 直人 イチミヤ ナオト 17分15秒 10 10 森永 敏史 モリナガ サトシ 16分11秒

11 6 笠谷 駿介 カサヤ シュンスケ 17分28秒 11 12 成田 力 ナリタ チカラ 16分13秒

12 14 菊地 重樹 キクチ シゲキ 17分30秒 12 17 阿部 祐樹 アベ ユウキ 16分47秒

13 1 田中 和大 タナカ カズヒロ 17分35秒 13 9 藤井 淳 フジイ ジュン 16分49秒

14 15 宮西 淳 ミヤニシ ジュン 17分36秒 14 14 枝吉 太郎 エダヨシ タロウ 16分55秒

15 17 前山 雄弘 マエヤマ タカヒロ 17分40秒 3 島田 仁 シマダ ジン DNS

16 22 御船 俊 ミフネ シュン 17分44秒 13 梅原 翔太 ウメハラ ショウタ DNS

17 23 北條 誠 ホウジョウ マコト 18分00秒 15 渡邉 空斗 ワタナベ ソラト DNS

18 16 駒野 太一 コマノ タイチ 18分14秒 16 西浦 巧 ニシウラ コウ DNS

19 19 鈴木 祐光 スズキ マサミツ 18分24秒

20 25 宮崎 靖大 ミヤザキ ヤスヒロ 18分32秒

21 18 内垣 正行 ウチガキ マサユキ 18分44秒

22 21 山下 浩希 ヤマシタ ヒロキ 18分47秒

23 26 早川 忠孝 ハヤカワ タダタカ 19分33秒

8 所 勇太 トコロ ユウタ DNS

20 浅倉 和史 アサクラ カズフミ DNS

24 廣瀬 誠 ヒロセ マコト DNS


