
2021年1月31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 1 佐藤 空神 サトウ クウガ 3分09秒

2 2 淺村 蒼士 アサムラ ソウシ 3分12秒

3 3 磯崎 蓮凌 イソザキ レンヤ 3分12秒

4 5 小森 心結 コモリ ミユ 3分18秒

5 4 杉山　龍太郎 スギヤマ リュウタロウ 3分22秒

6 6 佐藤 心結 サトウ ココナ 3分38秒

7 7 遠藤 優太 エンドウ ユウタ 3分45秒

8 8 淺村 奏太 アサムラ カナタ 3分46秒

9 11 岡本 成矢 オカモト セイヤ 4分01秒

10 10 小森 壱晴 コモリ イッセイ 4分06秒

11 12 大澤 悠利 オオサワ ユウリ 4分47秒

9 北尻 武 キタジリ タケル DNS

第５回　まるおカップ



2021年1月31日
於：舎人公園陸上競技場第５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 2 福島 広大 フクシマ コウダイ 10分08秒 1 4 佐藤 壮 サトウ タケシ 9分09秒

2 6 柿沼 直樹 カキヌマ ナオキ 10分17秒 2 3 小川 勝也 オガワ カツヤ 9分15秒

3 4 西澤 和俊 ニシザワ カズトシ 10分32秒 3 2 武藤 有亮 ムトウ ユウスケ 9分22秒

4 1 山崎 省吾 ヤマザキ ショウゴ 10分37秒 4 8 須田 由太 スダ ユウタ 9分37秒

5 20 星 慎太郎 ホシ シンタロウ 10分42秒 5 11 中西 央典 ナカニシ ヒサノリ 9分38秒

6 7 田畑 一 タバタ ハジム 10分44秒 6 7 望月 佐夢 モチヅキ サム 9分47秒

7 12 高橋 勇揮 タカハシ ユウキ 10分47秒 7 6 小畑 光城 オバタ ミツシロ 9分55秒

8 10 近藤 健介 コンドウ ケンスケ 10分56秒 8 10 弘埜 将伍 ヒロノ ショウゴ 9分58秒

9 3 和田 蒼生 ワダ アオイ 11分01秒 9 14 川口 峻史 カワグチ シュンジ 9分59秒

10 9 杉山 雫 スギヤマ シズク 11分02秒 10 12 石渡 響 イシワタ ヒビキ 9分59秒

11 11 足立 俊宏 アダチ トシヒロ 11分06秒 11 13 北條 孝樹 ホウジョウ コウキ 9分59秒

12 5 淺村 敢 アサムラ イサミ 11分42秒 12 16 熊谷 祐樹 クマガイ ユウキ 10分29秒

13 17 竹内 愛 タケウチ アイ 12分13秒 13 15 嶋田 耕士 シマダ コウジ 10分33秒

14 16 市川 圭一 イチカワ ケイイチ 12分31秒 1 野上 善弘 DNS

15 19 日和佐 智治 ヒワサ トモハル 12分38秒 5 中平 快人 DNS

8 清水 修 シミズ オサム DNS 9 吉田 知史 DNS

13 中光 和裕 ナカミツ カズヒロ DNS 17 土濃塚 渉 DNS

14 橋本 圭 ハシモト ケイ DNS

15 北尻 晃久 キタジリ テルヒサ DNS

18 岩崎 洋士 イワサキ ヒロシ DNS



2021年1月31日
於：舎人公園陸上競技場第５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 15 星 慎太郎 ホシ シンタロウ 18分59秒 1 7 吉田 直幸 ヨシダ ナオユキ 17分59秒

2 2 酒井 健行 サカイ タケユキ 19分08秒 2 18 北條 誠 ホウジョウ マコト 18分08秒

3 3 佐藤 忠男 サトウ タダオ 19分23秒 3 11 川﨑 泰弘 カワサキ ヤスヒロ 18分13秒

4 10 遠藤 武 エンドウ タケシ 19分50秒 4 2 友重 剛 トモシゲ タケシ 18分19秒

5 5 東山 雄次 ヒガシヤマ ユウジ 19分55秒 5 9 宮本 類 ミヤモト ルイ 18分28秒

6 9 小野寺 利絵 オノデラ リエ 19分57秒 6 5 岸本 浩樹 キシモト ヒロキ 18分28秒

7 21 仲 正明 ナカ マサアキ 19分58秒 7 10 幸本 裕司 コウモト ユウジ 18分32秒

8 6 小田中 隆二 オダナカ リュウジ 20分03秒 8 13 宮崎 靖大 ミヤザキ ヤスヒロ 18分34秒

9 8 富田 優作 トミタ ユウサク 20分12秒 9 14 西澤 和俊 ニシザワ カズトシ 18分35秒

10 13 日和佐 智治 ヒワサ トモハル 20分20秒 10 3 秋山 和彦 アキヤマ カズヒコ 18分36秒

11 4 中尾 直次 ナカオ ナオツグ 20分30秒 11 20 完倉 涼介 カンクラ リョウスケ 18分39秒

12 12 大塚 邦幸 オオツカ クニユキ 20分45秒 12 17 近藤 健介 コンドウ ケンスケ 18分41秒

13 17 鈴木 雅勝 スズキ マサカツ 21分10秒 13 26 関口 巧 セキグチ タクミ 18分44秒

14 19 完倉 秋喜 カンクラ アキヨシ 21分49秒 14 29 上岡 基洋 ウエオカ モトヒロ 18分44秒

15 14 市川 圭一 イチカワ ケイイチ 22分18秒 15 19 高嶋 大貴 タカシマ ダイキ 18分49秒

16 18 山内 かおり ヤマウチ カオリ 22分32秒 16 1 駒野 太一 コマノ タイチ 18分49秒

17 23 斉藤 美由紀 サイトウ ミユキ 22分55秒 17 21 萩野谷 賢太 ハギノヤ ケンタ 18分51秒

18 20 神谷 佐知子 カミヤ サチコ 22分56秒 18 31 新井 良和 アライ ヨシカズ 18分51秒

1 萩原 宏明 ハギワラ ヒロアキ DNS 19 4 内垣 正行 ウチガキ マサユキ 18分54秒

7 橋本 圭 ハシモト ケイ DNS 20 6 牧野 渡 マキノ ワタル 19分06秒

11 清水 修 シミズ オサム DNS 21 32 森田 純一郎 モリタ ジュンイチロウ 19分16秒

16 岩崎 洋士 イワサキ ヒロシ DNS 22 28 本多 剛 ホンダ タケシ 19分22秒

22 徳田 和美 トクダ カズミ DNS 23 30 西浜 悟史 ニシハマ サトシ 19分30秒

24 16 吉留 隆行 ヨシドメ タカユキ 19分32秒

25 23 村松 健 ムラマツ ケン 19分39秒

26 27 吉野 匠 ヨシノ タクミ 20分01秒

8 ドラウト アンドリュー ドラウト アンドリュー DNS

12 田中 佑磨 タナカ ユウマ DNS

15 コイル ニック コイル ニック DNS

22 早川 忠孝 ハヤカワ タダタカ DNS

24 鈴木 裕司 スズキ ユウジ DNS

25 吉田 欣司 ヨシダ キンジ DNS



2021年1月31日
於：舎人公園陸上競技場第５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 6 藤井 淳 フジイ ジュン 16分24秒 1 2 森 貴樹 モリ タカキ 15分12秒

2 3 市東 優弥 シトウ ユウヤ 16分25秒 2 1 伊藤 翔流 イトウ カケル 15分16秒

3 9 須田 由太 スダ ユウタ 16分35秒 3 4 石口 大地 イシグチ ダイチ 15分17秒

4 7 鈴木 英明 スズキ ヒデアキ 16分41秒 4 13 増田 勇太 マスダ ユウタ 15分32秒

5 10 ユック ハリソン ユック ハリソン 16分41秒 5 9 北村 尭之 キタムラ タカユキ 15分45秒

6 1 糸山 善行 イトヤマ ヨシユキ 16分42秒 6 14 ウィルバーフォース ガリ ウィルバーフォース ガリ 15分49秒

7 4 藤井 嵩仁 フジイナツミ シュウト 16分45秒 7 17 島田 仁 シマダ ジン 15分51秒

8 8 塩田 巧 シオダ タクミ 16分47秒 8 29 木村 凜人 キムラ リント 15分52秒

9 13 浪川 智弘 ナミカワ トモヒロ 16分56秒 9 23 穂苅 正太 ホカリ ショウタ 15分54秒

10 12 増田 修平 マスダ シュウヘイ 17分04秒 10 12 梶山 拓真 カジヤマ タクマ 15分54秒

11 14 金谷 優一 カナヤ ユウイチ 17分08秒 11 25 岩瀬 弘之 イワセ ヒロユキ 15分55秒

12 25 中山 良太 ナカヤマ リョウタ 17分10秒 12 30 堀内 翔太 ホリウチ ショウタ 15分56秒

13 18 佐藤 平 サトウ タイラ 17分10秒 13 27 奥村 健広 オクムラ タツヒロ 15分57秒

14 2 森嶋 瞬 モリシマ シュン 17分11秒 14 28 我妻 総 ワガツマ サトシ 15分57秒

15 21 島田 健太郎 シマダ ケンタロウ 17分16秒 15 10 田村 翼 タムラ ツバサ 16分04秒

16 11 鳴澤 麻音 ナルサワ アサト 17分17秒 16 21 緒方 甫哉 オガタ モトキ 16分10秒

17 5 堀口 大樹 ホリグチ ダイキ 17分19秒 17 33 上川 英一郎 カミカワ エイイチロウ 16分11秒

18 17 大家 英樹 オオヤ ヒデキ 17分36秒 18 16 宮澤 賢太 ミヤザワ ケンタ 16分14秒

19 22 岸 哲也 キシ テツヤ 17分43秒 19 26 告畑 航太 ツゲハタ コウタ 16分17秒

20 26 佐々木 厚太 ササキ コウタ 17分52秒 20 22 田島 祐介 タジマ ユウスケ 16分20秒

21 15 箱崎 怜 ハコザキ サトシ 17分57秒 21 31 萩原 祐介 ハギワラ ユウスケ 16分26秒

22 23 菊地 重樹 キクチ シゲキ 18分02秒 22 24 佐藤 匠 サトウ タクミ 16分46秒

23 24 御船 俊 ミフネ シュン 18分20秒 23 32 内田 創真 ウチダ ソウマ 17分08秒

24 20 和田 隆之介 ワダ リュウノスケ 18分26秒 3 才村 流成 サイムラ リュウセイ DNS

25 28 ポチロン ヨアン ポチロン ヨアン 18分28秒 5 加世田 雅之 カセダ マサユキ DNS

26 27 ジョハンセン ジェイ ジョハンセン ジェイ 18分32秒 6 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ DNS

16 西浦 巧 ニシウラ コウ DNS 7 斉藤 雄基 サイトウ ユウキ DNS

19 三橋 和弘 ミツハシ カズヒロ DNS 8 淵本 光 フチモト ヒカル DNS

29 安井 信之 ヤスイ ノブユキ DNS 11 外山 高広 トヤマ タカヒロ DNS

15 飯田 勇希 イイダ ユウキ DNS

18 鈴木 貴史 スズキ タカフミ DNS

20 野上 善弘 ノガミ ヨシヒロ DNS

31 美濃田 拓紀 ミノダ ヒロキ DNS


