
2020年10月18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 氏 名 カ ナ 記録

1 田村 翼 タムラ ツバサ 2分42秒

2 大原 青空 オオハラ ソラ 2分55秒

3 大橋 蓮太郎 オオハシ レンタロウ 3分11秒

4 三村 留加 ミツムラ ルカ 3分25秒

5 野口 夏音 ノグチ カノン 3分36秒

6 渡辺 莉央 ワタナベ リオ 3分45秒

7 西澤 芽生 ニシザワ イブキ 3分48秒

8 田村 陽香 タムラ ハルカ 3分52秒

9 高見 快 タカミ カイ 4分04秒

10 田村 友晴 タムラ トモハル 4分25秒

11 野口  叶太 ノグチ カナタ 4分26秒

12 亀井悠乃 カメイ ハルノ 5分05秒

第２回　まるおカップ



2020年10月18日
於：舎人公園陸上競技場第２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 氏 名 カ ナ 記録 順位 氏 名 カ ナ 記録

1 神田 尚彦 カンダ タカヒコ 11分34秒 1 石渡 響 イシワタ ヒビキ 9分46秒

2 東山 雄次 ヒガシヤマ ユウジ 11分36秒 2 半田 健二 ハンダ ケンジ 9分48秒

3 灰庭 祥太 ハイバ ショウタ 11分46秒 3 辻 将幸 ツジ マサユキ 9分50秒

4 古橋 由崇 フルハシ ヨシタカ 11分47秒 4 中西 央典 ナカニシ ヒサノリ 9分52秒

5 鈴木 雅勝 スズキ マサカツ 11分54秒 5 石井 浩行 イシイ ヒロユキ 9分56秒

6 小島 淳一 コジマ ジュンイチ 11分56秒 6 守屋 武史 モリヤ タケシ 10分05秒

7 市川 圭一 イチカワ ケイイチ 12分27秒 7 西澤 和俊 ニシザワ カズトシ 10分10秒

8 乙黒 隆志 オトグロ タカシ 12分29秒 8 三橋 和弘 ミツハシ カズヒロ 10分15秒

9 岩崎 洋士 イワサキ ヒロシ 12分38秒 9 田村 雅彦 タムラ マサヒコ 10分17秒

10 神谷 佐知子 カミヤ サチコ 13分16秒 10 甲元 辰雄 コウモト タツオ 10分18秒

11 本田 和久 ホンダ カズヒサ 13分50秒 11 山崎 由清 ヤマサキ ユウセイ 10分19秒

12 梁瀬 福淑 ヤナセ フクヨ 14分14秒 12 川西 宏幸 カワニシ ヒロユキ 10分19秒

13 亀井 理恵 カメイ ミチエ 16分56秒 13 葛本 貴史 クズモト タカシ 10分27秒

14 森永 敏史 モリナガ サトシ 16分58秒 14 鈴木 祐光 スズキ マサミツ 10分34秒

15 小知和 瑞葉 コチワ ミズハ 17分01秒 15 薄隅 直人 ウスズミ ナオト 10分36秒

16 海老原 聖也 エビハラ セイヤ 10分38秒

17 清水 琉之介 シミズ ルノスケ 10分41秒

18 松田 洋祐 マツダ ヨウスケ 10分43秒

19 御船 俊 ミフネ シュン 10分47秒

20 山下 浩希 ヤマシタ ヒロキ 10分52秒

21 田畑 一 タバタ ハジム 10分58秒

22 西澤 治希 ニシザワ ハルキ 10分59秒

23 村松 健 ムラマツ ケン 11分01秒

24 清水 修 シミズ オサム 11分03秒

25 中尾 直次 ナカオ ナオツグ 11分26秒

26 中村 真一 ナカムラ シンイチ 11分39秒

27 水沼 亜樹 ミズヌマ アキ 12分00秒



2020年10月18日
於：舎人公園陸上競技場第２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

　３組
順位 氏 名 カ ナ 記録

1 高波 慶次 タカナミ ケイジ 8分48秒

2 増田 勇太 マスダ ユウタ 8分51秒

3 武藤 有亮 ムトウ ユウスケ 9分03秒

4 田島 祐介 タジマ ユウスケ 9分05秒

5 高橋 陸人 タカハシ リクト 9分07秒

6 左近 実智隆 サコン ミチタカ 9分13秒

7 野田 英慈 ノダ エイジ 9分16秒

8 松田 和磨 マツダ カズマ 9分19秒

9 工藤 淳 クドウ ジュン 9分20秒

10 穂苅 正太 ホカリ ショウタ 9分22秒

11 木村 凜人 キムラ リント 9分27秒

12 西郷 孝一 サイゴウ タカヒト 9分33秒

13 藤井 嵩仁 フジイ シュウト 9分33秒

14 小畑 光城 オバタ ミツキ 9分38秒

15 堀越 羽矢斗 ホリコシ ハヤト 9分53秒



2020年10月18日
於：舎人公園陸上競技場第２回　まるおカップ

５０００ｍ
まるおカップ記録(GR) 15分16秒 樋熊 悠翔 第2回

　１組 　２組
順位 氏 名 カ ナ 記録 順位 氏 名 カ ナ 記録

1 徳山 和也 トクヤマ カズヤ 20分45秒 1 杉村 達矢 スギムラ タツヤ 17分57秒

2 角張 裕康 カクバリ ヒロヤス 20分52秒 2 石井 浩行 イシイ ヒロユキ 18分13秒

3 灰庭 祥太 ハイバ ショウタ 21分03秒 3 中野 椋太 ナカノ リョウタ 18分17秒

4 木村 直人 キムラ ナオト 21分04秒 4 遠田 雅志 エンダ マサシ 18分27秒

5 中北 敏賀 ナカキタ トシノリ 21分10秒 5 上村 洋介 カミムラ ヨウスケ 18分47秒

6 杉山 善文 スギヤマ ヨシフミ 21分16秒 6 松本 拓也 マツモト タクヤ 18分54秒

7 永山 忠義 ナガヤマ タダヨシ 21分27秒 7 戸根木 大輔 トネギ ダイスケ 18分54秒

8 小島 淳一 コジマ ジュンイチ 21分28秒 8 友重 剛 トモシゲ タケシ 18分58秒

9 池田 秀一 イケダ シュウイチ 22分17秒 9 井艸 啓 イグサ ケイ 19分04秒

10 岩崎 洋士 イワサキ ヒロシ 22分22秒 10 小知和 勇希 コチワ ユウキ 19分05秒

11 神谷 佐知子 カミヤ サチコ 23分25秒 11 福田 亮太 フクダ リョウタ 19分07秒

12 渕上 雅己 フチガミ マサミ 23分34秒 12 吉原 健 ヨシハラ タケシ 19分11秒

13 新村 芳人 ニイムラ ヨシヒト 23分46秒 13 黒澤 駿 クロサワ シュン 19分14秒

14 米澤 健治 ヨネザワ ケンジ 23分54秒 14 高村 涼一 タカムラ リョウイチ 19分18秒

15 村田 達教 ムラタ タツノリ 24分13秒 15 野本 大智 ノモト ダイチ 19分22秒

16 井上 与一 イノウエ ヨイチ 24分37秒 16 種村 渓太 タネムラ ケイタ 19分33秒

17 吉川 英樹 ヨシカワ ヒデキ 19分33秒

18 東山 雄次 ヒガシヤマ ユウジ 19分36秒

19 小林 健 コバヤシ ケン 19分36秒

20 黒川 優子 クロカワ ユウコ 19分37秒

21 橋本 誠紀 ハシモト マサノリ 19分49秒

22 関 靖之 セキ ヤスユキ 19分53秒

23 佐藤 真彦 サトウ マサヒコ 20分07秒

24 尾花 朋也 オバナ トモヤ 20分08秒

25 中村 宏幸 ナカムラ ヒロユキ 20分22秒

26 西島 宏 ニシジマ ヒロシ 20分27秒

27 東 陽介 ヒガシ ヨウスケ 20分37秒

28 中村 真一 ナカムラ シンイチ 20分48秒

29 庄司 雅博 ショウジ マサヒロ 20分51秒

30 酒井 健行 サカイ タケユキ 21分16秒



2020年10月18日
於：舎人公園陸上競技場第２回　まるおカップ

５０００ｍ
まるおカップ記録(GR) 15分16秒 樋熊 悠翔 第2回

　３組 　４組
順位 氏 名 カ ナ 記録 順位 氏 名 カ ナ 記録

1 萩原 祐介 ハギワラ ユウスケ 16分32秒 1 樋熊 悠翔 ヒグマ ハルト 15分16秒

2 田島 祐介 タジマ ユウスケ 16分42秒 2 市川 毅 イチカワ タケシ 15分27秒

3 藤井 将大 フジイ マサヒロ 16分51秒 3 飯田 勇希 イイダ ユウキ 15分28秒

4 駒野 太一 コマノタイチ 16分53秒 4 伊藤 幸太郎 イトウ コウタロウ 15分29秒

5 キタガワ タクヤ キタガワ タクヤ 16分58秒 5 内田 直希 ウチダ ナオキ 15分30秒

6 渡辺 公樹 ワタナベ コウキ 17分02秒 6 平林 樹 ヒラバヤシ タツキ 15分32秒

7 山多 慶彦 ヤマタ ヨシヒコ 17分15秒 7 増田 勇太 マスダ ユウタ 15分35秒

8 石田 常竹 イシダ ツネタケ 17分16秒 8 田波 大地 タナミ ダイチ 15分51秒

9 一宮 直人 イチミヤ ナオト 17分17秒 9 伊藤 育生 イトウ ヤスオ 15分58秒

10 小池 恭介 コイケ キョウスケ 17分18秒 10 佐藤 匠 サトウ タクミ 16分00秒

11 杉村 達矢 スギムラ タツヤ 17分24秒 11 太田 尚志 オオタ ナオ 16分01秒

12 仲村 仁孝 ナカムラ ヨシタカ 17分28秒 12 堀内 翔太 ホリウチ ショウタ 16分09秒

13 今井 純一 イマイ ジュンイチ 17分36秒 13 森永 敏史 モリナガ サトシ 16分13秒

14 甲元 辰雄 コウモト タツオ 17分52秒 14 岡田 卓磨 オカダ タクマ 16分17秒

15 福満 崇弘 フクミツ タカヒロ 18分00秒 15 山口 聡史 ヤマグチ サトシ 16分41秒

16 佐々木 厚太 ササキ コウタ 18分03秒 16 植松 裕基 ウエマツ ヒロキ 16分43秒

17 辻 将幸 ツジ マサユキ 18分04秒 17 中村 正吾 ナカムラ ショウゴ 16分46秒

18 八幡 優 ヤハタ スグル 18分07秒 18 山田 貴幸 ヤマダ タカユキ 16分47秒

19 石井 浩行 イシイ ヒロユキ 18分12秒 19 梅原 竜郎 ウメハラ タツロウ 16分48秒

20 鈴木 祐光 スズキ マサミツ 18分13秒 20 市東 優弥 シトウ ユウヤ 16分56秒

21 前山 雄弘 マエヤマ タカヒロ 18分18秒 21 渡部 慶太 ワタベケイタ 16分56秒

22 粕川 洋司 カスカワ ヨウジ 18分29秒 22 笠谷 駿介 カサヤ シュンスケ 16分57秒

23 鹿島 政洋 カシマ マサヒロ 18分35秒 23 中野 瑞己 ナカノ ミズキ 17分26秒

24 瀬川 淳一 セガワ ジュンイチ 18分36秒

25 桝田 廣宣 マスダ ヒロノブ 18分40秒

26 若林 奈々恵 ワカバヤシ ナナエ 18分48秒

27 下山田 英憲 シモヤマダ ヒデノリ 19分26秒


