
2021年4月24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54秒 曽我 陸斗 第8回

順位 No. 氏 名 カ ナ 記録

1 3 曽我 陸斗 ソガ リクト 2分54秒 NGR

2 2 清水 琉之介 シミズ リュウノスケ 2分58秒

3 4 村山 優以 ムラヤマ ユイ 3分40秒

1 若田 大尚 ワカタ ヒロタカ DNS

5 渡邉 心彩 ワタナベ ミサ DNS

第８回　まるおカップ



2021年4月24日
於：舎人公園陸上競技場第８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 西澤 和俊 ニシザワ カズトシ 10分11秒 1 3 丸岡 響 マルオカ ヒビク 8分52秒

2 5 酒井 和輝 サカイ カズキ 10分29秒 2 2 尾崎 弘和 オサキ ヒロカズ 8分56秒

3 6 下平 麿利子 シモダイラ マリコ 10分39秒 3 6 岡田 拓己 オカダ タクミ 9分05秒

4 11 福島 拓治 フクシマ タクジ 10分50秒 4 4 麻田 悠馬 アサダ ユウマ 9分10秒

5 3 村松 健 ムラマツ ケン 10分56秒 5 1 入江 龍成 イリエ リュウセイ 9分13秒

6 2 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ 11分05秒 6 7 増田 雄樹 マスダ ユウキ 9分26秒

7 9 稲毛 日菜子 イナゲ ヒナコ 11分16秒 7 15 佐々木 俊治 ササキ シュンジ 9分41秒

8 16 高橋 裕次郎 タカハシ ユウジロウ 11分25秒 8 9 田島 祐介 タジマ ユウスケ 9分44秒

9 12 原田 有毅 ハラダ ユウキ 11分25秒 9 19 福島 広大 フクシマ コウダイ 9分45秒

10 10 北尻 晃久 キタジリ テルヒサ 11分34秒 10 11 水落 徳哲 ミズオチ ノリアキ 9分48秒

11 7 橋本 誠紀 ハシモト マサノリ 11分35秒 11 10 小田切 大城 オタギリ ダイキ 9分53秒

12 8 佐藤 健 サトウ タケシ 11分37秒 12 16 土濃塚 渉 トノヅカ ワタル 9分58秒

13 4 善見 聖子 ヨシミ セイコ 11分41秒 13 14 北川 悟 キタガワ サトル 10分02秒

14 15 種田 達也 タネダ タツヤ 11分44秒 14 13 笠谷 駿介 カサヤ シュンスケ 10分03秒

15 14 本田 牧子 ホンダ マキコ 12分10秒 15 20 山崎 省吾 ヤマザキ ショウゴ 10分20秒

16 20 高橋 奏太 タカハシ ソウタ 12分30秒 16 18 高倉 晃治 タカクラ コウジ 10分31秒

17 19 邨山 敏康 ムラヤマ トシヤス 12分36秒 17 17 千葉 義弘 チバ ヨシヒロ 10分33秒

18 17 吉村 明 ヨシムラ アキラ 12分47秒 5 佐藤 壮 サトウ タケシ DNS

13 山口 昇太 ヤマグチ ショウタ DNS 8 政田 勇輝 マサダ ユウキ DNS

18 石川 美貴子 イシカワ ミキコ DNS 12 小松 雄大 コマツ ユウダイ DNS

21 松本 修二 マツモト シュウジ DNS



2021年4月24日
於：舎人公園陸上競技場第８回　まるおカップ

５０００ｍ
まるおカップ記録(GR) 14分38秒 小川 真誉 第8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 村上 時弘 ムラカミ トキヒロ 19分45秒 1 18 吉原 愛弥 ヨシハラ マナヤ 17分39秒

2 7 葛山 秀敏 カツラヤマ ヒデトシ 19分49秒 2 12 指田 雅徳 サシダ マサノリ 17分53秒

3 8 駒野 晴陽 コマノ ハルヒ 19分51秒 3 2 西澤 和俊 ニシザワ カズトシ 18分08秒

4 5 廣石 譲治 ヒロイシ ジョウジ 19分51秒 4 17 武田 哲治 タケダ テツジ 18分09秒

5 2 小田中 隆二 オダナカ リュウジ 20分01秒 5 10 永山 忠義 ナガヤマ タダヨシ 18分14秒

6 4 並河 昌宜 ナミカワ マサノリ 20分06秒 6 15 阿部 礼 アベ レイ 18分19秒

7 3 佐々木 勲 ササキ イサオ 20分10秒 7 3 三俣 啓次 ミツマタ ケイジ 18分19秒

8 6 中澤 知之 ナカザワ トモユキ 20分15秒 8 7 中野 昌則 ナカノ マサノリ 18分35秒

9 18 魚返 慎也 オガエリ シンヤ 20分30秒 9 6 萩野谷 賢太 ハギノヤ ケンタ 18分36秒

10 16 山田 史絵 ヤマダ シエ 20分40秒 10 5 松本 真 マツモト マコト 18分37秒

11 10 大塚 邦幸 オオツカ クニユキ 20分47秒 11 4 小笠原 信 オガサワラ マコト 18分38秒

12 11 清水 孝行 シミズ タカユキ 20分57秒 12 1 高橋 勇揮 タカハシ ユウキ 18分44秒

13 17 磯崎 学 イソザキ マナブ 21分04秒 13 8 山本 芳則 ヤマモト ヨシノリ 18分49秒

14 15 下平 中 シモダイラ アタル 21分18秒 14 20 牧之瀬 修 マキノセ オサム 18分54秒

15 9 杉浦 秀治 スギウラ ヒデハル 21分27秒 15 19 谷口 智哉 タニグチ トシヤ 19分00秒

16 27 清水 友美 シミズ トモミ 21分34秒 ★ 16 11 井艸 啓 イグサ ケイ 19分02秒

17 14 森 正行 モリ マサユキ 22分13秒 17 27 内野 裕之 ウチノ ヒロユキ 19分11秒

18 30 まるお社長 マルオ 22分32秒 ★ 18 25 吉田 欣司 ヨシダ キンジ 19分15秒

19 19 清水 隆博 シミズ タカヒロ 22分33秒 19 24 東山 雄次 ヒガシヤマ ユウジ 19分22秒

20 22 高田 勝広 タカダ カツヒロ 23分05秒 20 13 藤木 真 フジキ マコト 19分28秒

21 29 西山 優子 ニシヤマ ユウコ 23分13秒 ★ 21 22 萩原 宏明 ハギワラ ヒロアキ 19分32秒

22 21 完倉 秋喜 カンクラ アキヨシ 23分26秒 22 14 松井 輝雄 マツイ テルオ 19分42秒

23 26 田原 美江 タハラ ヨシエ 24分03秒 ★ 16 佐藤 健 サトウ タケシ DNF

24 25 元木 満恵 モトキ ミツエ 24分15秒 ★ 21 水沼 亜樹 ミズヌマ アキ DNF

25 24 大木 明美 オオキ アケミ 24分16秒 ★ 26 石井 俊太 イシイ シュンタ DNF

26 28 小坂 由紀 コサカ ユキ 26分11秒 ★ 9 早川 忠孝 ハヤカワ タダタカ DNS

27 23 齊藤 久子 サイトウ ヒサコ 27分09秒 ★ 23 嶋崎 由恵 シマザキ ヨシエ DNS

20 池田 秀一 イケダ シュウイチ DNF

12 林 ゆかり ハヤシ ユカリ DNS

13 伊藤 直久 イトウ ナオヒサ DNS

★まるおウィメンズラン



2021年4月24日
於：舎人公園陸上競技場第８回　まるおカップ

５０００ｍ
まるおカップ記録(GR) 14分38秒 小川 真誉 第8回

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

1 1 柿沼 直樹 カキヌマ ナオキ 16分46秒 1 3 小川 真誉 オガワ マヨ 14分38秒 NGR

2 4 藤代 大輝 フジシロ ダイキ 16分50秒 2 28 藤本 能有 フジモト ノア 15分06秒

3 3 後藤 壱 ゴトウ ハジメ 17分18秒 3 30 横内 悠 ヨコウチ ユウ 15分14秒

4 17 村上 剛司 ムラカミ タケシ 17分19秒 4 4 飯田 勇希 イイダ ユウキ 15分51秒

5 11 増田 翔 マスダ ショウ 17分21秒 5 13 伊藤 育生 イトウ ヤスオ 16分01秒

6 9 加茂 道敬 カモ ミチタカ 17分24秒 6 6 増田 雄樹 マスダ ユウキ 16分02秒

7 6 織田 詞久 オダ ノリヒサ 17分47秒 7 12 桑原 大樹 クワハラ ダイキ 16分03秒

8 13 菅原 伸明 スガワラ ノブアキ 17分56秒 8 10 保土田 巧 ホドダ タクミ 16分14秒

9 5 田島 祐介 タジマ ユウスケ 18分08秒 9 25 宮本 健矢 ミヤモト ケンヤ 16分16秒

10 12 菊地 重樹 キクチ シゲキ 18分12秒 10 19 植松 裕基 ウエマツ ヒロキ 16分17秒

11 15 村上 晃央 ムラカミ テルオ 18分13秒 11 22 斉藤 優大 サイトウ ユウダイ 16分24秒

12 18 駒野 太一 コマノ タイチ 18分14秒 12 8 堀内 翔太 ホリウチ ショウタ 16分27秒

13 20 友重 剛 トモシゲ タケシ 18分20秒 13 24 佐藤 直人 サトウ ナオト 16分28秒

14 26 永井 元気 ナガイ モトキ 18分26秒 14 11 広井 海人 ヒロイ カイト 16分28秒

15 30 鈴木 俊祐 スズキ シュンスケ 18分29秒 15 26 徳原 健太郎 トクハラ ケンタロウ 16分34秒

16 19 田村 雅彦 タムラ マサヒコ 18分34秒 16 21 鈴木 英明 スズキ ヒデアキ 16分42秒

17 24 広瀬 和也 ヒロセ カズヤ 18分46秒 17 14 成田 力 ナリタ チカラ 16分42秒

18 7 川村 一樹 カワムラ カズキ 18分48秒 18 18 阿部 祐樹 アベ ユウキ 16分43秒

19 28 田中 佑磨 タナカ ユウマ 19分03秒 19 7 茅根 史哉 チノネ フミヤ 16分58秒

20 14 一宮 直人 イチミヤ ナオト 19分55秒 20 5 山田 優斗 ヤマダ ユウト 17分02秒

16 和田 虹大 ワダ コウダイ DNF 21 27 灰谷 知純 ハイタニ トモスミ 17分08秒

22 山内 優 ヤマウチ スグル DNF 22 23 鳥居 恒太 トリイ コウタ 17分27秒

2 島田 健太郎 シマダ ケンタロウ DNS 23 29 佐圓 拓也 サエン タクヤ 17分41秒

8 中條 誉喬 チュウジョウ ヨシタカ DNS 1 武藤 有亮 ムトウ ユウスケ DNF

10 佐々木 厚太 ササキ コウタ DNS 9 牛込 健吾 ウシゴメ ケンゴ DNF

21 高嶋 大貴 タカシマ ダイキ DNS 16 森永 敏史 モリナガ サトシ DNF

23 宮村 裕紀 ミヤムラ ユウキ DNS 2 清原 和博 キヨハラ カズヒロ DNS

25 岸本 浩樹 キシモト ヒロキ DNS 15 萩原 祐介 ハギワラ ユウスケ DNS

27 渡邉 学 ワタナベ マナブ DNS 17 五木田 駿 ゴキタ シュン DNS

29 小松 靖史 コマツ ヤスシ DNS 20 糸山 善行 イトヤマ ヨシユキ DNS


