
2021年5月16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 1 杉山 龍太郎 スギヤマ リュウタロウ 3分15秒

第９回　まるおカップ



2021年5月16日
於：舎人公園陸上競技場第９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 内田 知希 ウチダ トモキ 9分48秒 1 2 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ 8分58秒

2 2 灰谷 知純 ハイタニ トモスミ 9分54秒 2 3 飯田 康平 イイダ コウヘイ 9分03秒

3 3 菅原 伸明 スガワラ ノブアキ 10分11秒 3 7 麻田 悠馬 アサダ ユウマ 9分13秒

4 5 西澤 和俊 ニシザワ カズトシ 10分21秒 4 5 藤井 淳 フジイ ジュン 9分14秒

5 8 清水 陽一 シミズ ヨウイチ 10分24秒 5 4 岡田 拓己 オカダ タクミ 9分20秒

6 10 下平 麿利子 シモダイラ マリコ 10分25秒 6 12 河合 勇樹 カワイ ユウキ 9分22秒

7 9 永井 元気 ナガイ モトキ 10分30秒 7 11 大橋 陽 オオハシ ヨウ 9分22秒

8 7 宮古 輝 ミヤコ テル 10分35秒 8 18 新開 嶺 シンカイ レイ 9分27秒

9 11 小松崎 健太 コマツザキ ケンタ 11分07秒 9 14 坂本 達哉 サカモト タツヤ 9分31秒

10 12 吉野 匠 ヨシノ タクミ 11分12秒 10 16 阿部 祐樹 アベ ユウキ 9分39秒

11 6 村松 健 ムラマツ ケン 11分23秒 11 8 茅根 史哉 チノネ フミヤ 9分40秒

12 15 森川 尚彦 モリカワ マサヒコ 11分36秒 12 9 毛利 拓真 モウリ タクマ 9分51秒

13 14 米崎 祐一 ヨネザキ ユウイチ 12分52秒 13 13 福島 広大 フクシマ コウダイ 9分55秒

4 浅井 康平 アサイ コウヘイ DNS 14 20 小田切 大城 オタギリ ダイキ 10分00秒

13 中光 和裕 ナカミツ カズヒロ DNS 1 伊藤 翔流 イトウ カケル DNS

6 武藤 有亮 ムトウ ユウスケ DNS

10 告畑 航太 ツゲハタ コウタ DNS

15 柿沼 直樹 カキヌマ ナオキ DNS

17 小畑 光城 オバタ ミツシロ DNS

19 田島 祐介 タジマ ユウスケ DNS



2021年5月16日
於：舎人公園陸上競技場第９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 3 東山 雄次 ヒガシヤマ ユウジ 19分11秒 1 3 渡邉 学 ワタナベ マナブ 18分08秒

2 4 廣石 譲治 ヒロイシ ジョウジ 19分17秒 2 10 高橋 勇揮 タカハシ ユウキ 18分30秒

3 1 村上 時弘 ムラカミ トキヒロ 19分42秒 3 1 宮崎 靖大 ミヤザキ ヤスヒロ 18分35秒

4 7 種田 達也 タネダ タツヤ 19分53秒 4 9 萩野谷 賢太 ハギノヤ ケンタ 18分40秒

5 5 東 陽介 ヒガシ ヨウスケ 19分53秒 5 11 大湯 忠彦 オオユ タダヒコ 18分47秒

6 9 石黒 康次郎 イシグロ コウジロウ 20分06秒 6 5 永井 元気 ナガイ モトキ 18分48秒

7 10 下山田 英憲 シモヤマダ ヒデノリ 21分03秒 7 20 吉田 欣司 ヨシダ キンジ 18分57秒

8 12 清水 友美 シミズ トモミ 21分20秒 8 16 吉留 隆行 ヨシドメ タカユキ 18分58秒

9 11 下平 中 シモダイラ アタル 21分34秒 9 2 広瀬 和也 ヒロセ カズヤ 19分01秒

10 14 杉浦 秀治 スギウラ ヒデハル 21分50秒 10 14 高村 涼一 タカムラ リョウイチ 19分11秒

11 15 飯塚 隆 イイヅカ タカシ 22分07秒 11 17 吉野 匠 ヨシノ タクミ 19分12秒

12 17 青野 泉 アオノ イズミ 22分22秒 12 4 浅利 知宏 アサリ トモヒロ 19分15秒

13 16 松本 孝一 マツモト コウイチ 22分23秒 13 12 藤木 真 フジキ マコト 19分17秒

14 18 小永井 大介 コナガイ ダイスケ 22分25秒 14 15 松井 輝雄 マツイ テルオ 19分41秒

15 19 完倉 秋喜 カンクラ アキヨシ 22分59秒 6 黒澤 駿 クロサワ シュン DNS

16 13 鈴木 雅勝 スズキ マサカツ 23分18秒 7 小笠原 信 オガサワラ マコト DNS

17 20 齊藤 久子 サイトウ ヒサコ 27分09秒 8 山本 芳則 ヤマモト ヨシノリ DNS

2 駒野 晴陽 コマノ ハルヒ DNS 13 谷口 智哉 タニグチ トシヤ DNS

6 小田中 隆二 オダナカ リュウジ DNS 18 高橋 正徳 タカハシ マサノリ DNS

8 水口 直樹 ミズグチ ナオキ DNS 19 萩原 宏明 ハギワラ ヒロアキ DNS



2021年5月16日
於：舎人公園陸上競技場第９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 5 田島 将人 タジマ マサト 16分44秒 1 3 藤本 能有 フジモト ノア 14分54秒

2 13 灰谷 知純 ハイタニ トモスミ 16分55秒 2 19 伊藤 翔流 イトウ カケル 15分12秒

3 1 鳥居 恒太 トリイ コウタ 16分55秒 3 5 内田 拓希 ウチダ ヒロキ 15分17秒

4 4 西田 幸平 ニシダ コウヘイ 16分58秒 4 2 丸山 開陸 マルヤマ カイリ 15分29秒

5 3 野村 高弘 ノムラ タカヒロ 16分59秒 5 8 伊藤 育生 イトウ ヤスオ 15分51秒

6 2 金子 貴英 カネコ タカヒデ 17分13秒 6 11 加藤 可己 カトウ ヨシキ 16分14秒

7 10 後藤 公秀 ゴトウ キミヒデ 17分18秒 7 15 植松 裕基 ウエマツ ヒロキ 16分15秒

8 6 島田 健太郎 シマダ ケンタロウ 17分22秒 8 13 堀内 翔太 ホリウチ ショウタ 16分19秒

9 16 大場 達也 オオバ タツヤ 17分37秒 9 12 成田 力 ナリタ チカラ 16分20秒

10 15 立川 大輝 タチカワ ダイキ 17分43秒 10 16 徳原 健太郎 トクハラ ケンタロウ 16分22秒

11 12 山多 慶彦 ヤマタ ヨシヒコ 17分46秒 11 18 浅野 学 アサノ マナブ 16分27秒

12 7 篠田 忠孝 シノダ タダタカ 17分48秒 12 7 慶野 美典 ケイノ ミノリ 16分27秒

13 22 國枝 洸希 クニエダ ヒロキ 17分53秒 13 14 新井 龍 アライ リョウ 16分32秒

14 11 仲村 仁孝 ナカムラ ヨシタカ 17分58秒 14 10 岡田 拓己 オカダ タクミ 16分41秒

15 18 三俣 啓次 ミツマタ ケイジ 17分58秒 4 濱崎 成平 ハマサキ ナルヘイ DNF

16 26 西澤 和俊 ニシザワ カズトシ 18分02秒 9 髙野 拓海 タカノ タクミ DNF

17 23 下平 麿利子 シモダイラ マリコ 18分02秒 17 眞坂 哲平 マサカ テッペイ DNF

18 25 大森 剛 オオモリ ツヨシ 18分03秒 1 白川 友一 シラカワ ユウイチ DNS

19 19 駒野 太一 コマノ タイチ 18分04秒 6 島田 仁 シマダ ジン DNS

20 8 大塚 稔 オオツカ ミノル 18分13秒

21 21 北條 誠 ホウジョウ マコト 18分19秒

22 24 足立 俊宏 アダチ トシヒロ 18分23秒

23 17 宮古 輝 ミヤコ テル 18分27秒

24 20 友重 剛 トモシゲ タケシ 18分28秒

9 田島 祐介 タジマ ユウスケ DNS

14 岸 哲也 キシ テツヤ DNS


