
2021年6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40秒 鍵山 琉星 第10回

順位 No. 氏 名 カ ナ 記録

1 2 鍵山 琉星 カギヤマ リュウセイ 2分40秒 NGR

2 1 曽我 陸斗 ソガ リクト 2分50秒

3 3 高橋 空也 タカハシ クウヤ 3分03秒

4 4 池田 誠一 イケダ セイイチ 3分11秒

5 5 高島 夕海 タカシマ ユウト 3分17秒

6 6 高島 陽来 タカシマ ハルク 3分50秒

7 7 加藤 瑞稀 カトウ ミズキ 4分02秒

第１０回　まるおカップ



2021年6月27日
於：舎人公園陸上競技場第１０回　まるおカップ

１５００ｍ
まるおカップ記録(GR) 3分58秒 ランニング食堂 第10回

　１組 　２組
順位 No. 氏 名 カ ナ 記録 順位 No. 氏 名 カ ナ 記録

1 8 谷口 智哉 タニグチ トシヤ 5分02秒 1 7 仲村 仁孝 ナカムラ ヨシタカ 4分30秒

2 1 伊藤 根広 イトウ モトヒロ 5分08秒 2 5 福島 広大 フクシマ コウダイ 4分31秒

3 7 加藤 慶三 カトウ ケイゾウ 5分10秒 3 9 池田 誠一 イケダ セイイチ 4分31秒

4 5 下山田 英憲 シモヤマダ ヒデノリ 5分14秒 4 1 杉村 達矢 スギムラ タツヤ 4分32秒

5 2 高橋 史明 タカハシ フミアキ 5分15秒 5 3 小島 洋平 コジマ ヨウヘイ 4分35秒

6 3 吉留 隆行 ヨシドメ タカユキ 5分15秒 6 6 西澤 和俊 ニシザワ カズトシ 4分39秒

7 9 池田 龍 イケダ リュウ 5分32秒 7 14 菅原 伸明 スガワラ ノブアキ 4分41秒

8 4 本田 牧子 ホンダ マキコ 5分33秒 8 16 清水 陽一 シミズ ヨウイチ 4分46秒

9 10 山崎 英生 ヤマザキ ヒデオ 5分44秒 9 4 船越 賢 フナコシ ケン 4分47秒

10 6 山﨑 詩大 ヤマザキ ウタ 5分47秒 10 20 永井 元気 ナガイ モトキ 4分48秒

11 2 中西 央典 ナカニシ ヒサノリ 4分49秒

12 10 木村 優基 キムラ ユウキ 4分50秒

13 21 鈴木 俊祐 スズキ シュンスケ 4分52秒

14 8 森山 圭一郎 モリヤマ ケイイチロウ 4分53秒

15 12 津田 寛司 ツダ ヒロシ 4分55秒

16 15 西内 渓太 ニシウチ ケイタ 4分55秒

17 18 佐藤 真彦 サトウ マサヒコ 4分58秒

18 19 武田 亮平 タケダ リョウヘイ 4分59秒

19 11 安田 隼 ヤスダ シュン 5分01秒

20 22 武田 和也 タケダ カズヤ 5分06秒

21 13 木村 春翔 キムラ ハルト 5分08秒

17 田村 豊 タムラ ユタカ DNS

　３組
順位 No. 氏 名 カ ナ 記録

1 2 ランニング食堂 ランニングショクドウ 3分58秒 NGR

2 1 丸山 開陸 マルヤマ カイリ 4分07秒

3 3 高野 拓海 タカノ タクミ 4分09秒

4 10 形部 旭 カタベ アサヒ 4分19秒

5 5 慶野 美典 ケイノ ミノリ 4分21秒

6 8 田島 祐介 タジマ ユウスケ 4分23秒

7 15 堀内 翔太 ホリウチ ショウタ 4分23秒

8 17 高橋 哲也 タカハシ テツヤ 4分24秒

9 12 西田 幸平 ニシダ コウヘイ 4分24秒

10 14 中澤 徹 ナカザワ トオル 4分29秒

11 13 磯口 貴史 イソグチ タカフミ 4分33秒

12 16 笠谷 駿介 カサヤ シュンスケ 4分35秒

4 相川 拓真 アイカワ タクマ DNF

6 大橋 陽 オオハシ ヨウ DNS

7 川口 峻史 カワグチ シュンジ DNS

9 武藤 有亮 ムトウ ユウスケ DNS

11 村川 雄一 ムラカワ ユウイチ DNS



2021年6月27日
於：舎人公園陸上競技場第１０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 3 佐久間 康弘 サクマ ヤスヒロ 10分05秒 1 2 名取 恭平 ナトリ キョウヘイ 8分56秒

2 6 鈴木 俊介 スズキ シュンスケ 10分13秒 2 3 枡本 裕真 マスモト ユウマ 9分09秒

3 7 薄根 芳彦 ウスネ ヨシヒコ 10分14秒 3 1 岩瀬 弘之 イワセ ヒロユキ 9分17秒

4 2 米山 雅浩 ヨネヤマ マサヒロ 10分40秒 4 7 須田 由太 スダ ユウタ 9分26秒

5 1 西澤 和俊 ニシザワ カズトシ 10分49秒 5 4 新井 紳吾 アライ シンゴ 9分28秒

6 8 広瀬 和也 ヒロセ カズヤ 10分53秒 6 6 柿沼 直樹 カキヌマ ナオキ 9分30秒

7 4 萩原 実 ハギワラ ミノル 10分57秒 7 5 中本 雄大 ナカモト ユウタ 9分54秒

8 5 村松 健 ムラマツ ケン 11分03秒 8 8 國枝 洸希 クニエダ ヒロキ 10分11秒

9 12 鈴木 俊祐 スズキ シュンスケ 11分04秒 9 11 藤井 嵩仁 フジイ シュウト 10分23秒

10 10 吉留 隆行 ヨシドメ タカユキ 11分08秒 10 9 高橋 空也 タカハシ クウヤ 10分35秒

11 13 秋元 勝 アキモト マサル 11分32秒 11 10 中西 央典 ナカニシ ヒサノリ 10分36秒

12 9 北爪 郁哉 キタヅメ イクヤ 11分42秒

13 11 角 晴弘 スミ ハルヒロ 11分46秒

14 14 神谷 佐知子 カミヤ サチコ 13分50秒

15 16 香取 実菜子 カトリ ミナコ 15分48秒

15 石井 大輔 イシイ ダイスケ DNS



2021年6月27日
於：舎人公園陸上競技場第１０回　まるおカップ

５０００ｍ　ビギナー

順位 No. 氏 名 カ ナ 記録

1 2 高久 正幸 タカク マサユキ 21分09秒

2 3 野入 久幸 ノイリ ヒサユキ 21分24秒

3 4 梶原 進一 カジワラ シンイチ 22分11秒

4 9 杉山 佐知 スギヤマ サチ 24分40秒

5 5 山田 あゆみ ヤマダ アユミ 24分50秒

6 7 香取 洋宣 カトリ ヒロノブ 25分11秒

7 8 齊藤 久子 サイトウ ヒサコ 27分29秒

8 11 土内 知絵 ツチウチ トモエ 45分15秒

1 峯島 信久 ミネジマ ノブヒサ DNS

6 飛田 文 トビタ アヤ DNS

10 飯川 裕子 イイカワ ヒロコ DNS



2021年6月27日
於：舎人公園陸上競技場第１０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 2 山田 聖之 ヤマダ マサユキ 19分31秒 1 10 杉村 達矢 スギムラ タツヤ 17分50秒

2 1 石黒 康次郎 イシグロ コウジロウ 19分35秒 2 7 新祖 祐治 シンソ ユウジ 17分56秒

3 8 萩原 実 ハギワラ ミノル 19分45秒 3 5 山本 芳則 ヤマモト ヨシノリ 18分08秒

4 7 山田 斉 ヤマダ ヒトシ 19分47秒 4 3 高橋 勇揮 タカハシ ユウキ 18分12秒

5 5 高橋 洋 タカハシ ヒロシ 20分02秒 5 4 塚原 寛記 ツカハラ ヒロキ 18分19秒

6 6 高橋 史明 タカハシ フミアキ 20分09秒 6 1 津田 寛司 ツダ ヒロシ 18分20秒

7 13 竹内 淳 タケウチ アツシ 20分13秒 7 11 米山 雅浩 ヨネヤマ マサヒロ 18分32秒

8 4 小田中 隆二 オダナカ リユウジ 20分15秒 8 2 岸本 浩樹 キシモト ヒロキ 18分35秒

9 3 崎山 亮一 サキヤマ リョウイチ 20分19秒 9 24 小林 貴規 コバヤシ タカノリ 18分40秒

10 15 本田 牧子 ホンダ マキコ 20分35秒 10 25 花田 康 ハナダ ヤスシ 18分51秒

11 10 田中 久善 タナカ ヒサヨシ 20分39秒 11 12 谷口 智哉 タニグチ トシヤ 18分53秒

12 11 魚返 慎也 オガエリ シンヤ 20分47秒 12 6 仲田 謙治郎 ナカダ ケンジロウ 18分57秒

13 16 清水 友美 シミズ トモミ 20分53秒 13 19 廣石 譲治 ヒロイシ ジョウジ 18分58秒

14 9 古西 隆一 コニシ リュウイチ 21分31秒 14 21 広瀬 和也 ヒロセ カズヤ 19分01秒

15 21 二俣 由美子 フタマタ ユミコ 21分59秒 15 20 森山 圭一郎 モリヤマ ケイイチロウ 19分11秒

16 17 青野 泉 アオノ イズミ 22分18秒 16 15 武田 亮平 タケダ リョウヘイ 19分11秒

17 20 上岡 祐二 カミオカ ユウジ 22分28秒 17 17 高橋 裕次郎 タカハシ ユウジロウ 19分14秒

18 25 角 晴弘 スミ ハルヒロ 22分38秒 18 22 村上 時弘 ムラカミ トキヒロ 19分17秒

19 22 米崎 祐一 ヨネザキ ユウイチ 22分44秒 19 16 藤木 真 フジキ マコト 19分27秒

20 23 神谷 佐知子 カミヤ サチコ 23分36秒 20 23 東 陽介 ヒガシ ヨウスケ 19分33秒

12 大塚 邦幸 オオツカ クニユキ DNS 21 14 岩本 栄一 イワモト エイイチ 19分38秒

14 根本 雅史 ネモト マサシ DNS 8 小笠原 信 オガサワラ マコト DNS

18 矢部 まき ヤベ マキ DNS 9 萩野谷 賢太 ハギノヤ ケンタ DNS

19 鈴木 雅勝 スズキ マサカツ DNS 13 吉田 欣司 ヨシダ キンジ DNS

24 元木 満恵 モトキ ミツエ DNS 18 種田 達也 タネダ タツヤ DNS



2021年6月27日
於：舎人公園陸上競技場第１０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 2 田島 将人 タジマ マサト 16分47秒 1 OP くれいじーかろ クレイジーカロ 14分51秒

2 6 新田 寛二 ニッタ カンジ 16分55秒 2 1 森 貴樹 モリ タカキ 14分59秒

3 7 佐々木 厚太 ササキ コウタ 17分00秒 3 5 おと りーぬ オト リーヌ 15分09秒

4 1 後藤 公秀 ゴトウ キミヒデ 17分11秒 4 3 富張 裕紀 トミハリ ユウキ 15分09秒

5 3 中澤 徹 ナカザワ トオル 17分16秒 5 OP 部長 ブチョウ 15分18秒

6 9 織田 詞久 オダ ノリヒサ 17分20秒 6 12 伊藤 育生 イトウ ヤスオ 15分45秒

7 4 堀口 大介 ホリグチ ダイスケ 17分32秒 7 16 萩原 祐介 ハギワラ ユウスケ 15分53秒

8 5 横手 義孝 ヨコテ ヨシタカ 17分35秒 8 9 増田 雄樹 マスダ ユウキ 15分56秒

9 11 菅原 伸明 スガワラ ノブアキ 17分39秒 9 22 須田 由太 スダ ユウタ 16分00秒

10 12 酒井 丈実 サカイ タケミ 17分39秒 10 20 横坂 卓也 ヨコサカ タクヤ 16分04秒

11 19 永山 忠義 ナガヤマ タダヨシ 17分42秒 11 18 新井 龍 アライ リョウ 16分06秒

12 21 渡邉 学 ワタナベ マナブ 17分43秒 12 19 植松 裕基 ウエマツ ヒロキ 16分09秒

13 8 篠田 忠孝 シノダ タダタカ 17分46秒 13 13 有泉 森 アリイズミ シン 16分18秒

14 14 薄根 芳彦 ウスネ ヨシヒコ 17分49秒 14 14 リバランこわだ リバランコワダ 16分25秒

15 16 三俣 啓次 ミツマタ ケイジ 17分53秒 15 15 山田 瑞穂 ヤマダ ミズホ 16分37秒

16 10 二村 佑太 ニムラ ユウタ 17分57秒 16 23 灰谷 知純 ハイタニ トモスミ 16分55秒

17 13 村上 晃央 ムラカミ テルオ 18分01秒 17 26 佐藤 平 サトウ タイラ 17分00秒

18 15 三橋 和弘 ミツハシ カズヒロ 18分06秒 森田 雄貴 モリタ ユウキ DNF

19 17 海老原 聖也 エビハラ セイヤ 18分37秒 海老沼 太志 エビヌマ タイシ DNF

18 駒野 太一 コマノ タイチ DNS 武藤 有亮 ムトウ ユウスケ DNF

20 足立 俊宏 アダチ トシヒロ DNS 佐藤 元 サトウ ハジメ DNF

森永 敏史 モリナガ サトシ DNF

田島 祐介 タジマ ユウスケ DNF

北川 悟 キタガワ サトル DNF

行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ DNS

増田 勇太 マスダ ユウタ DNS

相川 拓真 アイカワ タクマ DNS

蓮見 明久 ハスミ アキヒサ DNS

徳原 健太郎 トクハラ ケンタロウ DNS

前原 雅樹 マエハラ マサキ DNS

立川 大輝 タチカワ ダイキ DNS


