
2021年7月10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 1 高橋 空也 タカハシ クウヤ 3分06秒

第１１回　まるおカップ



2021年7月10日
於：舎人公園陸上競技場第１１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 14 滝口 智弘 タキグチ トモヒロ 4分37秒 1 2 野村 高弘 ノムラ タカヒロ 4分39秒

2 20 織田 詞久 オダ ノリヒサ 4分48秒 2 8 菅原 伸明 スガワラ ノブアキ 4分41秒

3 3 宮村 裕紀 ミヤムラ ユウキ 4分51秒 3 3 大久保 勝明 オオクボ カツアキ 4分43秒

4 19 村松 健 ムラマツ ケン 4分56秒 4 13 村上 晃央 ムラカミ テルオ 4分44秒

5 10 北尻 晃久 キタジリ テルヒサ 4分57秒 5 4 西澤 和俊 ニシザワ カズトシ 4分49秒

6 15 高橋 裕次郎 タカハシ ユウジロウ 4分58秒 6 1 安達 功 アダチ イサオ 4分50秒

7 1 布施 望 フセ ノゾム 4分59秒 7 17 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 4分51秒

8 4 中薗 茂樹 ナカゾノ シゲキ 4分59秒 8 14 小林 淳一 コバヤシ ジュンイチ 4分55秒

9 11 高橋 史明 タカハシ フミアキ 5分00秒 9 6 坂元 正博 サカモト マサヒロ 4分55秒

10 9 吉田 紗奈江 ヨシダ サナエ 5分04秒 10 10 宮本 類 ミヤモト ルイ 4分55秒

11 5 大湯 忠彦 オオユ タダヒコ 5分04秒 11 7 遊佐 慎 ユサ マコト 4分56秒

12 7 小知和 勇希 コチワ ユウキ 5分10秒 12 11 栗原 慧 クリハラ アキラ 4分56秒

13 2 木村 春翔 キムラ ハルト 5分10秒 13 5 西井 大樹 ニシイ ダイキ 4分59秒

14 12 小甲 将史 コカブ マサシ 5分16秒 14 9 木村 優基 キムラ ユウキ 5分05秒

15 21 魚返 慎也 オガエリ シンヤ 5分18秒 15 16 安田 隼 ヤスダ シュン 5分11秒

16 13 今泉 愛子 イマイズミ アイコ 5分22秒 15 肥沼 宏樹 コエヌマ ヒロキ DNF

17 6 外間 結那 ソトマ ユイナ 5分25秒 12 脇 挙 ワキ アグル DNS

18 8 田原 利功 タハラ トシノリ 5分27秒

19 17 本田 牧子 ホンダ マキコ 5分31秒

20 18 山崎 英生 ヤマザキ ヒデオ 5分40秒

21 22 山﨑 詩大 ヤマザキ ウタ 5分57秒

16 谷口 智哉 タニグチ トシヤ DNF

23 小永井 大介 コナガイ ダイスケ DNS

　３組
順位 No. 氏 名 カ ナ 記録

1 1 森田 雄貴 モリタ ユウキ 4分04秒

2 2 リバランこわだ リバランコワダ 4分10秒

3 4 徳永 裕介 トクナガ ユウスケ 4分21秒

4 5 浜田 裕介 ハマダ ユウスケ 4分22秒

5 3 岡部 耕平 オカベ コウヘイ 4分24秒

6 8 根本 夏生 ネモト ナツオ 4分25秒

7 17 藤井 嵩仁 フジイナツミ シュウト 4分25秒

8 9 本長谷 好富 モトハセ ヨシトミ 4分27秒

9 6 高山 大樹 タカヤマ ヒロキ 4分33秒

10 10 伊藤 幸一 イトウ コウイチ 4分34秒

11 18 笠谷 駿介 カサヤ シュンスケ 4分35秒

12 12 灰谷 知純 ハイタニ トモスミ 4分38秒

13 11 柳沢 春樹 ヤナギサワ ハルキ 4分39秒

14 19 高倉 晃治 タカクラ コウジ 4分43秒

15 14 國枝 洸希 クニエダ ヒロキ 4分43秒

16 15 磯口 貴史 イソグチ タカフミ 5分03秒

17 16 堀口 大樹 ホリグチ ダイキ 5分20秒

7 宗石 和久 ムネイシ カズヒサ DNS

13 我妻 総 ワガツマ サトシ DNS



2021年7月10日
於：舎人公園陸上競技場第１１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 5 西田 幸平 ニシダ コウヘイ 10分02秒 1 1 飯田 康平 イイダ コウヘイ 9分19秒

2 1 村井 誠 ムライ マコト 10分28秒 2 2 黒木 聖 クロキ ヒジリ 9分24秒

3 7 米山 雅浩 ヨネヤマ マサヒロ 10分29秒 3 3 岩瀬 弘之 イワセ ヒロユキ 9分25秒

4 8 永井 元気 ナガイ モトキ 10分29秒 4 8 中山 貴史 ナカヤマ タカシ 9分32秒

5 6 下平 麿利子 シモダイラ マリコ 10分50秒 5 16 河崎 鷹丸 カワサキ タカマル 9分33秒

6 2 津田 寛司 ツダ ヒロシ 11分01秒 6 9 柿沼 直樹 カキヌマ ナオキ 9分34秒

7 10 北爪 郁哉 キタヅメ イクヤ 11分30秒 7 12 櫻田 将 サクラダ マサル 9分59秒

8 11 高須 進一 タカス シンイチ 11分38秒 8 14 竹村 渉 タケムラ ワタル 10分05秒

9 9 村松 健 ムラマツ ケン 11分45秒 9 15 増子 亘輝 マシコ コウキ 10分13秒

10 12 加藤 慶三 カトウ ケイゾウ 11分48秒 10 11 根本 夏生 ネモト ナツオ 10分25秒

11 13 山口 元 ヤマグチ ハジメ 11分58秒 6 吉本 優貴 ヨシモト ユウキ DNF

12 15 下平 中 シモダイラ アタル 12分27秒 7 上川 英一郎 カミカワ エイイチロウ DNF

13 14 飯塚 隆 イイヅカ タカシ 12分37秒 13 桑野 博輔 クワノ ヒロスケ DNF

3 北川 悟 キタガワ サトル DNF 4 大村 展弘 オオムラ ノブヒロ DNS

4 清水 陽一 シミズ ヨウイチ DNS 5 我妻 総 ワガツマ サトシ DNS

10 宗石 和久 ムネイシ カズヒサ DNS



2021年7月10日
於：舎人公園陸上競技場第１１回　まるおカップ

５０００ｍ　ビギナー

順位 No. 氏 名 カ ナ 記録

1 2 伊藤 隼大 イトウ ハヤタ 24分10秒

2 1 齋藤 和彦 サイトウ カズヒコ 25分27秒

3 3 香取 洋宣 カトリ ヒロノブ 26分48秒

4 4 面川 裕之 オモカワ ヒロユキ 27分26秒

5 中江 佐知 ナカエ サチ DNS



2021年7月10日
於：舎人公園陸上競技場第１１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 竹内 淳 タケウチ ジュン 20分22秒 1 7 萩野谷 賢太 ハギノヤ ケンタ 18分43秒

2 5 田中 久善 タナカ ヒサヨシ 20分56秒 2 14 山田 聖之 ヤマダ マサユキ 18分52秒

3 6 清水 友美 シミズ トモミ 21分10秒 3 10 廣石 譲治 ヒロイシ ジョウジ 19分06秒

4 13 松井 弦 マツイ ユヅル 21分27秒 4 2 仲田 謙治郎 ナカダ ケンジロウ 19分06秒

5 8 杉浦 秀治 スギウラ ヒデハル 21分28秒 5 3 吉留 隆行 ヨシドメ タカユキ 19分12秒

6 3 大塚 邦幸 オオツカ クニユキ 22分00秒 6 9 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 19分15秒

7 19 股野 善彦 マタノ ヨシヒコ 22分11秒 7 16 石井 晋伍 イシイ シンゴ 19分26秒

8 15 藤井 俊宏 フジイ トシヒロ 22分16秒 8 17 東 陽介 ヒガシ ヨウスケ 19分40秒

9 7 石井 正樹 イシイ マサキ 22分27秒 9 6 広瀬 和也 ヒロセ カズヤ 19分40秒

10 10 大平 裕美子 オオヒラ ユミコ 22分37秒 10 19 萩原 徹 ハギワラ トオル 19分44秒

11 18 若月 俊明 ワカツキ トシアキ 22分49秒 11 13 萩原 宏明 ハギワラ ヒロアキ 19分49秒

12 20 米崎 祐一 ヨネザキ ユウイチ 23分30秒 12 21 浅利 知宏 アサリ トモヒロ 19分57秒

13 16 中村 景子 ナカムラ ケイコ 23分34秒 13 20 中光 和裕 ナカミツ カズヒロ 19分57秒

14 17 上岡 祐二 カミオカ ユウジ 23分43秒 14 12 高橋 裕次郎 タカハシ ユウジロウ 20分06秒

15 22 若松 徹 ワカマツ トオル 24分35秒 15 18 成島 勉 ナルシマ ツトム 20分51秒

16 24 梁瀬 福淑 ヤナセ フクヨ 24分58秒 1 谷口 智哉 タニグチ トシヤ DNF

17 25 内山 結華 ウチヤマ ユカ 27分42秒 4 石川 修一 イシカワ シュウイチ DNF

9 下平 中 シモダイラ アタル DNF 8 吉田 欣司 ヨシダ キンジ DNF

2 山崎 耕三 ヤマサキ コウゾウ DNS 24 奥崎 正明 オクザキ マサアキ DNF

4 天野 功一 アマノ コウイチ DNS 5 早瀬 好人 ハヤセ ヨシト DNS

11 藤田 直哉 フジタ ナオヤ DNS 11 清水 修 シミズ オサム DNS

12 小永井 大介 コナガイ ダイスケ DNS 15 石黒 康次郎 イシグロ コウジロウ DNS

14 矢部 麻貴 ヤベ マキ DNS 22 桑形 雅臣 クワガタ マサオミ DNS

21 鈴木 雅勝 スズキ マサカツ DNS 23 高橋 洋之 タカハシ ヒロユキ DNS

23 菅原 達也 スガワラ タツヤ DNS

26 森本 由美子 モリモト ユミコ DNS



2021年7月10日
於：舎人公園陸上競技場第１１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 西田 幸平 ニシダ コウヘイ 17分15秒 1 1 児玉 雄介 コダマ ユウスケ 15分24秒

2 2 佐々木 厚太 ササキ コウタ 17分20秒 2 9 伊藤 育生 イトウ ヤスオ 15分41秒

3 3 吉田 京介 ヨシダ キョウスケ 17分30秒 3 5 島田 仁 シマダ ジン 15分45秒

4 8 原 和裕 ハラ カズヒロ 17分46秒 4 10 浜田 裕介 ハマダ ユウスケ 15分48秒

5 11 藤井 貴啓 フジイ タカヒロ 17分53秒 5 8 阿部 哲也 アベ テツヤ 15分48秒

6 7 菅原 伸明 スガワラ ノブアキ 17分55秒 6 2 河合 謙一 カワイ ケンイチ 15分55秒

7 14 渡邉 学 ワタナベ マナブ 18分01秒 7 15 吉田 和章 ヨシダ カズアキ 16分22秒

8 30 花田 康 ハナダ ヤスシ 18分08秒 8 11 後藤 淳志 ゴトウ アツシ 16分26秒

9 15 三橋 和弘 ミツハシ カズヒロ 18分11秒 9 17 高原 翼 タカハラ ツバサ 16分26秒

10 18 鈴木 光太郎 スズキ コウタロウ 18分13秒 10 7 増田 雄樹 マスダ ユウキ 16分28秒

11 10 赤坂 祐二 アカサカ ユウジ 18分16秒 11 19 田島 将人 タジマ マサト 16分38秒

12 17 山本 芳則 ヤマモト ヨシノリ 18分17秒 12 16 川西 淳司 カワニシ ジュンジ 16分39秒

13 29 小林 貴規 コバヤシ タカノリ 18分20秒 13 18 阿部 靖 アベ ヤスシ 16分43秒

14 21 大井 健史 オオイ タケシ 18分23秒 14 27 本長谷 好富 モトハセ ヨシトミ 16分49秒

15 19 下平 麿利子 シモダイラ マリコ 18分29秒 15 26 浪川 智弘 ナミカワ トモヒロ 16分59秒

16 16 友重 剛 トモシゲ タケシ 18分33秒 16 22 関 直人 セキ ナオト 17分25秒

17 9 高倉 晃治 タカクラ コウジ 18分48秒 20 田島 祐介 タジマ ユウスケ DNF

18 31 永井 元気 ナガイ モトキ 18分49秒 23 灰谷 知純 ハイタニ トモスミ DNF

19 24 米山 雅浩 ヨネヤマ マサヒロ 19分22秒 24 箱崎 怜 ハコザキ サトシ DNF

20 25 岡部 和弘 オカベ カズヒロ 19分38秒 3 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ DNS

21 28 近藤 悟司 コンドウ サトシ 20分05秒 4 美濃田 拓紀 ミノダ ヒロキ DNS

4 小野田 寛 オノダ ヒロシ DNF 6 深谷 慧 フカタニ サトル DNS

6 大久保 勝明 オオクボ カツアキ DNF 12 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ DNS

12 磯崎 蓮凌 イソザキ レンヤ DNF 13 新井 龍 アライ リョウ DNS

13 蓮見 裕介 ハスミ ユウスケ DNF 14 鈴木 大樹 スズキ ヒロキ DNS

22 安達 功 アダチ イサオ DNF 21 高見 瑞樹 タカミ ミズキ DNS

23 北川 悟 キタガワ サトル DNF 25 荊沢 貴之 バラサワ タカユキ DNS

26 鈴木 遼 スズキ リョウ DNF

1 大村 展弘 オオムラ ノブヒロ DNS

20 松本 真 マツモト マコト DNS

27 宅島 豊人 タクシマ トヨヒト DNS


