
2021年8月8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07秒

2 2 加藤 瑞稀 カトウ ミズキ 4分10秒

第１２回　まるおカップ



2021年8月8日
於：舎人公園陸上競技場第１２回　まるおカップ

１５００ｍ
まるおカップ記録(GR) 3分57秒 藤崎 将匡 第12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 高橋 史明 タカハシ フミアキ 5分02秒 1 6 安部 嘉葵 アベ ヨシキ 4分27秒

2 2 高嶋 大貴 タカシマ ダイキ 5分02秒 2 2 小島 洋平 コジマ ヨウヘイ 4分34秒

3 1 村松 健 ムラマツ ケン 5分03秒 3 7 小堀 光 コボリ ヒカリ 4分34秒

4 4 吉野 匠 ヨシノ タクミ 5分09秒 4 10 鈴木 裕也 スズキ ユウヤ 4分35秒

5 6 安田 裕輔 ヤスダ ユウスケ 5分11秒 5 14 菅原 伸明 スガワラ ノブアキ 4分40秒

6 5 小甲 将史 コカブ マサシ 5分15秒 6 3 仲村 仁孝 ナカムラ ヨシタカ 4分42秒

7 10 今泉 愛子 イマイズミ アイコ 5分21秒 7 11 村上 晃央 ムラカミ テルオ 4分44秒

8 9 魚返 慎也 オガエリ シンヤ 5分25秒 8 9 脇 挙 ワキ アグル 4分44秒

9 8 清水 修 シミズ オサム 5分31秒 9 5 山中 遥斗 ヤマナカ ハルト 4分45秒

10 11 本田 牧子 ホンダ マキコ 5分35秒 10 12 中西 央典 ナカニシ ヒサノリ 4分46秒

11 15 市川 英里香 イチカワ エリカ 5分39秒 11 16 二井谷 昇 ニイタニ ノボル 4分46秒

12 13 野入 久幸 ノイリ ヒサユキ 5分49秒 12 1 國枝 洸希 クニエダ ヒロキ 4分48秒

13 14 飯塚 隆 イイヅカ タカシ 5分56秒 13 19 西澤 和俊 ニシザワ カズトシ 4分50秒

7 小林 貴規 コバヤシ タカノリ DNS 14 23 石塚 陽向 イシヅカ ヒナタ 4分54秒

12 橋本 圭 ハシモト ケイ DNS 15 18 南 良典 ミナミ ヨシノリ 4分56秒

16 山岡 篤志 ヤマオカ アツシ DNS 16 22 井原 康孝 イハラ ヤスタカ 4分57秒

17 24 藤平 真ノ介 トウヘイ シンノスケ 4分59秒

18 20 佐藤 真彦 サトウ マサヒコ 5分00秒

19 21 遊佐 慎 ユサ マコト 5分00秒

20 17 新祖 祐治 シンソ ユウジ 5分06秒

21 25 武田 亮平 タケダ リョウヘイ 5分10秒

4 川井 勉 カワイ ツトム DNS

8 神崎 仁利 カンザキ マサトシ DNS

13 三浦 翔太 ミウラ ショウタ DNS

15 宮村 裕紀 ミヤムラ ユウキ DNS

26 早川 忠孝 ハヤカワ タダタカ DNS



2021年8月8日
於：舎人公園陸上競技場第１２回　まるおカップ

１５００ｍ
まるおカップ記録(GR) 3分57秒 藤崎 将匡 第12回

　３組
順位 No. 氏 名 カ ナ 記録

1 1 藤崎 将匡 フジサキ ショウマ 3分57秒 GR

2 2 リバランこわだ リバランコワダ 4分05秒

3 3 植木 丈琉 ウエキ タケル 4分06秒

4 6 山下 哲史 ヤマシタ テツシ 4分09秒

5 4 菊池 吉紘 キクチ ヨシヒロ 4分11秒

6 5 大橋 陽 オオハシ ヨウ 4分17秒

7 9 稲垣 喜一 イナガキ ヨシカズ 4分17秒

8 12 加藤 圭 カトウ ケイ 4分21秒

9 13 田島 祐介 タジマ ユウスケ 4分23秒

10 11 川口 峻史 カワグチ シュンジ 4分24秒

11 19 竹内 大輝 タケウチ ダイキ 4分30秒

12 17 榎本 圭吾 エノモト ケイゴ 4分31秒

13 15 阿部 祐樹 アベ ユウキ 4分32秒

14 20 郡司 真彦 グンジ マサヒコ 4分33秒

15 16 藤井 嵩仁 フジイナツミ シュウト 4分39秒

16 18 勝股 翼 カツマタ ツバサ 4分45秒

7 礒川 祐 イソカワ ユウ DNS

8 慶野 美典 ケイノ ミノリ DNS

10 相川 拓真 アイカワ タクマ DNS

14 徳原 健太郎 トクハラ ケンタロウ DNS



2021年8月8日
於：舎人公園陸上競技場第１２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 三橋 和弘 ミツハシ カズヒロ 10分13秒 1 1 岡部 翔真 オカベ ショウマ 8分53秒

2 4 中西 央典 ナカニシ ヒサノリ 10分20秒 2 2 武藤 有亮 ムトウ ユウスケ 9分03秒

3 1 小野田 寛 オノダ ヒロシ 10分30秒 3 3 小檜山 江未留 コビヤマ エミル 9分27秒

4 7 海老原 聖也 エビハラ セイヤ 10分43秒 4 17 畠山 康平 ハタケヤマ コウヘイ 9分37秒

5 5 鈴木 裕也 スズキ ユウヤ 10分47秒 5 15 水落 徳哲 ミズオチ ノリアキ 9分39秒

6 8 福島 拓治 フクシマ タクジ 10分49秒 6 7 本廣 真人 モトヒロ マサト 9分47秒

7 9 安田 裕輔 ヤスダ ユウスケ 11分11秒 7 13 園田 青空 ソノダ ソラ 9分53秒

8 13 篠田 和彦 シノダ カズヒコ 11分15秒 8 16 川口 峻史 カワグチ シュンジ 9分57秒

9 11 新嶋 明 ニイジマ アキラ 11分35秒 9 18 笠谷 駿介 カサヤ シュンスケ 10分03秒

10 12 瀬尻 健太郎 セジリ ケンタロウ 11分37秒 10 11 福島 広大 フクシマ コウダイ 10分12秒

11 10 小甲 将史 コカブ マサシ 11分48秒 11 19 飯田 謙二郎 イイダ ケンジロウ 10分33秒

12 14 池田 美樹 イケダ ミキ 12分11秒 12 14 山本 達己 ヤマモト タツキ 10分45秒

2 高橋 靖典 タカハシ ヤスノリ DNS 10 中山 貴史 ナカヤマ タカシ DNF

6 米山 雅浩 ヨネヤマ マサヒロ DNS 4 新井 健斗 アライ ケント DNS

5 飯田 勇希 イイダ ユウキ DNS

6 山田 瑞穂 ヤマダ ミズホ DNS

8 佐藤 壮 サトウ タケシ DNS

9 大村 展弘 オオムラ ノブヒロ DNS

12 落合 健太 オチアイ タケヒロ DNS



2021年8月8日
於：舎人公園陸上競技場第１２回　まるおカップ

５０００ｍ　ビギナー

順位 No. 氏 名 カ ナ 記録

1 1 佐野 恵美子 サノ エミコ 24分11秒

2 2 杉山 佐知 スギヤマ サチ 25分16秒

3 4 岡村 和重 オカムラ カズエ 26分24秒

4 3 斎藤 久子 サイトウ ヒサコ 29分01秒

5 深田 悦康 フカダ ヨシヤス DNS



2021年8月8日
於：舎人公園陸上競技場第１２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 5 小田中 隆二 オダナカ リュウジ 20分11秒 1 11 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 18分58秒

2 6 松井 弦 マツイ ユヅル 20分11秒 2 22 吉野 匠 ヨシノ タクミ 19分07秒

3 4 加藤 慶三 カトウ ケイゾウ 20分44秒 3 2 田村 一也 タムラ カズヤ 19分07秒

4 2 天野 功一 アマノ コウイチ 20分56秒 4 16 石井 晋伍 イシイ シンゴ 19分08秒

5 3 清水 友美 シミズ トモミ 21分19秒 5 14 中元 隆 ナカモト タカシ 19分09秒

6 13 藤井 俊宏 フジイ トシヒロ 21分57秒 6 8 山﨑 佳孝 ヤマザキ ヨシタカ 19分12秒

7 12 若月 俊明 ワカツキ トシアキ 22分16秒 7 9 吉留 隆行 ヨシドメ タカユキ 19分12秒

8 11 梶原 進一 カジワラ シンイチ 22分21秒 8 18 萩原 徹 ハギワラ トオル 19分13秒

9 1 石井 正樹 イシイ マサキ 22分39秒 9 10 山田 聖之 ヤマダ マサユキ 19分13秒

10 10 上岡 祐二 カミオカ ユウジ 23分18秒 10 7 田中 佑磨 タナカ ユウマ 19分15秒

11 16 緒形 尚也 オガタ ナオヤ 23分26秒 11 3 小池 健司 コイケ ケンジ 19分18秒

7 半谷 謙寿 ハンガイ ケンジュ DNS 12 5 岡部 和弘 オカベ カズヒロ 19分18秒

8 青野 泉 アオノ イズミ DNS 13 15 井合 公義 イアイ キミヨシ 19分21秒

9 股野 善彦 マタノ ヨシヒコ DNS 14 13 村上 時弘 ムラカミ トキヒロ 19分22秒

14 大峰 雅光 オオミネ マサミツ DNS 15 21 佐久間 清孝 サクマ キヨタカ 19分40秒

15 菅原 達也 スガワラ タツヤ DNS 16 1 廣石 譲治 ヒロイシ ジョウジ 19分50秒

17 若松 徹 ワカマツ トオル DNS 17 24 葛山 秀敏 カツラヤマ ヒデトシ 19分53秒

18 6 高橋 裕次郎 タカハシ ユウジロウ 19分56秒

19 吉田 暖英 ヨシダ ハルヒデ DNF

4 大江 俊博 オオエ トシヒロ DNS

12 米山 雅浩 ヨネヤマ マサヒロ DNS

17 清水 修 シミズ オサム DNS

20 橋本 圭 ハシモト ケイ DNS

23 北村 一誠 キタムラ カズモト DNS



2021年8月8日
於：舎人公園陸上競技場第１２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 3 佐々木 厚太 ササキ コウタ 17分17秒 1 1 内田 昌寛 ウチダ マサヒロ 15分04秒

2 2 田島 祐介 タジマ ユウスケ 17分20秒 2 4 飯田 康平 イイダ コウヘイ 15分43秒

3 7 菅原 伸明 スガワラ ノブアキ 17分22秒 3 9 内山 雄貴 ウチヤマ ユウキ 15分48秒

4 5 片岡 圭 カタオカ ケイ 17分29秒 4 3 阿部 哲也 アベ テツヤ 15分49秒

5 15 一宮 直人 イチミヤ ナオト 17分31秒 5 8 新井 龍 アライ リョウ 15分52秒

6 4 國枝 洸希 クニエダ ヒロキ 17分53秒 6 6 山田 瑞穂 ヤマダ ミズホ 16分11秒

7 12 山本 芳則 ヤマモト ヨシノリ 17分54秒 7 5 増田 雄樹 マスダ ユウキ 16分16秒

8 24 栗原 達也 クリハラ タツヤ 17分57秒 8 12 阿部 祐樹 アベ ユウキ 17分02秒

9 6 中村 隼人 ナカムラ ハヤト 18分05秒 9 15 堀口 大介 ホリグチ ダイスケ 17分19秒

10 10 内橋 憲章 ウチハシ ノリアキ 18分10秒 10 13 小堀 光 コボリ ヒカリ 17分24秒

11 8 松村 泰伸 マツムラ ヤスノブ 18分13秒 11 14 佐藤 平 サトウ タイラ 17分28秒

12 16 篠崎 賢一 シノザキ ケンイチ 18分22秒 11 上川 英一郎 カミカワ エイイチロウ DNF

13 13 友重 剛 トモシゲ タケシ 18分23秒 2 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ DNS

14 23 小長根 広貴 コナガネ ヒロキ 18分28秒 7 福地 亮太 フクチ リョウタ DNS

15 9 吉川 正治 キッカワ マサハル 18分32秒 10 大村 展弘 オオムラ ノブヒロ DNS

16 14 古閑 祐輔 コガ ユウスケ 18分34秒

17 20 宮崎 靖大 ミヤザキ ヤスヒロ 18分54秒

18 18 井原 康孝 イハラ ヤスタカ 18分59秒

19 25 村松 健 ムラマツ ケン 19分44秒

20 22 野村 洋一 ノムラ ヨウイチ 19分55秒

1 川井 勉 カワイ ツトム DNF

21 山本 雄一朗 ヤマモト ユウイチロウ DNF

11 佐々木 夢士 ササキ ユメジ DNS

17 武田 哲治 タケダ テツジ DNS

19 落合 健太 オチアイ タケヒロ DNS

26 石川 修一 イシカワ シュウイチ DNS


