
2021年9月11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 森谷 日向 モリヤ ヒナタ 3分18秒

2 3 田村 俊輔 タムラ シュンスケ 3分26秒

3 6 加藤 瑞稀 カトウ ミズキ 3分56秒

4 4 鈴木 航太郎 スズキ コウタロウ 4分20秒

5 8 小高 悠 コタカ ユウ 4分38秒

6 7 鈴木 優介 スズキ ユウスケ 4分54秒

7 9 高久 愛菜 タカク マナ 4分54秒

1 加藤 真緒 カトウ マオ DNS

5 加藤 真奈 カトウマナ DNS

第１３回　まるおカップ



2021年9月11日
於：舎人公園陸上競技場第１３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 福島 広大 フクシマ コウダイ 4分28秒 1 1 大橋 陽 オオハシ ヨウ 4分10秒

2 5 栗田 彩人 クリタ アヤト 4分34秒 2 2 佐藤 壮 サトウ タケシ 4分13秒

3 2 古川 昌司 フルカワ マサシ 4分36秒 3 3 竹中 陽平 タケナカ ヨウヘイ 4分17秒

4 7 高橋 勇揮 タカハシ ユウキ 4分39秒 4 10 加藤 誠隆 カトウ セイリュウ 4分27秒

5 1 菅原 伸明 スガワラ ノブアキ 4分45秒 5 4 阿部 祐樹 アベ ユウキ 4分28秒

6 4 新澤 英典 シンザワ ヒデノリ 4分53秒 6 8 小島 洋平 コジマ ヨウヘイ 4分29秒

7 6 岩澤 恵史 イワサワ ケイシ 4分56秒 7 16 灰谷 知純 ハイタニ トモスミ 4分29秒

8 12 山内 優 ヤマウチ スグル 4分57秒 8 12 磯口 貴史 イソグチ タカフミ 4分29秒

9 10 山口 昇太 ヤマグチ ショウタ 5分04秒 9 5 紺野 亘介 コンノ コウスケ 4分30秒

10 11 森 雅史 モリ マサシ 5分10秒 10 7 滝瀬 伸行 タキセ ノブユキ 4分32秒

11 20 大囿 葵 オオゾノ アオイ 5分13秒 11 13 大久保 由紀夫 オオクボ ユキオ 4分33秒

12 15 下山田 英憲 シモヤマダ ヒデノリ 5分18秒 12 14 栗原 達也 クリハラ タツヤ 4分40秒

13 13 遠藤 雅広 エンドウ マサヒロ 5分19秒 13 15 村上 晃央 ムラカミ テルオ 4分43秒

14 17 野入 久幸 ノイリ ヒサユキ 5分32秒 14 6 鳥羽 奏太 トバ カナタ 4分48秒

15 18 本田 牧子 ホンダ マキコ 5分35秒 9 藤井 翔平 フジイ ショウヘイ DNS

16 16 山崎 英生 ヤマザキ ヒデオ 5分42秒 11 渡部 慶太 ワタナベ ケイタ DNS

17 19 山崎 香奈絵 ヤマザキ カナエ 6分28秒

8 加藤 加奈子 カトウ カナコ DNS

9 塩見 昌人 シオミ マサト DNS

14 小甲 将史 コカブ マサシ DNS



2021年9月11日
於：舎人公園陸上競技場第１３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 4 星野 聡 ホシノ サトシ 9分58秒 1 4 杉山 悠 スギヤマ ユウ 8分58秒

2 5 國枝 洸希 クニエダ ヒロキ 10分12秒 2 6 三浦 光司 ミウラ コウジ 9分01秒

3 6 米山 雅浩 ヨネヤマ マサヒロ 10分43秒 3 3 渡邊 健志 ワタナベ ケンジ 9分01秒

4 10 小高 哲平 コタカ テッペイ 10分51秒 4 5 藤代 大輝 フジシロ タイキ 9分09秒

5 11 高橋 史明 タカハシ フミアキ 10分54秒 5 2 筒井 恵也 ツツイ ケイヤ 9分12秒

6 2 吉田 紗奈江 ヨシダ サナエ 10分59秒 6 1 告畑 航太 ツゲハタ コウタ 9分15秒

7 14 志村 智久 シムラ トモヒサ 11分10秒 7 8 田島 祐介 タジマ ユウスケ 9分24秒

8 7 村松 健 ムラマツ ケン 11分13秒 8 11 阿南 大輔 アナン ダイスケ 9分29秒

9 12 箭内 将人 ヤナイ マサト 11分34秒 9 9 竹内 大輝 タケウチ ダイキ 9分39秒

10 13 浅見 直哉 アサミ ナオヤ 11分57秒 10 14 加藤 誠隆 カトウ セイリュウ 9分50秒

11 15 本田 牧子 ホンダ マキコ 12分07秒 11 13 福島 広大 フクシマ コウダイ 9分53秒

1 藤井 翔平 フジイ ショウヘイ DNS 12 12 高山 大樹 タカヤマ ヒロキ 9分59秒

3 渡部 慶太 ワタナベ ケイタ DNS 7 飯田 勇希 イイダ ユウキ DNS

8 小林 智行 コバヤシ トモユキ DNS 10 川口 峻史 カワグチ シュンジ DNS

9 加藤 加奈子 カトウ カナコ DNS



2021年9月11日
於：舎人公園陸上競技場第１３回　まるおカップ

５０００ｍ　ビギナー

順位 No. 氏 名 カ ナ 記録

1 4 小森 知彦 コモリ トモヒコ 24分49秒

2 1 関口 信行 セキグチ ノブユキ 24分59秒

3 3 浜崎 由紀子 ハマサキ ユキコ 25分06秒

4 2 榎戸 寧子 エノキド ヤスコ 25分40秒

5 中江 佐知 ナカエ サチ DNS

スペシャルチャレンジ

順位 No. 氏 名 カ ナ 記録

部長 ブチョウ 8分34秒

横内 悠 ヨコウチ ユウ 8分40秒

ランニング食堂 ランニングショクドウ 14分51秒



2021年9月11日
於：舎人公園陸上競技場第１３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 4 志村 智久 シムラ トモヒサ 19分32秒 1 2 森崎 竜二 モリサキ リュウジ 18分11秒

2 5 小田中 隆二 オダナカ リュウジ 19分45秒 2 3 立川 大輝 タチカワ ダイキ 18分16秒

3 3 片桐 拓弥 カタギリ タクヤ 20分19秒 3 1 新澤 英典 シンザワ ヒデノリ 18分46秒

4 11 長瀬 雅洋 ナガセ マサヒロ 20分23秒 4 18 米山 雅浩 ヨネヤマ マサヒロ 18分49秒

5 12 石飛 朋宏 イシトビ トモヒロ 20分26秒 5 12 山田 聖之 ヤマダ マサユキ 18分51秒

6 9 加藤 慶三 カトウ ケイゾウ 20分45秒 6 13 中西 晋 ナカニシ ススム 18分51秒

7 7 魚返 慎也 オガエリ シンヤ 20分50秒 7 16 佐藤 忠男 サトウ タダオ 18分52秒

8 2 松浦 義人 マツウラ ヨシト 21分07秒 8 14 高橋 裕次郎 タカハシ ユウジロウ 19分04秒

9 8 清水 友美 シミズ トモミ 21分20秒 9 8 田村 一也 タムラ カズヤ 19分11秒

10 13 宮川 凌介 ミヤカワ リョウスケ 21分29秒 10 17 村上 時弘 ムラカミ トキヒロ 19分21秒

11 17 梶原 進一 カジワラ シンイチ 21分59秒 11 11 松井 輝雄 マツイ テルオ 19分23秒

12 16 股野 善彦 マタノ ヨシヒコ 22分10秒 12 7 廣石 譲治 ヒロイシ ジョウジ 19分30秒

13 1 中山 蒼 ナカヤマ アオイ 22分22秒 13 22 天野 みなみ アマノ ミナミ 19分34秒

14 19 徳田 和美 トクダ カズミ 22分23秒 14 23 葛山 秀敏 カツラヤマ ヒデトシ 19分37秒

15 14 池田 秀一 イケダ シュウイチ 22分40秒 15 9 中元 隆 ナカモト タカシ 19分39秒

16 18 上岡 祐二 カミオカ ユウジ 22分43秒 16 19 田村 瑠紗 タムラ リサ 19分58秒

17 15 斉藤 美由紀 サイトウ ミユキ 22分55秒 17 20 國澤 徹雄 クニサワ テツオ 20分49秒

18 21 若松 徹 ワカマツ トオル 24分52秒 4 谷口 智哉 タニグチ トシヤ DNF

6 田中 久善 タナカ ヒサヨシ DNS 5 根元 香苗 ネモト カナエ DNS

10 嶋津 賢悟 シマヅ ケンゴ DNS 6 吉田 欣司 ヨシダ キンジ DNS

20 菅原 達也 スガワラ タツヤ DNS 10 藤木 真 フジキ マコト DNS

15 石川 修一 イシカワ シュウイチ DNS

21 中野 拓 ナカノ タク DNS

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

1 12 山本 祐輔 ヤマモト ユウスケ 17分06秒 1 1 武藤 有亮 ムトウ ユウスケ 15分36秒

2 2 片岡 圭 カタオカ ケイ 17分16秒 2 3 筒井 恵也 ツツイ ケイヤ 15分54秒

3 3 三橋 和弘 ミツハシ カズヒロ 17分36秒 3 6 新井 龍 アライ リョウ 15分59秒

4 11 安達 功 アダチ イサオ 17分38秒 4 8 佐藤 匠 サトウ タクミ 16分05秒

5 4 磯口 貴史 イソグチ タカフミ 17分40秒 5 12 柿沼 直樹 カキヌマ ナオキ 16分14秒

6 1 清水 聡 シミズ サトシ 17分45秒 6 5 牧野 巧 マキノ タクミ 16分37秒

7 15 竹内 崇馬 タケウチ ソウマ 17分46秒 7 10 塩田 巧 シオダ タクミ 16分40秒

8 5 國枝 洸希 クニエダ ヒロキ 17分50秒 8 9 阿部 祐樹 アベ ユウキ 16分40秒

9 19 古閑 祐輔 コガ ユウスケ 18分09秒 9 4 加藤 可己 カトウ ヨシキ 16分43秒

10 7 吉川 正治 キッカワ マサハル 18分12秒 10 17 佐々木 厚太 ササキ コウタ 17分06秒

11 10 友重 剛 トモシゲ タケシ 18分16秒 11 15 堀口 大介 ホリグチ ダイスケ 17分09秒

12 6 渡邉 学 ワタナベ マナブ 18分27秒 12 14 加藤 誠隆 カトウ セイリュウ 17分22秒

13 9 宮井 絢士朗 ミヤイ ケンシロウ 18分32秒 13 16 佐藤 平 サトウ タイラ 17分34秒

14 17 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 18分42秒 14 11 根子 琢行 ネコ タカユキ 17分40秒

15 18 江原 裕史 エハラ ユウジ 19分21秒 13 田島 祐介 タジマ ユウスケ DNF

16 13 篠田 隆之 シノダ タカユキ 19分56秒 19 菅原 伸明 スガワラ ノブアキ DNF

14 島田 健太郎 シマダ ケンタロウ DNF 2 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ DNS

8 小長根 広貴 コナガネ ヒロキ DNS 7 大沼 生 オオヌマ アラタ DNS

16 牧野 渡 マキノ ワタル DNS


