
2021年10月23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 角田 寛維 ツノダ カンスケ 3分40秒

2 2 角田 旺翼 ツノダ オウスケ 3分54秒

3 4 森 駿樹 モリ チサ 4分30秒

4 5 高久 愛菜 タカク マナ 4分55秒

5 6 山田 真稟 ヤマダ マリン 5分04秒

6 7 山田 海遼 ヤマダ カイリョウ 5分05秒

3 加藤 瑞稀 カトウ ミズキ DNS

第１４回　まるおカップ



2021年10月23日
於：舎人公園陸上競技場第１４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 8 後藤 明成 ゴトウ アキナリ 4分53秒 1 2 奥村 健広 オクムラ タツヒロ 4分15秒

2 2 塩見 昌人 シオミ マサト 5分02秒 2 1 沖本 聖射 オキモト セイヤ 4分20秒

3 4 遊佐 慎 ユサ マコト 5分05秒 3 7 藤代 大輝 フジシロ ダイキ 4分30秒

4 7 志村 智久 シムラ トモヒサ 5分08秒 4 8 阿部 祐樹 アベ ユウキ 4分32秒

5 14 山田 聖之 ヤマダ マサユキ 5分12秒 5 6 本長谷 好富 モトハセ ヨシトミ 4分37秒

6 5 小渡 一馬 コワタリ カズマ 5分16秒 6 5 柳沢 薫 ヤナギサワ カオル 4分37秒

7 12 島村 啓周 シマムラ ヒロチカ 5分20秒 7 14 庄司 俊介 ショウジ シュンスケ 4分38秒

8 3 村松 健 ムラマツ ケン 5分20秒 8 10 紺野 亘介 コンノ コウスケ 4分40秒

9 13 小渡 勉 コワタリ ツトム 5分21秒 9 12 大久保 由紀夫 オオクボ ユキオ 4分40秒

10 6 種田 達也 タネダ タツヤ 5分22秒 10 9 小島 洋平 コジマ ヨウヘイ 4分42秒

11 10 前田 健輔 マエダ ケンスケ 5分26秒 11 11 千葉 純也 チバ ジュンヤ 4分43秒

12 9 原田 有毅 ハラダ ユウキ 5分29秒 12 13 小堀 光 コボリ ヒカリ 4分43秒

13 15 田中 久善 タナカ ヒサヨシ 5分30秒 13 16 岩崎 翔平 イワサキ ショウヘイ 4分48秒

14 16 青野 泉 アオノ イズミ 6分01秒 14 19 佐々木 厚太 ササキ コウタ 4分50秒

1 森 雅史 モリ マサシ DNS 15 18 伊藤 優 イトウ ユウ 4分54秒

11 田村 瑠紗 タムラ リサ DNS 16 20 向野 宝 ムカノ タカラ 4分56秒

17 21 八木 敏英 ヤギ トシヒデ 5分05秒

3 竹中 陽平 タケナカ ヨウヘイ DNS

4 石ヶ守 直希 イシガモリ ナオキ DNS

15 鳥羽 奏太 トバ カナタ DNS

17 西澤 和俊 ニシザワ カズトシ DNS



2021年10月23日
於：舎人公園陸上競技場第１４回　まるおカップ

３０００ｍ
まるおカップ記録(GR) 8分39秒 小川 真誉 第14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 角田 和久 ツノダ カズヒサ 10分11秒 1 1 小川 真誉 オガワ マヨ 8分39秒 GR

2 5 田中 翔 タナカ ショウ 10分42秒 2 3 藤原 友章 フジワラ トモアキ 8分57秒

3 4 米山 雅浩 ヨネヤマ マサヒロ 10分48秒 3 2 平野 慶介 ヒラノ ケイスケ 9分03秒

4 11 佐藤 忠男 サトウ タダオ 10分51秒 4 4 森 健也 モリ ケンヤ 9分10秒

5 9 飯田 健太郎 イイダ ケンタロウ 10分56秒 5 9 佐藤 壮 サトウ タケシ 9分15秒

6 10 広瀬 和也 ヒロセ カズヤ 10分56秒 6 6 麻田 悠馬 アサダ ユウマ 9分17秒

7 12 瀬尻 健太郎 セジリ ケンタロウ 11分07秒 7 7 土屋 舜太朗 ツチヤ シュンタロウ 9分22秒

8 15 松井 弦 マツイ ユヅル 11分10秒 8 10 磯 朋希 イソ トモキ 9分25秒

9 13 山田 聖之 ヤマダ マサユキ 11分24秒 9 13 須田 由太 スダ ユウタ 9分28秒

10 20 山田 史絵 ヤマダ シエ 11分59秒 10 15 中本 雄大 ナカモト ユウタ 9分30秒

11 8 田中 佑磨 タナカ ユウマ 12分00秒 11 8 柳沢 薫 ヤナギサワ カオル 9分31秒

12 16 田中 久善 タナカ ヒサヨシ 12分05秒 12 14 座間 保成 ザマ ヤスナリ 9分35秒

13 18 森 千紗 モリ チサ 12分30秒 13 19 本長谷 好富 モトハセ ヨシトミ 10分02秒

14 19 市川 圭一 イチカワ ケイイチ 12分42秒 14 20 小田 恵梨 オダ エリ 10分16秒

15 17 阿部 明美 アベ アケミ 13分20秒 5 飯田 勇希 イイダ ユウキ DNS

1 紺野 亘介 コンノ コウスケ DNS 11 森 雅俊 モリ マサトシ DNS

2 西澤 和俊 ニシザワ カズトシ DNS 12 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ DNS

6 鮒子田 麻衣 フシタ マイ DNS 16 鳥居 邦彦 トリイ クニヒコ DNS

7 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウ DNS 17 中山 貴史 ナカヤマ タカシ DNS

14 山口 元 ヤマグチ ハジメ DNS 18 福島 広大 フクシマ コウダイ DNS



2021年10月23日
於：舎人公園陸上競技場第１４回　まるおカップ

５０００ｍ　ビギナー

順位 No. 氏 名 カ ナ 記録

1 3 碓氷 眞子 ウスイ マコ 23分52秒

2 1 小柳 肇 コヤナギ ハジメ 23分54秒

3 5 足立 朋生 アダチ トモオ 24分04秒

4 7 香取 洋宣 カトリ ヒロノブ 24分07秒

5 4 小森 知彦 コモリ トモヒコ 24分11秒

6 6 藤田 洋一 フジタ ヨウイチ 24分17秒

7 2 杉山 佐知 スギヤマ サチ 25分17秒

8 8 榎戸 寧子 エノキド ヤスコ 25分20秒

9 10 一言 庸夫 ヒトコト ツネオ 25分49秒

10 9 徳田 孝枝 トクダ タカエ 27分27秒

11 11 森田 明日美 モリタ アスミ 29分32秒



2021年10月23日
於：舎人公園陸上競技場第１４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 6 平野 健比古 ヒラノ タケヒコ 19分21秒 1 14 立川 大輝 タチカワ ダイキ 17分40秒

2 2 清水 修 シミズ オサム 19分26秒 2 5 工藤 建太郎 クドウ ケンタロウ 17分43秒

3 13 魚返 慎也 オガエリ シンヤ 19分44秒 3 7 友重 剛 トモシゲ タケシ 17分46秒

4 11 中山 蒼 ナカヤマ アオイ 19分49秒 4 9 古閑 祐輔 コガ ユウスケ 17分53秒

5 3 島村 啓周 シマムラ ヒロチカ 19分59秒 5 16 志村 智久 シムラ トモヒサ 17分54秒

6 18 松浦 義人 マツウラ ヨシト 20分06秒 6 11 小林 荘一郎 コバヤシ ソウイチロウ 17分55秒

7 15 加藤 慶三 カトウ ケイゾウ 20分10秒 7 1 竹内 良彰 タケウチ ヨシアキ 18分10秒

8 10 石飛 朋宏 イシトビ トモヒロ 20分20秒 8 2 武部 健一 タケベ ケンイチ 18分10秒

9 9 半谷 謙寿 ハンガイ ケンジュ 20分48秒 9 10 江原 裕史 エハラ ユウジ 18分12秒

10 12 磯崎 学 イソザキ マナブ 20分51秒 10 22 鎌田 崚生 カマダ リョウ 18分15秒

11 27 大塚 邦幸 オオツカ クニユキ 20分55秒 11 4 八巻 太郎 ヤマキ タロウ 18分16秒

12 16 菅原 勝 スガハラ マサル 20分59秒 12 21 平谷 健 ヒラタニ ケン 18分18秒

13 21 笠原 篤 カサハラ アツシ 21分22秒 13 12 合田 なぎさ ゴウダ ナギサ 18分22秒

14 17 市川 圭一 イチカワ ケイイチ 21分28秒 14 34 米山 雅浩 ヨネヤマ マサヒロ 18分36秒

15 7 松本 涼 マツモト スズ 21分35秒 15 19 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 18分38秒

16 23 徳田 和美 トクダ カズミ 21分44秒 16 35 吉川 正治 キッカワ マサハル 18分39秒

17 22 田村 孝志 タムラ タカシ 21分55秒 17 28 鈴木 裕司 スズキ ユウジ 18分39秒

18 8 清水 孝行 シミズ タカユキ 22分08秒 18 18 野村 洋一 ノムラ ヨウイチ 18分40秒

19 26 松本 孝一 マツモト コウイチ 22分50秒 19 8 吉本 峰登 ヨシモト ミネト 18分41秒

20 20 森 正行 モリ マサユキ 22分51秒 20 30 中元 隆 ナカモト タカシ 18分46秒

21 19 石井 正樹 イシイ マサキ 23分12秒 21 27 横山 剛 ヨコヤマ ツヨシ 18分47秒

22 25 上岡 祐二 カミオカ ユウジ 23分49秒 22 3 川西 宏幸 カワニシ ヒロユキ 18分49秒

5 北村 一誠 キタムラ カズモト DNF 23 6 森本 健太郎 モリモト ケンタロウ 18分53秒

1 田村 瑠紗 タムラ リサ DNS 24 36 高橋 裕次郎 タカハシ ユウジロウ 18分54秒

4 萩野谷 賢太 ハギノヤ ケンタ DNS 25 24 赤羽 悠 アカハネ ヒサシ 19分14秒

14 本田 牧子 ホンダ マキコ DNS 26 32 阿部 泰之 アベ ヤスユキ 19分17秒

24 斉藤 美由紀 サイトウ ミユキ DNS 27 41 鹿島 政洋 カシマ マサヒロ 19分21秒

28 42 吉野 匠 ヨシノ タクミ 19分21秒

29 29 小池 健司 コイケ ケンジ 19分22秒

30 38 葛山 秀敏 カツラヤマ ヒデトシ 19分31秒

31 13 八木 敏英 ヤギ トシヒデ 19分43秒

32 40 田口 明 タグチ アキラ 19分44秒

33 25 廣石 譲治 ヒロイシ ジョウジ 19分51秒

34 33 桑形 雅臣 クワガタ マサオミ 20分01秒

35 26 安達 博之 アダチ ヒロユキ 20分13秒

36 43 藤井 芳佳 フジイ ヨシカ 20分46秒

39 中光 和裕 ナカミツ カズヒロ DNF

15 西澤 和俊 ニシザワ カズトシ DNS

17 城田 泰久 シロタ ヤスヒサ DNS

20 谷口 智哉 タニグチ トシヤ DNS

23 佐久間 清孝 サクマ キヨタカ DNS

31 村上 時弘 ムラカミ トキヒロ DNS

37 酒井 和輝 サカイ カズキ DNS



2021年10月23日
於：舎人公園陸上競技場第１４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 1 柿沼 直樹 カキヌマ ナオキ 15分47秒 1 5 小山 大輝 コヤマ ダイキ 14分53秒

2 4 枝吉 太郎 エダヨシ タロウ 16分05秒 2 7 荒幡 寛人 アラハタ ヒロト 15分03秒

3 7 須田 由太 スダ ユウタ 16分06秒 3 2 堀 貴博 ホリ タカヒロ 15分03秒

4 3 高橋 勇気 タカハシ ユウキ 16分25秒 4 8 阿部 圭吾 アベ ケイゴ 15分08秒

5 5 上川 英一郎 カミカワ エイイチロウ 16分27秒 5 3 枡本 裕真 マスモト ユウマ 15分24秒

6 11 阿部 祐樹 アベ ユウキ 16分28秒 6 9 武藤 有亮 ムトウ ユウスケ 15分27秒

7 6 鈴木 大樹 スズキ ヒロキ 16分32秒 7 14 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ 15分29秒

8 22 大河原 瑛一 オオカワラ エイチ 16分39秒 8 4 伊澤 優人 イザワ マサト 15分34秒

9 15 小畑 光城 オバタ ミツシロ 16分40秒 9 6 平野 慶介 ヒラノ ケイスケ 15分36秒

10 8 高橋 達也 タカハシ タツヤ 16分43秒 10 11 河西 希隆 カサイ キリュウ 15分38秒

11 19 村川 雄一 ムラカワ ユウイチ 16分48秒 11 12 安田 京介 ヤスダ キョウスケ 15分39秒

12 9 天貝 諭史 アマガイ サトシ 16分49秒 12 23 新井 龍 アライ リョウ 15分40秒

13 26 品田 大輝 シナダ ダイキ 16分51秒 13 18 飯田 康平 イイダ コウヘイ 15分40秒

14 25 畠山 康平 ハタケヤマ コウヘイ 16分51秒 14 19 萩原 祐介 ハギワラ ユウスケ 15分45秒

15 41 一宮 直人 イチミヤ ナオト 16分51秒 15 15 関口 知宏 セキグチ トモヒロ 15分46秒

16 34 安達 功 アダチ イサオ 16分52秒 16 21 伊東 修平 イトウ シュウヘイ 15分51秒

17 16 竹村 渉 タケムラ ワタル 16分52秒 17 10 三木 良太 ミキ リョウタ 15分56秒

18 12 増田 修平 マスダ シュウヘイ 16分52秒 18 24 美濃田 拓紀 ミノダ ヒロキ 16分01秒

19 13 保土田 巧 ホドダ タクミ 16分53秒 19 26 加藤 可己 カトウ ヨシキ 16分04秒

20 20 向井 陸 ムカイ リク 16分54秒 20 25 阿南 大輔 アナン ダイスケ 16分10秒

21 28 篠原 宗徳 シノハラ ムネノリ 16分55秒 21 28 幡谷 原太 ハタヤ ゲンタ 16分24秒

22 10 古城戸 真之 フルキド マサユキ 16分55秒 22 22 保土田 巧 ホドダ タクミ 16分37秒

23 35 松本 健二 マツモト ケンジ 16分56秒 23 27 大沼 生 オオヌマ アラタ 17分19秒

24 18 根子 琢行 ネコ タカユキ 17分00秒 1 横内 悠 ヨコウチ ユウ DNF

25 27 堀口 大介 ホリグチ ダイスケ 17分03秒 13 島田 仁 シマダ ジン DNF

26 23 石田 常竹 イシダ ツネタケ 17分13秒 29 渡邉 将太 ワタナベ ショウタ DNF

27 29 小堀 光 コボリ ヒカリ 17分26秒 16 小檜山 江未留 コビヤマ エミル DNS

28 30 梅谷 公哉 ウメタニ キミヤ 17分32秒 17 松ヶ野 毅 マツガノ タケル DNS

29 40 山多 慶彦 ヤマタ ヨシヒコ 17分39秒 20 山嵜 大輔 ヤマサキ ダイスケ DNS

30 38 矢澤 文朗 ヤザワ フミロウ 17分42秒 30 石井 圭一 イシイ ケイイチ DNS

31 37 島田 和幸 シマダ カズユキ 17分53秒

32 31 笠谷 駿介 カサヤ シュンスケ 17分54秒

33 39 高嶋 大貴 タカシマ ダイキ 17分58秒

34 33 谷本 憲太郎 タニモト ケンタロウ 18分02秒

35 36 向野 宝 ムカノ タカラ 18分05秒

21 竹内 大輝 タケウチ ダイキ DNF

24 箱崎 怜 ハコザキ サトシ DNF

2 木幡 沢也 コハタ タクヤ DNS

14 秦 一馬 ハタ カズマ DNS

17 田村 嘉浩 タムラ ヨシヒロ DNS

32 福島 広大 フクシマ コウダイ DNS


