
2021年12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 1 角田 寛維 ツノダ カンスケ 3分25秒

2 2 角田 旺翼 ツノダ オウスケ 3分44秒

3 3 加藤 瑞稀 カトウ ミズキ 3分45秒

4 7 山田 真稟 ヤマダ マリン 4分45秒

5 4 山田 陽愛 ヤマダヒヨリ 4分46秒

6 5 山田 海遼 ヤマダ カイリョウ 4分47秒

7 6 山田 琉太郎 ヤマダ リュウタロウ 4分50秒

8 8 山口 真依 ヤマグチ マイ 5分09秒

第１５回　まるおカップ



2021年12月11日
於：舎人公園陸上競技場第１５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 鈴木 友也 スズキ トモヤ 4分55秒 1 1 内野 裕介 ウチノ ユウスケ 4分14秒

2 2 本多 世史三 ホンダ ヨシミ 4分55秒 2 6 田邊 智哉 タナベ トモヤ 4分26秒

3 5 種田 達也 タネダ タツヤ 4分59秒 3 4 中水 佑 ナカミズ ユウ 4分28秒

4 1 村松 健 ムラマツ ケン 4分59秒 4 5 林 勇輝 ハヤシ ユウキ 4分29秒

5 4 山田 聖之 ヤマダ マサユキ 5分11秒 5 9 大囿 葵 オオゾノ アオイ 4分52秒

6 7 下村 美幸 シモムラ ミユキ 5分26秒 2 佐藤 壮 サトウ タケシ DNS

7 6 市川 英里香 イチカワ エリカ 5分28秒 3 西郷 孝一 サイゴウ タカヒト DNS

8 8 谷川 樺音 タニカワ カノン 5分41秒 7 小長根 広貴 コナガネ ヒロキ DNS

9 9 大上 翔子 オオウエ ショウコ 6分00秒 8 藤平 真ノ介 トウヘイ シンノスケ DNS



2021年12月11日
於：舎人公園陸上競技場第１５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 1 三橋 和弘 ミツハシ カズヒロ 9分54秒 1 4 内田 拓希 ウチダ ヒロキ 8分52秒

2 2 角田 和久 ツノダ カズヒサ 10分04秒 2 1 広井 海人 ヒロイ カイト 9分04秒

3 4 西澤 和俊 ニシザワ カズトシ 10分14秒 3 8 石渕 弘記 イシブチ ヒロキ 9分08秒

4 5 海老原 聖也 エビハラ セイヤ 10分26秒 4 5 宮本 健矢 ミヤモト ケンヤ 9分18秒

5 7 高嶋 大貴 タカシマ ダイキ 10分29秒 5 12 田島 祐介 タジマ ユウスケ 9分19秒

3 湯本 雅俊 ユモト マサトシ DNS 6 11 福島 広大 フクシマ コウダイ 9分31秒

6 米山 雅浩 ヨネヤマ マサヒロ DNS 7 13 千葉 純也 チバ ジュンヤ 9分39秒

8 田中 翔 タナカ ショウ DNS 8 10 竹内 大輝 タケウチ ダイキ 10分02秒

9 15 吉田 高量 ヨシダ タカカズ 10分16秒

2 大西 悠生 オオニシ ユウキ DNS

3 入江 龍成 イリエ リュウセイ DNS

6 飯田 勇希 イイダ ユウキ DNS

7 西郷 孝一 サイゴウ タカヒト DNS

9 美濃田 拓紀 ミノダ ヒロキ DNS

14 鈴木 光太郎 スズキ コウタロウ DNS



2021年12月11日
於：舎人公園陸上競技場第１５回　まるおカップ

５０００ｍ　ビギナー

順位 No. 氏 名 カ ナ 記録

1 1 香取 洋宣 カトリ ヒロノブ 23分23秒

2 3 榎戸 寧子 エノキド ヤスコ 24分09秒

3 2 小森 知彦 コモリ トモヒコ 24分20秒

4 5 森田 明日美 モリタ アスミ 27分25秒

5 4 齊藤 久子 サイトウ ヒサコ 27分42秒



2021年12月11日
於：舎人公園陸上競技場第１５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 伊藤 真和 イトウ マサカズ 19分32秒 1 5 高橋 秀一 タカハシ シュウイチ 17分58秒

2 2 萩原 陽一 ハギワラ ヨウイチ 19分33秒 2 2 北條 誠 ホウジョウ マコト 18分13秒

3 4 松浦 義人 マツウラ ヨシト 19分43秒 3 14 遊佐 慎 ユサ マコト 18分14秒

4 3 竹内 淳 タケウチ ジュン 19分48秒 4 1 小林 貴規 コバヤシ タカノリ 18分15秒

5 5 加藤 慶三 カトウ ケイゾウ 19分51秒 5 4 高嶋 大貴 タカシマ ダイキ 18分16秒

6 7 野入 久幸 ノイリ ヒサユキ 20分17秒 6 7 清野 淳也 セイノ ジュンヤ 18分17秒

7 10 高久 正幸 タカク マサユキ 20分35秒 7 18 武田 和也 タケダ カズヤ 18分25秒

8 16 椎名 誠二 シイナ セイジ 20分43秒 8 17 松本 真 マツモト マコト 18分28秒

9 13 梶原 進一 カジワラ シンイチ 20分47秒 9 19 小渡 勉 コワタリ ツトム 18分34秒

10 14 佐藤 陽介 サトウ ヨウスケ 20分55秒 10 22 東山 雄次 ヒガシヤマ ユウジ 18分39秒

11 9 股野 善彦 マタノ ヨシヒコ 21分14秒 11 16 秋山 和彦 アキヤマ カズヒコ 18分41秒

12 12 徳田 和美 トクダ カズミ 21分06秒 12 11 谷口 智哉 タニグチ トシヤ 18分44秒

13 17 青野 泉 アオノ イズミ 22分06秒 13 27 松井 弦 マツイ ユヅル 18分45秒

14 11 清水 友美 シミズ トモミ 22分13秒 14 13 中元 隆 ナカモト タカシ 18分46秒

15 19 二宮 文 ニノミヤ アヤ 22分18秒 15 10 山本 信 ヤマモト マコト 18分47秒

16 20 下澤 秀幸 シモザワ ヒデユキ 22分19秒 16 30 乙崎 健一 オトザキ ケンイチ 18分48秒

17 18 上岡 祐二 カミオカ ユウジ 22分34秒 17 26 宮澤 一輝 ミヤザワ カズキ 18分55秒

18 21 本田 牧子 ホンダ マキコ 22分41秒 18 8 山本 芳則 ヤマモト ヨシノリ 19分06秒

6 籾山 裕次 モミヤマ ユウジ DNS 19 29 小甲 将史 コカブ マサシ 19分14秒

8 笠原 篤 カサハラ アツシ DNS 20 21 村松 健 ムラマツ ケン 19分15秒

15 池田 秀一 イケダ シュウイチ DNS 21 24 神保 元一 ジンボ ゲンイチ 19分19秒

22 若松 徹 ワカマツ トオル DNS 22 9 野村 洋一 ノムラ ヨウイチ 19分33秒

23 12 赤羽 悠 アカハネ ヒサシ 19分44秒

24 15 廣石 譲治 ヒロイシ ジョウジ 19分53秒

25 23 高須 進一 タカス シンイチ 20分02秒

26 25 武田 亮平 タケダ リョウヘイ 20分14秒

27 31 水口 直樹 ミズグチ ナオキ 20分21秒

28 20 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウ 20分49秒

3 米山 雅浩 ヨネヤマ マサヒロ 34分05秒

6 天野 淳一 アマノ ジュンイチ 34分06秒

28 大槻 知史 オオツキ サトシ DNS



2021年12月11日
於：舎人公園陸上競技場第１５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 33 福元 翔輝 フクモト ショウキ 16分18秒 1 4 内田 拓希 ウチダ ヒロキ 14分56秒

2 4 並河 大樹 ナミカワ ダイキ 16分20秒 2 2 大谷 宗平 オオタニ シュウヘイ 15分07秒

3 2 大沼 生 オオヌマ アラタ 16分22秒 3 8 大関 喜幸 オオセキ ヨシユキ 15分17秒

4 9 金子 貴英 カネコ タカヒデ 16分36秒 4 9 和田 雄祐 ワダ ユウスケ 15分42秒

5 3 中水 佑 ナカミズ ユウ 16分39秒 5 3 鬼木 悠貴 オニキ ユウキ 15分46秒

6 19 菅原 伸明 スガワラ ノブアキ 16分57秒 6 7 島田 仁 シマダ ジン 15分48秒

7 16 吉田 京介 ヨシダ キョウスケ 17分08秒 7 14 岡北 慎司 オカキタ シンジ 15分53秒

8 6 根子 琢行 ネコ タカユキ 17分09秒 8 22 丸山 翔太郎 マルヤマ ショウタロウ 15分54秒

9 14 鈴木 英明 スズキ ヒデアキ 17分12秒 9 12 枝吉 太郎 エダヨシ タロウ 15分54秒

10 25 村上 剛司 ムラカミ タカシ 17分18秒 10 20 浅井 創太 アサイ ソウタ 15分55秒

11 26 井野 寛司 イノ カンジ 17分19秒 11 16 阿南 大輔 アナン ダイスケ 15分57秒

12 12 山口 達矢 ヤマグチ タツヤ 17分20秒 12 19 藤代 大輝 フジシロ ダイキ 15分58秒

13 17 竹内 良彰 タケウチ ヨシアキ 17分28秒 13 17 保土田 巧 ホドダ タクミ 16分06秒

14 11 立川 大輝 タチカワ ダイキ 17分30秒 14 21 今村 匠 イマムラ タクミ 16分09秒

15 22 酒井 拓磨 サカイ タクマ 17分33秒 15 18 堀内 翔太 ホリウチ ショウタ 16分11秒

16 23 澤田 真也 サワダ シンヤ 17分34秒 16 11 竹中 陽平 タケナカ ヨウヘイ 16分39秒

17 8 笠谷 駿介 カサヤ シュンスケ 17分36秒 5 枡本 裕真 マスモト ユウマ DNF

18 15 古閑 祐輔 コガ ユウスケ 17分42秒 6 井上 崇 イノウエ タカシ DNF

19 31 本多 世史三 ホンダ ヨシミ 17分49秒 10 高澤 啓之 タカサワ ヒロユキ DNF

20 20 篠原 聡 シノハラ サトシ 17分52秒 15 萩原 祐介 ハギワラ ユウスケ DNF

21 24 赤坂 祐二 アカサカ ユウジ 17分57秒 23 鈴木 大樹 スズキ ヒロキ DNF

22 29 船越 賢 フナコシ ケン 18分07秒 24 五木田 駿 ゴキタ シュン DNF

23 10 島田 健太郎 シマダ ケンタロウ 18分09秒 26 田村 嘉浩 タムラ ヨシヒロ DNF

24 18 山崎 省吾 ヤマザキ ショウゴ 18分09秒 1 堀 貴博 ホリ タカヒロ DNS

25 30 小田切 大城 オタギリ ダイキ 18分13秒 13 浜野 雄大 ハマノ ユウダイ DNS

26 27 小渡 一馬 コワタリ カズマ 18分21秒 25 阿部 祐樹 アベ ユウキ DNS

27 28 小山 拓巳 コヤマ タクミ 18分23秒

28 32 鈴木 友也 スズキ トモヤ 18分37秒

13 田島 祐介 タジマ ユウスケ DNF

1 村川 雄一 ムラカワ ユウイチ DNS

5 灰谷 知純 ハイタニ トモスミ DNS

7 増田 翔 マスダ ショウ DNS

21 鈴木 光太郎 スズキ コウタロウ DNS


