
種目（男女） 組 スタート時間 受付締切 最終招集 エントリー数

キッズ1000ｍ 1組 11:00 10:30 10:55 11名

1000ｍ 1組 11:30 11:00 11:25 19名

1000ｍ 2組 11:40 11:10 11:35 19名

1500ｍ 1組 12:00 11:30 11:55 26名

1500ｍ 2組 12:20 11:50 12:15 16名

5000ｍ 1組 13:00 12:30 12:55 30名

5000ｍ 2組 13:35 13:05 13:30 43名

5000ｍ 3組 14:00 13:30 13:55 37名

■日時：2021年5月30日（日）　11時00分～14時30分　

■会場：舎人公園陸上競技場

■種目：キッズ1000mチャレンジ／1000ｍ／1500ｍ／5000ｍ

■受付：10時00分～スタート時間３０分前迄

アラプラスチャレンジ ドリームディスタンス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【注意事項】

・ナンバーカード（胸）および参加賞は当日受付の際に配付します。

・招集は受付時の一次招集（レース30分前まで）と、スタート地点での二次招集（レース5分前）が

　あります。遅れないように集合してください。

・当イベントはスポーツ傷害保険（傷害、熱中症）加入済みです。

・計測は「ナンバーカードに貼付タイプの計測チップ」を使用します。ゴール後必ず返却願います。

・レース結果（速報版）は大会当日に会場に「掲示」するとともに「記録証」にて発行いたします。

・後日主催者ウェブサイトへ確定版を掲載します。

　　　　　　　アラプラスチャレンジ ドリームディスタンス事務局

　　　　https://www.dream-assist-club.com/alapluschallenge

≪タイムスケジュール≫

【表彰】11:15～キッズ1000ｍチャレンジ

【表彰】各組トップ賞男女・ゴール後表彰～1000ｍチャレンジの部

【表彰】各組トップ賞男女・ゴール後表彰～1500ｍチャレンジの部

【表彰】各組トップ賞男女・ゴール後表彰～5000ｍチャレンジの部



No ナンバーカード表示名 氏名 カナ 性別 学年 目標タイム

1 KOUMA 齋藤 煌真 サイトウ コウマ 男性 小学5年生 3分15秒

2 NARUMI 麻生 成美 アソウ ナルミ 女性 小学6年生 3分15秒

3 18 田村 俊輔 タムラ シュンスケ 男性 小学6年生 3分18秒

4 cocona 佐藤 心結 サトウ ココナ 女性 小学6年生 3分20秒

5 DAISUKE 野口 大輔 ノグチ ダイスケ 男性 小学5年生 3分30秒

6 3 鈴木 航太郎 スズキ コウタロウ 男性 小学6年生 3分45秒

7 RYUTARO 浅上 龍太郎 アサガミ リュウタロウ 男性 小学4年生 3分59秒

8 SUZUKI 鈴木 健太 スズキ ケンタ 男性 小学6年生 4分20秒

9 8 鈴木 優介 スズキ ユウスケ 男性 小学3年生 5分00秒

10 SOU 外山 想 トヤマ ソウ 男性 小学1年生 6分00秒

11 Rinto 川井 凜斗 カワイ リント 男性 小学1年生 7分00秒

■種目：キッズ1000mタイムチャレンジ ■男女：１組

アラプラスチャレンジ ドリームディスタンス

スタート時刻　11:00

■ペースメーカー

❶3分15秒　❷3分20秒　❸3分30秒　❹3分45秒　❺4分00秒　❻4分20秒　❼5分00秒



No ナンバーカード表示名 氏名 カナ 性別 目標タイム

1 KAISHIRO 江島 改志郎 エシマ カイシロウ 男性 3分09秒

2 KOBAYASHI 小林 智行 コバヤシ トモユキ 男性 3分10秒

3 ts 高須 進一 タカス シンイチ 男性 3分10秒

4 MATSUKEN 村松 健 ムラマツ ケン 男性 3分10秒

5 SAEKI 佐伯 智 サエキ サトシ 男性 3分10秒

6 ORYU 小山内 龍一 オサナイ リュウイチ 男性 3分11秒

7 Kyohei 松本 郷平 マツモト キョウヘイ 男性 3分20秒

8 Miki 池田 美樹 イケダ ミキ 女性 3分25秒

9 SHIMAZAKI 島崎 直明 シマザキ ナオアキ 男性 3分30秒

10 my 山下 美智子 ヤマシタ ミチコ 女性 3分30秒

11 Yuya 石田 勇矢 イシダ ユウヤ 男性 3分40秒

12 Saya 石田 咲綾 イシダ サヤ 女性 3分40秒

13 YUTA 遠藤 優太 エンドウ ユウタ 男性 3分45秒

14 SAYAKA 湊 さやか ミナト サヤカ 女性 4分10秒

15 KANAE 山崎 香奈絵 ヤマザキ カナエ 女性 4分20秒

16 MIKAMI 三上千尋 ミカミ 女性 4分30秒

17 MATSUOKA 松岡 茂樹 マツオカ シゲキ 男性 4分30秒

18 AKIRA 深井 昭 フカイ アキラ 男性 4分40秒

19 Miri 川井 美莉 カワイ ミリ 女性 7分00秒

■ペースメーカー

❶3分10秒　❷3分20秒　❸3分30秒　❹3分40秒　❺4分10秒　❻4分30秒　❼LF

■種目：1000mタイムチャレンジ ■男女：１組

アラプラスチャレンジ ドリームディスタンス

スタート時刻　11:30



No ナンバーカード表示名 氏名 カナ 性別 目標タイム

1 TOYAMAX 外山 高広 トヤマ タカヒロ 男性 2分38秒

2 KANZAKI 神崎 仁利 カンザキ マサトシ 男性 2分45秒

3 Katabee 形部 旭 カタベ アサヒ 男性 2分45秒

4 URA 浦霧 誠也 ウラギリ セイヤ 男性 2分45秒

5 U1 村川 雄一 ムラカワ ユウイチ 男性 2分47秒

6 TORI 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト 男性 2分47秒

7 SHINSAKU 西川 晋作 ニシカワ シンサク 男性 2分49秒

8 TSUBOCHI 坪地 宏嘉 ツボチ ヒロヨシ 男性 2分49秒

9 KOBO 小堀 光 コボリ ヒカリ 男性 2分50秒

10 Kawai 川井 勉 カワイ ツトム 男性 2分53秒

11 HASUMITOSHIAKI 蓮見 俊彰 ハスミ トシアキ 男性 2分55秒

12 koku 石澤 毅士 コクザワ ツヨシ 男性 2分55秒

13 KentaroKawamura 川村 健太郎 カワムラ ケンタロウ 男性 2分57秒

14 kuga 佐藤 空神 サトウ クウガ 男性 2分57秒

15 Yuta 村上 勇太 ムラカミ ユウタ 男性 2分58秒

16 ONO 小野 昭弘 オノ アキヒロ 男性 2分59秒

17 KOUICHI 中田 康一 ナカダ コウイチ 男性 3分00秒

18 TAME 佐藤 為 サトウ オサム 男性 3分00秒

19 Chono 丁野 克己 チョウノ カツミ 男性 3分00秒

■種目：1000mタイムチャレンジ ■男女：２組

アラプラスチャレンジ ドリームディスタンス

スタート時刻　11:40

■ペースメーカー

❶2分38秒　❷2分45秒　❸2分50秒　❹2分55秒　❺3分00秒



No ナンバーカード表示名 氏名 カナ 性別 目標タイム

1 ZONO 中薗 茂樹 ナカゾノ シゲキ 男性 4分59秒

2 ENDO 遠藤 雅広 エンドウ マサヒロ 男性 5分00秒

3 SUNADA 砂田貴裕 スナダ タカヒロ 男性 5分00秒

4 Kyohei 松本 郷平 マツモト キョウヘイ 男性 5分00秒

5 SHIMAZAKI 島崎 直明 シマザキ ナオアキ 男性 5分00秒

6 UEDA 上田 浩 ウエダ ヒロシ 男性 5分00秒

7 HIDE 田口 英明 タグチ ヒデアキ 男性 5分00秒

8 YAMADA 山田尚宏 ヤマダナオヒロ 男性 5分00秒

9 MIHO 川西美穂 カワニシミホ 女性 5分00秒

10 KISHIDA 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ 男性 5分05秒

11 OKADA 岡田 拓也 オカダ タクヤ 男性 5分05秒

12 OSIGE 狩谷 茂一 カリヤ シゲカズ 男性 5分08秒

13 KenzoYaritani 鎗谷 賢三 ヤリタニ ケンゾウ 男性 5分10秒

14 HARADA 原田 有毅 ハラダ ユウキ 男性 5分10秒

15 TAKUMI 吉野 匠 ヨシノ タクミ 男性 5分10秒

16 NOBU 天笠 伸行 アマガサ ノブユキ 男性 5分15秒

17 ISAO 佐々木 勲 ササキ イサオ 男性 5分20秒

18 YOSHIAKI 上原 陽明 ウエハラ ヨシアキ 男性 5分30秒

19 KEITA 片柳 恵太 カタヤナギケイタ 男性 5分30秒

20 TSUKIOKA 月岡 崇 ツキオカ タカシ 男性 5分30秒

21 KURODA 黒田 健介 クロダ ケンスケ 男性 5分45秒

22 MASAKO 片柳雅子 カタヤナギマサコ 女性 5分45秒

23 YUTA 遠藤 優太 エンドウ ユウタ 男性 5分45秒

24 my 山下 美智子 ヤマシタ ミチコ 女性 5分45秒

25 NaoyukiTakahashi 高橋 尚之 タカハシ ナオユキ 男性 6分00秒

26 MINESHIMA 峯島なつみ ミネシマ 女性 6分00秒

アラプラスチャレンジ ドリームディスタンス

スタート時刻　12:00

■種目：1500mタイムチャレンジ ■男女：1組

■ペースメーカー

❶5分00秒　❷5分10秒　❸5分20秒　❹5分30秒　❺5分45秒



No ナンバーカード表示名 氏名 カナ 性別 目標タイム

1 kairi 丸山 開陸 マルヤマ カイリ 男性 4分02秒

2 takashi 戸田 昂 トダ タカシ 男性 4分20秒

3 URA 浦霧 誠也 ウラギリ セイヤ 男性 4分20秒

4 HIROKI 河西 博希 カワニシ ヒロキ 男性 4分20秒

5 tsushima 津嶋 義和 ツシマ ヨシカズ 男性 4分25秒

6 VERDY 笠谷 駿介 カサヤ シュンスケ 男性 4分25秒

7 Riku 向井 陸 ムカイ リク 男性 4分25秒

8 hojo 北條 文隆 ホウジョウ フミタカ 男性 4分30秒

9 SAKAHIKO46 坂上 貴彦 サカウエ タカヒコ 男性 4分30秒

10 ARAIHIROYUKI 新井 裕之 アライ ヒロユキ 男性 4分30秒

11 ARAIHARUTO 新井 陽翔 アライ ハルト 男性 4分30秒

12 KATO 加藤 可己 カトウ ヨシキ 男性 4分30秒

13 KANJI 井野 寛司 イノ カンジ 男性 4分35秒

14 TOYOHITO 宅島豊人 タクシマトヨヒト 男性 4分38秒

15 yuta 鈴木 祐太 スズキ ユウタ 男性 4分50秒

16 SAEKI 佐伯 智 サエキ サトシ 男性 4分50秒

アラプラスチャレンジ ドリームディスタンス

スタート時刻　12:20

■種目：1500mタイムチャレンジ ■男女：2組

■ペースメーカー

❶4分02秒　❷4分20秒　❸4分30秒　❹4分45秒



No ナンバーカード表示名 氏名 カナ 性別 目標タイム

1 HIRO 齊藤 裕康 サイトウ ヒロヤス 男性 20分15秒

2 HISAOKAMAKURA 鎌倉 央雄 カマクラ ヒサオ 男性 20分30秒

3 YUJI 佐々木 有司 ササキ ユウジ 男性 20分30秒

4 ISHIMOTO 石元 理恵子 イシモト リエコ 女性 20分50秒

5 KAISHIRO 江島 改志郎 エシマ カイシロウ 男性 20分59秒

6 YUKI 手塚 友喜 テヅカ ユキ 女性 21分10秒

7 yuuji 上岡 祐二 カミオカ ユウジ 男性 21分15秒

8 Shiho 上村 志保 カミムラ シホ 女性 21分15秒

9 KAZUE 和田 和恵 ワダ カズエ 女性 21分15秒

10 kumanomi 池田 秀一 イケダ シュウイチ 男性 21分45秒

11 YUKIE 森 雪絵 モリ ユキエ 女性 21分50秒

12 shimoshimo 下重 貴子 シモシゲ タカコ 女性 22分00秒

13 takaaki 山田 孝章 ヤマダ タカアキ 男性 22分00秒

14 KANAYAKentaro 金谷 健太郎 カナヤ ケンタロウ 男性 22分00秒

15 Yukarin 今井 ゆかり イマイ ユカリ 女性 22分00秒

16 MATSUOKA 松岡 茂樹 マツオカ シゲキ 男性 22分00秒

17 KAORI 兵頭 かおり ヒョウドウ カオリ 女性 22分40秒

18 tosiee 伴 敏江 バン トシエ 女性 23分00秒

19 MIYAIRI 宮入 崇 ミヤイリ タカシ 男性 23分20秒

20 NAKAYAMA 中山 雅継 ナカヤマ マサツグ 男性 23分30秒

21 aki 小笠原 明子 オガサワラ アキコ 女性 23分30秒

22 KB 久保 直隆 クボ ナオタカ 男性 24分00秒

23 nmine 永峯 広己 ナガミネ ヒロキ 男性 24分00秒

24 SAYAKA 湊 さやか ミナト サヤカ 女性 24分30秒

25 TOMOMI 草野 知美 クサノ トモミ 女性 25分00秒

26 HOMMA 本間 悦弘 ホンマ エツヒロ 男性 25分00秒

27 AKIRA 深井 昭 フカイ アキラ 男性 25分30秒

28 yukko 清水 由紀子 シミズ ユキコ 女性 26分00秒

29 Buchi 桐渕 泰雄 キリブチ ヤスオ 男性 27分30秒

30 SHOTOGAWA 戸川 翔 トガワ ショウ 男性 30分00秒

アラプラスチャレンジ ドリームディスタンス

スタート時刻　13:00

■種目：5000mタイムチャレンジ ■男女：1組

■ペースメーカー

❶20分15秒　❷21分00秒　❸22分00秒　❹23分00秒　❺24分00秒　❻25分00秒



No ナンバーカード表示名 氏名 カナ 性別 目標タイム

1 KMT 小松靖史 コマツヤスシ 男性 18分10秒

2 kamii 上村 英生 カミムラ ヒデオ 男性 18分15秒

3 YUMA 松丸 勇馬 マツマル ユウマ 男性 18分20秒

4 AYABE 綾部しのぶ アヤベ シノブ 女性 18分20秒

5 MGORI 福島 暢紘 フクシマ ノブヒロ 男性 18分30秒

6 HIRAI 平井 陽介 ヒライ ヨウスケ 男性 18分30秒

7 SHIMAO 大嶋 悟 オオシマ サトル 男性 18分30秒

8 TOYTOY 豊田 祥平 トヨダ ショウヘイ 男性 18分30秒

9 KISHIDA 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ 男性 18分30秒

10 HIDE 田口 英明 タグチ ヒデアキ 男性 18分30秒

11 KANAZAWA 金澤幸一 カナザワコウイチ 男性 18分40秒

12 KEIKO 鶴谷 啓子 ツルヤ ケイコ 女性 18分45秒

13 MATSUKEN 村松 健 ムラマツ ケン 男性 18分45秒

14 KANJI 井野 寛司 イノ カンジ 男性 18分45秒

15 OSIGE 狩谷 茂一 カリヤ シゲカズ 男性 18分50秒

16 TAKUMI 吉野 匠 ヨシノ タクミ 男性 18分50秒

17 TSUKIOKA 月岡 崇 ツキオカ タカシ 男性 18分50秒

18 Rin-aKato 加藤 倫亜 カトウ リンア 男性 19分00秒

19 MINA 坂本 美奈 サカモト ミナ 女性 19分00秒

20 ZAKIYAMA 山崎 忠勝 ヤマザキ タダマサ 男性 19分00秒

21 myaco 辻 麻結子 ツジ マユコ 女性 19分00秒

22 TAME 佐藤 為 サトウ オサム 男性 19分00秒

23 MIHO 川西美穂 カワニシミホ 女性 19分00秒

24 NAHOKO 花崎 奈穂子 ハナザキ ナホコ 女性 19分00秒

25 KAZU 深田 一彦 フカダ カズヒコ 男性 19分20秒

26 MATSU 中澤 葉子 ナカザワ ヨウコ 女性 19分29秒

27 Kenji 田岡 健児 タオカ ケンジ 男性 19分29秒

28 KAZU 早川 和孝 ハヤカワ カズタカ 男性 19分30秒

29 momo 本山 桃子 モトヤマ モモコ 女性 19分30秒

30 YOSHIDA 吉田 宏信 ヨシダ 男性 19分30秒

31 ts 高須 進一 タカス シンイチ 男性 19分30秒

32 OKADA 岡田 拓也 オカダ タクヤ 男性 19分30秒

33 KENJI 平山 謙司 ヒラヤマ ケンジ 男性 19分35秒

34 Miki 池田 美樹 イケダ ミキ 女性 19分40秒

35 NORIPON 中島 勅人 ナカジマ ノリト 男性 19分45秒

36 OSAMUKUMAGAI 熊谷 修 クマガイ オサム 男性 19分45秒

37 K_H 原 勝彦 ハラ カツヒコ 男性 19分55秒

38 Sam 平井 修 ヒライ オサム 男性 19分59秒

39 NAKAMICHI 中光 和裕 ナカミツ カズヒロ 男性 20分00秒

40 ABE 阿部 毅 アベ タケシ 男性 20分00秒

41 cozy 大東 宏次 ダイトウ コウジ 男性 20分00秒

42 Morishita 森下 歩 モリシタ アユム 男性 20分00秒

43 Masa 桑形 雅臣 クワガタ マサオミ 男性 20分00秒

アラプラスチャレンジ ドリームディスタンス

スタート時刻　13:35

■種目：5000mタイムチャレンジ ■男女：2組

■ペースメーカー

❶18分10秒　❷18分30秒　❸18分45秒　❹19分00秒　❺19分30秒　❻20分00秒



No ナンバーカード表示名 氏名 カナ 性別 目標タイム

1 KOUKI 藤野 滉生 フジノ コウキ 男性 14分45秒

2 YOHEI 鈴木 洋平 スズキ ヨウヘイ 男性 15分40秒

3 KAZUAKI 吉田 和章 ヨシダ カズアキ 男性 15分50秒

4 KATO 加藤 可己 カトウ ヨシキ 男性 15分50秒

5 run_tarooo 枝吉 太郎 エダヨシ タロウ 男性 15分59秒

6 TTA-NANKUMO 南雲 信之介 ナンクモ シンノスケ 男性 16分00秒

7 TTA-TSUDA 津田 修也 ツダ シュウヤ 男性 16分00秒

8 HIROKI 河西 博希 カワニシ ヒロキ 男性 16分00秒

9 RUNBO 斉藤 斉 サイトウ ヒトシ 男性 16分15秒

10 TTA-FUJII 藤井 将大 フジイ マサヒロ 男性 16分15秒

11 JUN 重本 潤 シゲモト ジュン 男性 16分20秒

12 ISAO 大塚 功 オオツカ イサオ 男性 16分30秒

13 Machida 町田 勢芽 マチダ セイガ 男性 16分30秒

14 HAYA 飯田 隼人 イイダ ハヤト 男性 16分30秒

15 koku 石澤 毅士 コクザワ ツヨシ 男性 16分40秒

16 KOBO 小堀 光 コボリ ヒカリ 男性 16分45秒

17 OBATA 小畑 光城 オバタ ミツシロ 男性 17分00秒

18 ueharatomoyuki 植原 知之 ウエハラ トモユキ 男性 17分00秒

19 cha- 川村 勇樹 カワムラ ユウキ 男性 17分15秒

20 RYOKAMIMURA 上村 亮 カミムラ リョウ 男性 17分30秒

21 KOICHI 伊藤 幸一 イトウ コウイチ 男性 17分30秒

22 YASU 新井康之 アライ ヒロユキ 男性 17分30秒

23 UEDA 上田 浩 ウエダ ヒロシ 男性 17分30秒

24 SHIMA 島田 裕二 シマダ ユウジ 男性 17分40秒

25 KIKU 菊地 雅矢 キクチ マサヤ 男性 17分50秒

26 TORI 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト 男性 17分50秒

27 YAMADA 山田尚宏 ヤマダナオヒロ 男性 17分50秒

28 SAKADE 坂出 竜弥 サカデ リュウヤ 男性 17分59秒

29 Fukushima 福島 洋佑 フクシマ ヨウスケ 男性 17分59秒

30 SEIICHISUZUKI 鈴木 誠一 スズキ セイイチ 男性 17分59秒

31 Satoshi 林 智史 ハヤシ サトシ 男性 17分59秒

32 K 中島 圭一 ナカシマ ケイイチ 男性 17分59秒

33 Chono 丁野 克己 チョウノ カツミ 男性 17分59秒

34 KiNO 木下 翔 キノシタ ショウ 男性 18分00秒

35 DAIKI 高嶋 大貴 タカシマ ダイキ 男性 18分00秒

36 TOSHI 高橋 利和 タカハシ トシカズ 男性 18分00秒

37 TENGU 中村 径 ナカムラ ケイ 男性 18分00秒

アラプラスチャレンジ ドリームディスタンス

スタート時刻　14:00

■種目：5000mタイムチャレンジ ■男子：3組

■ペースメーカー

❶14分45秒　❷15分50秒　❸16分00秒　❹16分30秒　❺17分00秒　❻17分30秒　❼17分50秒　❽18分00秒


