
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 10:30 10:00 10:25 18名

3000ｍ 1組 10:45 10:15 10:40 39名

3000ｍ 2組 11:10 10:40 11:05 38名

1500ｍ 1組 11:40 11:10 11:35 34名

1500ｍ 2組 12:00 11:30 11:55 29名

1000ｍ 1組 12:20 11:50 12:15 23名

1000ｍ 2組 12:40 12:10 12:35 22名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【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】トップ賞男女・ゴール後キッズ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～3000ｍチャレンジの部

■日時：2021年7月31(土）　10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／3000m／1500ｍ／1000ｍ

■受付：9時30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



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 Renya 磯崎蓮凌 イソザキレンヤ 男性 小学6年生 3分05秒

2 YUMA 加藤悠真 カトウユウマ 男性 小学6年生 3分07秒

3 Shunsuke 田村俊輔 タムラシュンスケ 男性 小学6年生 3分10秒

4 RYU 篠原琉 シノハラリュウ 男性 小学5年生 3分12秒

5 DAISUKE 野口 大輔 ノグチ ダイスケ 男性 小学5年生 3分15秒

6 KURUMI 木原來南 キハラクルミ 女性 小学6年生 3分21秒

7 shiho 永尾　志穂 ナガオ　シホ 女性 小学6年生 3分21秒

8 nonoha ののは ノノハ 女性 小学4年生 3分25秒

9 MAHONO 由利茉歩乃 ユリマホノ 女性 小学4年生 3分25秒

10 MANA 加藤真奈 カトウマナ 女性 小学4年生 3分40秒

11 TARO 武田　太郎 タケダ　タロウ 男性 小学2年生 3分40秒

12 KOTARO 鈴木航太郎 スズキコウタロウ 男性 小学6年生 3分45秒

13 Saya 前田紗香 マエダサヤカ 女性 小学5年生 3分55秒

14 Shogo 遠藤　翔吾 エンドウ　ショウゴ 男性 小学5年生 3分55秒

15 Hayato 遠藤　隼人 エンドウ　ハヤト 男性 小学3年生 4分05秒

16 kensei 髙橋健晴 タカハシケンセイ 男性 小学2年生 4分15秒

17 YUSUKE 鈴木優介 スズキユウスケ 男性 小学3年生 4分20秒

18 kyoushirou 磯崎京士郎 イソザキキョウシロウ 男性 小学1年生 4分30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　10:30

■ペースメーカー

❶3分05秒　❷3分10秒　❸3分20秒　❹3分40秒　❺3分50秒　❻4分00秒　❼4分10秒



No ナンバーカード表示名 氏名 カナ 性別 目標タイム

1 Kentaro 瀬尻 健太郎 セジリ ケンタロウ 男性 11分00秒

2 HIDE 田口 英明 タグチ ヒデアキ 男性 11分00秒

3 zakky 篠崎 賢一 シノザキ ケンイチ 男性 11分00秒

4 TOSHI 八木 敏英 ヤギ トシヒデ 男性 11分05秒

5 Kimi 井合 公義 イアイ キミヨシ 男性 11分10秒

6 YURI 由利 佳朗 ユリ ヨシロウ 男性 11分20秒

7 ts 高須 進一 タカス シンイチ 男性 11分20秒

8 U-suke 坂尾 裕介 サカオ ユウスケ 男性 11分25秒

9 Kyohei 松本 郷平 マツモト キョウヘイ 男性 11分30秒

10 tajee 田島 康成 タジマ ヤスナリ 男性 11分30秒

11 ryuno 龍野 貴光 リュウノ タカミツ 男性 11分30秒

12 YOSHI 大平 賢治 オオヒラ 男性 11分30秒

13 MINAMI 天野 みなみ アマノ ミナミ 女性 11分35秒

14 SACHI 中村 沙知 ナカムラ サチ 女性 11分55秒

15 OKUZAKI 奥崎 正明 オクザキ マサアキ 男性 11分55秒

16 ISHIMURA 石村 真 イシムラ マコト 男性 11分58秒

17 KOJIKA 小鹿 文彦 コジカ フミヒコ 男性 12分00秒

18 HIDE 魚尾 英生 ウオオ ヒデキ 男性 12分00秒

19 O-PRO 田中 孝一 タナカ コウイチ 男性 12分00秒

20 HAMANA 浜名 輝好 ハマナ テルヨシ 男性 12分00秒

21 my 山下 美智子 ヤマシタ ミチコ 女性 12分00秒

22 Kyoko 小野寺 香子 オノデラ キョウコ 女性 12分00秒

23 AMA 天野 功一 アマノ コウイチ 男性 12分00秒

24 NAOYA 浅見 直哉 アサミ ナオヤ 男性 12分00秒

25 HIRO 武田 浩実 タケダ ヒロミ 女性 12分15秒

26 TOMO 浅利 知宏 アサリ トモヒロ 男性 13分00秒

27 MASA 大久保 雅之 オオクボ マサユキ 男性 13分00秒

28 YUUJI 上岡 祐二 カミオカ ユウジ 男性 13分00秒

29 KASAHARA 笠原 篤 カサハラ アツシ 男性 13分00秒

30 KAZU 齋藤 和彦 サイトウ カズヒコ 男性 13分30秒

31 DONKY 小島 康浩 コジマ ヤスヒロ 男性 13分30秒

32 REI 今村 れい子 イマムラ レイコ 女性 13分30秒

33 nmine 永峯 広己 ナガミネ ヒロキ 男性 13分30秒

34 yasujii 田中 靖士 タナカ ヤスシ 男性 13分30秒

35 maron 池宮 範人 イケミヤ ノリヒト 男性 14分20秒

36 NAO 佐々木 直樹 ササキ ナオキ 男性 14分30秒

37 HANA 鈴木 華恵 スズキ ハナエ 女性 14分45秒

38 MICHIKOSAN 金沢 倫子 カナザワ ミチコ 女性 15分00秒

39 MASAAKI 岸 正明 キシ マサアキ 男性 15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　10:45

■種目：3000mタイムチャレンジ ■男女：1組

■ペースメーカー

❶11分00秒　❷12分00秒　❸13分00秒　❹14分00秒　❺15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 3828 深谷 慧 フカタニ サトル 男性 8分40秒

2 MUTO 武藤 有亮 ムトウ ユウスケ 男性 8分55秒

3 SAM 戸田 勇 トダ イサム 男性 9分00秒

4 GYOBA 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ 男性 9分00秒

5 YUKI 長束 優輝 ナガツカ ユウキ 男性 9分10秒

6 OTA 太田 智也 オオタ トモヤ 男性 9分15秒

7 KAZUAKI 吉田 和章 ヨシダ カズアキ 男性 9分19秒

8 YUTA 須田 由太 スダ ユウタ 男性 9分20秒

9 KOBO 小堀 光 コボリ ヒカリ 男性 9分30秒

10 YOSSY 吉田 尚平 ヨシダ ショウヘイ 男性 9分35秒

11 SYU 増田 修平 マスダ シュウヘイ 男性 9分40秒

12 AOchan 青木 利明 アオキ トシアキ 男性 9分45秒

13 SHUNJI 佐々木 俊治 ササキ シュンジ 男性 9分50秒

14 cha- 川村 勇樹 カワムラ ユウキ 男性 9分50秒

15 YOSHITOMI 本長谷 好富 モトハセ ヨシトミ 男性 9分50秒

16 Adachi 安達 功 アダチ イサオ 男性 9分50秒

17 Kouki 増子 亘輝 マシコ コウキ 男性 9分55秒

18 HIRAYAMA 平山 敦 ヒラヤマ アツシ 男性 9分59秒

19 YASUNAGA 安永 亮 ヤスナガ アキラ 男性 10分00秒

20 UEDA 上田 浩 ウエダ ヒロシ 男性 10分00秒

21 KEN 谷本 憲太郎 タニモト ケンタロウ 男性 10分00秒

22 ICHIRO 真鍋 一郎 マナベ イチロウ 男性 10分00秒

23 Necocchi 根子 琢行 ネコ タカユキ 男性 10分00秒

24 YASU 新井 康之 アライ ヤスユキ 男性 10分00秒

25 Kiucchi 木内 武志 キウチ タケシ 男性 10分15秒

26 ISHIDA 石田 賢 イシダ サトシ 男性 10分15秒

27 Yuta 山崎 雄大 ヤマザキ ユウタ 男性 10分30秒

28 Moriyama 森山 俊介 モリヤマ シュンスケ 男性 10分30秒

29 SHIMA 島田 裕二 シマダ ユウジ 男性 10分30秒

30 Tomoshige 友重 剛 トモシゲ タケシ 男性 10分30秒

31 TOYO 宅島 豊人 タクシマ トヨヒト 男性 10分30秒

32 KMT 小松 靖史 コマツ ヤスシ 男性 10分30秒

33 moto 上岡 基洋 ウエオカ モトヒロ 男性 10分40秒

34 TSUKIOKA 月岡 崇 ツキオカ タカシ 男性 10分40秒

35 Masa 桑形 雅臣 クワガタ マサオミ 男性 10分45秒

36 JUN 福井 順 フクイ ジュン 男性 10分45秒

37 MATSUKEN 村松 健 ムラマツ ケン 男性 10分50秒

38 KANAZAWA 金澤 幸一 カナザワ コウイチ 男性 10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　11:10

■種目：3000mタイムチャレンジ ■男女：2組

■ペースメーカー

❶8分40秒　❷9分00秒　❸9分30秒　❹10分00秒　❺10分30秒　❻10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 TOMO 田村 友和 タムラ トモカズ 男性 4分59秒

2 TAKA 高橋 史明 タカハシ フミアキ 男性 4分59秒

3 eMi 斎藤 絵美 サイトウ エミ 女性 5分00秒

4 YUICHIRO 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウ 男性 5分00秒

5 MAO 加藤 真緒 カトウ マオ 女性 5分00秒

6 SOHEI 小川 創平 オガワ ソウヘイ 男性 5分00秒

7 MachoMan 市川 雅晴 イチカワ マサハル 男性 5分00秒

8 OYAKATA 山中 啓司 ヤマナカ ヒロシ 男性 5分00秒

9 MORI 森 雅史 モリ マサシ 男性 5分00秒

10 naga 長瀬 康一 ナガセ コウイチ 男性 5分00秒

11 YOSHI 大平 賢治 オオヒラ 男性 5分00秒

12 TANIGUCHI 谷口 智哉 タニグチ トシヤ 男性 5分02秒

13 OSHIGE 狩谷 茂一 カリヤ シゲカズ 男性 5分03秒

14 master 柿沼 真一 カキヌマ シンイチ 男性 5分10秒

15 1.03883E+11 宮井 絢士朗 ミヤイ ケンシロウ 男性 5分10秒

16 TOSHI 八木 敏英 ヤギ トシヒデ 男性 5分15秒

17 MINESHIMA 峯島なつみ ミネシマ ナツミ 女性 5分20秒

18 KEITA 片柳 恵太 カタヤナギ ケイタ 男性 5分20秒

19 OOSHIMA 大島 弘光 オオシマ ヒロミツ 男性 5分30秒

20 Yugo 葛西 悠吾 カサイ ユウゴ 男性 5分30秒

21 Yuta 遠藤 優太 エンドウ ユウタ 男性 5分30秒

22 ENDO 遠藤 雅広 エンドウ マサヒロ 男性 5分30秒

23 SHIMAZAKI 島崎 直明 シマザキ ナオアキ 男性 5分40秒

24 naka 中島 尚 ナカジマ タカシ 男性 5分45秒

25 MASAYUKI 関根 正之 セキネ マサユキ 男性 5分45秒

26 ISHIMURA 石村 真 イシムラ マコト 男性 5分49秒

27 DaimonTakeshi 大門 毅 ダイモン タケシ 男性 6分00秒

28 Sumi 前田 純香 マエダ スミカ 女性 6分00秒

29 HIDE 魚尾 英生 ウオオ ヒデキ 男性 6分00秒

30 YUMING 松本 由美子 マツモト ユミコ 女性 6分00秒

31 NAKAYAMA 中山 雅継 ナカヤマ マサツグ 男性 6分00秒

32 KAZ 鈴木 和典 スズキ カズノリ 男性 6分20秒

33 KB 久保 直隆 クボ ナオタカ 男性 6分30秒

34 YURI 濱崎 由莉 ハマサキ ユリ 女性 4分55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　11:40

■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　❺6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 URA 浦霧 誠也 ウラギリ セイヤ 男性 4分10秒

2 SAM 戸田 勇 トダ イサム 男性 4分10秒

3 TJM 田島 祐介 タジマ ユウスケ 男性 4分18秒

4 YOSHITOMI 本長谷 好富 モトハセ ヨシトミ 男性 4分25秒

5 SHIMAO 島津 正孝 シマヅ マサタカ 男性 4分25秒

6 HIRO 桑野 博輔 クワノ ヒロスケ 男性 4分27秒

7 High 柳沢 春樹 ヤナギサワ ハルキ 男性 4分30秒

8 KUMAGAI 熊谷 卓哉 クマガイ タクヤ 男性 4分30秒

9 hojo 北條 文隆 ホウジョウ フミタカ 男性 4分30秒

10 merosuke 小林 圭佑 コバヤシ ケイスケ 男性 4分30秒

11 kmzn 宗石 和久 ムネイシ カズヒサ 男性 4分30秒

12 KOKU 石澤 毅士 コクザワ ツヨシ 男性 4分35秒

13 MASAKI 長島 将希 ナガシマ マサキ 男性 4分40秒

14 manokai 藤平 真ノ介 トウヘイ シンノスケ 男性 4分40秒

15 Kurihara 栗原 達也 クリハラ タツヤ 男性 4分40秒

16 HIROAKI 岩崎 啓昭 イワサキ ヒロアキ 男性 4分40秒

17 UEDA 上田 浩 ウエダ ヒロシ 男性 4分45秒

18 Yuta 山崎 雄大 ヤマザキ ユウタ 男性 4分45秒

19 KEN 谷本 憲太郎 タニモト ケンタロウ 男性 4分45秒

20 YUSAKU 尾方 優作 オガタ ユウサク 男性 4分45秒

21 moto 上岡 基洋 ウエオカ モトヒロ 男性 4分45秒

22 MASA 土屋 雅之 ツチヤ マサユキ 男性 4分45秒

23 NAKAYA 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 男性 4分45秒

24 HARADA 原田 慎也 ハラダ シンヤ 男性 4分45秒

25 TSUCHIYAMASATOSHI 土谷 政利 ツチヤ マサトシ 男性 4分50秒

26 yuta 鈴木 祐太 スズキ ユウタ 男性 4分50秒

27

28 KUYA 高橋 空也 タカハシ クウヤ 男性 4分55秒

29 KOUICHI 中田 康一 ナカダ コウイチ 男性 4分55秒

30 DAISUKE 佐々木 大輔 ササキ ダイスケ 男性 4分30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：2組

■ペースメーカー

❶4分10秒　❷4分20秒　❸4分30秒　❹4分40秒　❺4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 HARADA 原田 慎也 ハラダ シンヤ 男性 3分10秒

2 TSUKIOKA 月岡 崇 ツキオカ タカシ 男性 3分10秒

3 eMi 斎藤 絵美 サイトウ エミ 女性 3分15秒

4 TOSHI 八木 敏英 ヤギ トシヒデ 男性 3分20秒

5 ENDO 遠藤 雅広 エンドウ マサヒロ 男性 3分20秒

6 Masa 桑形 雅臣 クワガタ マサオミ 男性 3分30秒

7 SHIMAZAKI 島崎 直明 シマザキ ナオアキ 男性 3分30秒

8 tajee 田島 康成 タジマ ヤスナリ 男性 3分30秒

9 KAZU 齋藤 和彦 サイトウ カズヒコ 男性 3分30秒

10 HIDE 杉森 英敏 スギモリ ヒデトシ 男性 3分40秒

11 naka 中島 尚 ナカジマ タカシ 男性 3分40秒

12 Sumi 前田 純香 マエダ スミカ 女性 3分50秒

13 motoshi 本村 繁憲 モトムラ シゲノリ 男性 3分59秒

14 yamaoka 山岡 篤志 ヤマオカ アツシ 男性 4分00秒

15 OOSHIMA 大島 弘光 オオシマ ヒロミツ 男性 4分00秒

16 MICHIKOSAN 金沢 倫子 カナザワ ミチコ 女性 4分00秒

17 TOMO 浅利 知宏 アサリ トモヒロ 男性 4分00秒

18 SAYAKA 湊 さやか ミナト サヤカ 女性 4分00秒

19 O-PRO 田中 孝一 タナカ コウイチ 男性 4分00秒

20 KASAHARA 笠原 篤 カサハラ アツシ 男性 4分00秒

21 KAZ 鈴木 和典 スズキ カズノリ 男性 4分15秒

22 NAGAIMISATO 永井 美里 ナガイ ミサト 女性 4分20秒

23 HOMMA 本間 悦弘 ホンマ エツヒロ 男性 5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00秒

■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　12:20



No ナンバーカード表示名 氏名 カナ 性別 目標タイム

1 KAN 神崎 仁利 カンザキ マサトシ 男性 2分45秒

2 URA 浦霧 誠也 ウラギリ セイヤ 男性 2分45秒

3 TORI 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト 男性 2分45秒

4 Kouki 増子 亘輝 マシコ コウキ 男性 2分48秒

5 KOKU 石澤 毅士 コクザワ ツヨシ 男性 2分50秒

6 KOBO 小堀 光 コボリ ヒカリ 男性 2分50秒

7 YUTA 須田 由太 スダ ユウタ 男性 2分50秒

8 KOJI 佐藤 公司 サトウ コウジ 男性 2分50秒

9 Tsubochi 坪地 宏嘉 ツボチ ヒロヨシ 男性 2分50秒

10 cha- 川村 勇樹 カワムラ ユウキ 男性 2分55秒

11 Kentaro 川村 健太郎 カワムラ ケンタロウ 男性 2分57秒

12 Adachi 安達 功 アダチ イサオ 男性 2分58秒

13 YASUNAGA 安永 亮 ヤスナガ アキラ 男性 3分00秒

14 Kazu 深田 一彦 フカダ カズヒコ 男性 3分00秒

15 OTA 太田 智也 オオタ トモヤ 男性 3分00秒

16 YASU 新井 康之 アライ ヤスユキ 男性 3分00秒

17 ISHIDA 石田 賢 イシダ サトシ 男性 3分00秒

18 TOYO 宅島 豊人 タクシマ トヨヒト 男性 3分03秒

19 MATSUKEN 村松 健 ムラマツ ケン 男性 3分05秒

20 MASA 土屋 雅之 ツチヤ マサユキ 男性 3分05秒

21 manokai 藤平 真ノ介 トウヘイ シンノスケ 男性 3分05秒

22 SAEKI 佐伯 智 サエキ サトシ 男性 3分07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　12:40

■種目：1000mタイムチャレンジ ■男女：2組

■ペースメーカー

❶2分45秒　❷2分50秒　❸3分00秒


