
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 30名

1000ｍ 1組 11:30 11:00 11:25 24名

1000ｍ 2組 11:40 11:10 11:35 28名

1000ｍ 3組 11:50 11:20 11:45 27名

2000ｍ 1組 12:00 11:30 11:55 オープン

1500ｍ 1組 12:30 12:00 12:25 21名

1500ｍ 2組 12:45 12:15 12:40 22名

1500ｍ 3組 13:00 12:30 12:55 21名

5000ｍ 1組 13:30 13:00 13:25 45名

5000ｍ 2組 14:10 13:40 14:05 37名

5000ｍ 3組 14:35 14:05 14:30 38名

5000ｍ 4組 15:00 14:30 14:55 38名

■日時：2021年3月27日（土）　11時00分～15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

【第５戦】パワーブリーズカップ プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　パワーブリーズカップ事務局

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

≪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



■ペースメーカー：❶2分55秒　❷3分00秒　❸3分10秒　❹3分20秒　❺3分40秒　❻4分00秒　❼4分50秒

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 ARAIHARUTO 新井 陽翔 アライ ハルト 男性 小学6年生 2分55秒

2 DAN 東條 暖 トウジョウ ダン 男性 小学6年生 2分58秒

3 koharu 弦巻 心遥 ツルマキ コハル 女性 小学6年生 3分00秒

4 SOTA 市村 颯太 イチムラ ソウタ 男性 小学6年生 3分00秒

5 YUINANAGATSUKA 長塚 結南 ナガツカ ユイナ 女性 小学5年生 3分05秒

6 RENYA 磯崎 蓮凌 イソザキ レンヤ 男性 小学5年生 3分10秒

7 MAO 加藤 真緒 カトウ マオ 女性 小学6年生 3分10秒

8 YUMA 加藤 悠真 カトウ ユウマ 男性 小学5年生 3分10秒

9 MIYU 小森 心結 コモリ ミユ 女性 小学4年生 3分15秒

10 MATSUDAICHITA 松田 一汰 マツダ イチタ 男性 小学6年生 3分20秒

11 COCONA 佐藤 心結 サトウ ココナ 女性 小学5年生 3分20秒

12 NARUMIASOU 麻生 成美 アソウ ナルミ 女性 小学5年生 3分20秒

13 misaki 多田 美咲 タダ ミサキ 女性 小学5年生 3分25秒

14 naoki 多田 直輝 タダ ナオキ 男性 小学3年生 3分25秒

15 Souta 友広 聡大 トモヒロ ソウタ 男性 小学5年生 3分30秒

16 Saya 石田 咲綾 イシダ サヤ 女性 小学6年生 3分40秒

17 kento 大矢 けんと オオヤ ケント 男性 小学4年生 3分40秒

18 TARO 武田 太郎 タケダ タロウ 男性 小学1年生 3分40秒

19 MANA 加藤 真奈 カトウ マナ 女性 小学3年生 3分40秒

20 REN 森川 蓮 モリカワ レン 男性 小学6年生 3分40秒

21 JEWEL 神浦 珠永瑠 カミウラ ジュエル 女性 小学6年生 3分40秒

22 MAHONO 由利 茉歩乃 ユリ マホノ 女性 小学3年生 3分44秒

23 KEISHOKOGURE 小暮 慶翔 コグレ ケイショウ 男性 小学1年生 3分45秒

24 JION 北 侍恩 キタ ジオン 男性 小学2年生 3分50秒

25 RYU 橋本 龍 ハシモト リュウ 男性 小学3年生 3分50秒

26 TARO 武田 太郎 タケダ タロウ 男性 小学1年生 3分55秒

27 TOTSUGIYUIKA 戸次 結香 トツギ ユイカ 女性 小学5年生 4分00秒

28 SOTA 畦上 颯太 アゼガミ ソウタ 男性 小学4年生 4分00秒

29 tenpaeita 佐藤 瑛太 サトウ エイタ 男性 小学4年生 4分10秒

30 TOMO 早川 知孝 ハヤカワ トモタカ 男性 小学1年生 4分50秒

■種目：キッズ1000mタイムチャレンジ ■男女：１組

【第５戦】パワーブリーズカップ 

スタート時刻　11:00



■ペースメーカー：❶3分30秒　❷3分45秒　❸4分00秒　❹4分20秒

No ナンバーカード表示名 氏名 カナ 性別 目標タイム

1 nakano 中野 大助 ナカノ ダイスケ 男性 3分30秒

2 my 山下 美智子 ヤマシタ ミチコ 女性 3分30秒

3 TOMO 大西 智弘 オオニシ トモヒロ 男性 3分30秒

4 naka 中島 尚 ナカジマ タカシ 男性 3分30秒

5 FUJII 藤井 公明 フジイ キミアキ 男性 3分30秒

6 SUPERTAKATY 佐藤 貴康 サトウ タカヤス 男性 3分35秒

7 Miki 池田 美樹 イケダ ミキ 女性 3分35秒

8 YASCAL 安間 一彦 ヤスマ カズヒコ 男性 3分45秒

9 SHOGO 安間 翔梧 ヤスマ ショウゴ 男性 3分45秒

10 TSUBASA 安間 翼 ヤスマ ツバサ 男性 3分45秒

11

12 Byun 畠山 直樹 ハタケヤマ ナオキ 男性 3分50秒

13 YAMAUCHI 山内 かおり ヤマウチ カオリ 女性 3分50秒

14 YAMAOKA 山岡 篤志 ヤマオカ アツシ 男性 4分00秒

15 AYAWATANABE 渡辺 綾 ワタナベ アヤ 女性 4分00秒

16 TSUTSUI 筒井 誠 ツツイ マコト 男性 4分00秒

17 KAWAMURA 河村 文広 カワムラ フミヒロ 男性 4分00秒

18 KANAZAWA 金沢 倫子 カナザワ ミチコ 女性 4分00秒

19 isaky 小山 入沙妃 コヤマ イサキ 女性 4分00秒

20 kitanokyouko 北野 京子 キタノ キョウコ 女性 4分05秒

21 IKEDA 池田 昌平 イケダ ショウヘイ 男性 4分10秒

22 KONDOU 近藤 恭平 コンドウ キョウヘイ 男性 4分20秒

23 K-YAMAGUCHI 山口 勝之 ヤマグチ カツユキ 男性 4分20秒

24 YUMINKO 中嶋 由美 ナカジマ ユミ 女性 4分45秒

25 saitou 斉藤 裕介 サイトウ ユウスケ 男性 5分00秒

■種目：1000mタイムチャレンジ ■男女：１組

【第５戦】パワーブリーズカップ 

スタート時刻　11:30



■ペースメーカー：❶3分00秒　❷3分10秒　❸3分20秒

No ナンバーカード表示名 氏名 カナ 性別 目標タイム

1 TAKESHI 永橋 武 ナガハシ タケシ 男性 3分00秒

2 OKADAYUSUKE 岡田 佑輔 オカダ ユウスケ 男性 3分00秒

3 YUTO 河村 祐人 カワムラ ユウト 男性 3分00秒

4 JUMPEIKOGURE 小暮 淳平 コグレ ジュンペイ 男性 3分00秒

5 asi 足立 俊宏 アダチ トシヒロ 男性 3分00秒

6 NAKAYA 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 男性 3分00秒

7 TomoKatsu 友広 勝哉 トモヒロ カツヤ 男性 3分00秒

8 TOYO 宅島 豊人 タクシマ トヨヒト 男性 3分00秒

9 yuzi 吉田 裕二 ヨシダ ユウジ 男性 3分00秒

10 Himono 檜物 友和 ヒモノ トモカズ 男性 3分05秒

11 RUI 宮本 類 ミヤモト ルイ 男性 3分05秒

12 MAHO 清水 真帆 シミズ マホ 女性 3分05秒

13 MiyakeFumihiko 三宅 文彦 ミヤケ フミヒコ 男性 3分05秒

14 YUMA 松丸 勇馬 マツマル ユウマ 男性 3分05秒

15 KUYA 高橋 空也 タカハシ クウヤ 男性 3分08秒

16 suzu1 鈴木 一也 スズキ カズヤ 男性 3分09秒

17 GANTA 岩元 章二 イワモト ショウジ 男性 3分10秒

18 TAKA 高橋 史明 タカハシ フミアキ 男性 3分10秒

19 Yuta 村上 勇太 ムラカミ ユウタ 男性 3分10秒

20 MAKI 牧 康信 マキ ヤスノブ 男性 3分10秒

21 EGUCHI 江口 晋悟 エグチ シンゴ 男性 3分15秒

22 TATSUROTANAKA 田中 達朗 タナカ タツロウ 男性 3分19秒

23 SHUN-O 小堤 峻 オツヅミ シュン 男性 3分20秒

24 SHUNTAISHII 石井 俊太 イシイ シュンタ 男性 3分20秒

25 shiroki 白木 哲也 シロキ テツヤ 男性 3分20秒

26 Murakami 村上 慎之助 ムラカミ シンノスケ 男性 3分20秒

27 YURI 由利 佳朗 ユリ ヨシロウ 男性 3分25秒

28 SHOKO 徳永 昌子 トクナガ ショウコ 女性 3分25秒

■種目：1000mタイムチャレンジ ■男女：２組

【第５戦】パワーブリーズカップ 

スタート時刻　11:40



■ペースメーカー：❶2分35秒　❷2分45秒　❸2分55秒

No ナンバーカード表示名 氏名 カナ 性別 目標タイム

1 Miurunner 三浦 翔太 ミウラ ショウタ 男性 2分35秒

2 sasaki 佐々木 克 ササキ スグル 男性 2分35秒

3 Shino 篠原 亮太 シノハラ リョウタ 男性 2分41秒

4 yumehito 森田 夢人 モリタ ユメヒト 男性 2分45秒

5 poti 紺野 亘介 コンノ コウスケ 男性 2分45秒

6 KANZAKI 神崎 仁利 カンザキ マサトシ 男性 2分45秒

7 TORI 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト 男性 2分47秒

8 tsushima 津嶋 義和 ツシマ ヨシカズ 男性 2分49秒

9 U1 村川 雄一 ムラカワ ユウイチ 男性 2分49秒

10 taka 小川 高弘 オガワ タカヒロ 男性 2分50秒

11 machar 多田 政則 タダ マサノリ 男性 2分50秒

12 KOBO 小堀 光 コボリ ヒカリ 男性 2分50秒

13 KATSUMTA 勝俣 章博 カツマタ アキヒロ 男性 2分50秒

14 MASUDA 増田 淳 マスダ ジュン 男性 2分50秒

15 KOKU 石澤 毅士 コクザワ ツヨシ 男性 2分52秒

16 URA 浦霧 誠也 ウラギリ セイヤ 男性 2分53秒

17 HISANORI 中西 央典 ナカニシ ヒサノリ 男性 2分54秒

18 NAKANO 中野 洋平 ナカノ ヨウヘイ 男性 2分55秒

19 FM 藤井 将大 フジイ マサヒロ 男性 2分55秒

20 GOTE 半田 健二 ハンダ ケンジ 男性 2分55秒

21 KUGA 佐藤 空神 サトウ クウガ 男性 2分57秒

22 AQUIO 平田 昭雄 ヒラタ アキオ 男性 2分58秒

23 OHNARI 大成 正晃 オオナリ マサアキ 男性 2分59秒

24 HIDE 新澤 英典 シンザワ ヒデノリ 男性 2分59秒

25 HIRANO 平野 芙馬 ヒラノ フウマ 男性 2分59秒

26 KOHKI 清田 広輝 セイタ コウキ 男性 2分59秒

27 NOGU 野口 健史 ノグチ タケシ 男性 2分59秒

【第５戦】パワーブリーズカップ 

■種目：1000mタイムチャレンジ ■男子：３組

スタート時刻　11:50



■ペースメーカー：❶6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 KORI 郡 恵樹 コオリ サトキ 男性 6分10秒

2 KANO 西山 花音 ニシヤマ カノ 女性

3 DAICHI 髙野 大地 タカノ ダイチ 男性

4 UTA 山﨑 詩大 ヤマザキ ウタ 男性

5 YUINA 外間 結那 ソトマ ユイナ 女性

6 KANTA 菊地 幹太 キクチ カンタ 男性

7 HARUTO 木村 春翔 キムラ ハルト 男性

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

【第５戦】パワーブリーズカップ 

スタート時刻　12:00

■種目：2000mタイムチャレンジ/エキシビション ■男女：１組



■ペースメーカー：❶5分10秒　❷5分20秒　❸5分30秒　❹5分45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 KenzoYaritani 鎗谷 賢三 ヤリタニ ケンゾウ 男性 5分10秒

2 Murakami 村上 慎之助 ムラカミ シンノスケ 男性 5分10秒

3 Leo 新城 かおり シンジョウ カオリ 女性 5分10秒

4 AtsushiSato 佐藤 敦 サトウ アツシ 男性 5分15秒

5 shimodaira 下平 麿利子 シモダイラ マリコ 女性 5分20秒

6 TANIGUCHI 谷口 智哉 タニグチ トシヤ 男性 5分20秒

7 SATORU 大久保 覚 オオクボ サトル 男性 5分25秒

8 Yuta 遠藤 優太 エンドウ ユウタ 男性 5分30秒

9 SHUNTAISHII 石井 俊太 イシイ シュンタ 男性 5分30秒

10 my 山下 美智子 ヤマシタ ミチコ 女性 5分30秒

11 K 泉 邦和 イズミ クニカズ 男性 5分30秒

12 KIYAMA 木山 宏 キヤマ ヒロシ 男性 5分35秒

13 naka 中島 尚 ナカジマ タカシ 男性 5分45秒

14 KANO 西山 花音 ニシヤマ カノ 女性 5分45秒

15 UTA 山﨑 詩大 ヤマザキ ウタ 男性 5分45秒

16 HARUTO 木村 春翔 キムラ ハルト 男性 5分45秒

17 Byun 畠山 直樹 ハタケヤマ ナオキ 男性 5分55秒

18 TAKINO 瀧野 秀則 タキノ ヒデノリ 男性 6分00秒

19 AshigayaMasaru 芦萱 勝 アシガヤ マサル 男性 6分00秒

20 DAICHI 髙野 大地 タカノ ダイチ 男性 6分00秒

21 K-YAMAGUCHI 山口 勝之 ヤマグチ カツユキ 男性 6分30秒

【第５戦】パワーブリーズカップ 

スタート時刻　12:30

■種目：1500mタイムチャレンジ ■男女：1組



■ペースメーカー：❶4分50秒　❷5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 SHUNJI 佐々木 俊治 ササキ シュンジ 男性 4分50秒

2 yuta 鈴木 祐太 スズキ ユウタ 男性 4分50秒

3 Koshi 小清水 功 コシミズ イサオ 男性 4分50秒

4 KUMA 熊澤 拓哉 クマザワ タクヤ 男性 4分50秒

5 AZUMA 東 健太郎 アヅマ ケンタロウ 男性 4分50秒

6 TomoKatsu 友広 勝哉 トモヒロ カツヤ 男性 4分50秒

7 GANTA 岩元 章二 イワモト ショウジ 男性 4分55秒

8 TAKASHI 佐野 隆志 サノ タカシ 男性 4分55秒

9 HIDE 杉野 秀昭 スギノ ヒデアキ 男性 4分55秒

10 YUICHIRO 渡辺 雄一郎 ワタナベ ユウイチロウ 男性 4分55秒

11 HOSHI 星 慎太郎 ホシ シンタロウ 男性 4分55秒

12 NegiTateyuki 根木 健之 ネギ タテユキ 男性 4分59秒

13 YAMASAKI 山﨑 希 ヤマサキ アキラ 男性 5分00秒

14 TATSU 増本 龍憲 マシモト タツノリ 男性 5分00秒

15 Okojo 柿沼 真一 カキヌマ シンイチ 男性 5分00秒

16 SHUNJI 佐々木 俊治 ササキ シュンジ 男性 5分00秒

17 MasaharuIchikawa 市川 雅晴 イチカワ マサハル 男性 5分00秒

18 MATSUKEN 村松 健 ムラマツ ケン 男性 5分00秒

19 OTA 太田 智也 オオタ トモヤ 男性 5分00秒

20 YUINA 外間 結那 ソトマ ユイナ 女性 5分00秒

21 MOTO 上岡 基洋 ウエオカ モトヒロ 男性 5分03秒

22 KANKAN 神田 尚彦 カンダ タカヒコ 男性 5分05秒

【第５戦】パワーブリーズカップ 

スタート時刻　12:45

■種目：1500mタイムチャレンジ ■男女：2組



■ペースメーカー：❶4分04秒　❷4分15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 HATTA 八田 康裕 ハッタ ヤスヒロ 男性 4分04秒

2 HAGI 萩原 重寿 ハギワラ シゲトシ 男性 4分05秒

3 Shino 篠原 亮太 シノハラ リョウタ 男性 4分08秒

4 tanaka 田中 優樹 タナカ ユウキ 男性 4分10秒

5 HIROKI 鈴木 大樹 スズキ ヒロキ 男性 4分15秒

6 SHUNKONDO 近藤 俊 コンドウ シュン 男性 4分15秒

7 NAOKI 網谷 直紀 アミタニ ナオキ 男性 4分15秒

8 KANTA 菊地 幹太 キクチ カンタ 男性 4分19秒

9 OTASUUUUUUU 小田切 大城 オタギリ ダイキ 男性 4分25秒

10 ARAIHIROYUKI 新井 裕之 アライ ヒロユキ 男性 4分25秒

11 GOTE 半田 健二 ハンダ ケンジ 男性 4分25秒

12 TAKINO 瀧野 幹拡 タキノ ミキヒロ 男性 4分30秒

13 KOTA 鳥居 恒太 トリイ コウタ 男性 4分30秒

14 ISHIKAWA 石川 直 イシカワ タダシ 男性 4分40秒

15 TaguchiRei 田口 礼 タグチ レイ 男性 4分40秒

16 NOGU 野口 健史 ノグチ タケシ 男性 4分40秒

17 KOTA_S 佐々木 厚太 ササキ コウタ 男性 4分45秒

18 manokai 藤平 真ノ介 トウヘイ シンノスケ 男性 4分45秒

19 JIRO 金村 始郎 カネムラ ジロウ 男性 4分45秒

20 Naoyuki 滝口 直之 タキグチ ナオユキ 男性 4分45秒

21

22 HIDE 新澤 英典 シンザワ ヒデノリ 男性 4分45秒

【第５戦】パワーブリーズカップ 

スタート時刻　13:00

■種目：1500mタイムチャレンジ ■男子：３組



■ペースメーカー：❶20分00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 Takayoshi 齋藤 隆義 サイトウ タカヨシ 男性 19分59秒

2 ISAO 佐々木 勲 ササキ イサオ 男性 19分59秒

3 ENDO 遠藤 武 エンドウ タケシ 男性 19分59秒

4 SHIMIZU 清水 孝行 シミズ タカユキ 男性 19分59秒

5 HaruhikoOhashi 大橋 晴彦 オオハシ ハルヒコ 男性 19分59秒

6 MASA 政谷 学 マサタニ マナブ 男性 20分00秒

7 KEN 黒部 健 クロベ ケン 男性 20分00秒

8 KIMUTDOOR 木村 太亮 キムラ タイスケ 男性 20分00秒

9 TOMO 大西 智弘 オオニシ トモヒロ 男性 20分00秒

10 OHTSUKA 大塚 邦幸 オオツカ クニユキ 男性 20分10秒

11 KIYAMA 木山 宏 キヤマ ヒロシ 男性 20分10秒

12 TSUMOKEN 津森 賢一郎 ツモリ ケンイチロウ 男性 20分30秒

13 SAKAKIHARA 榊原 光樹 サカキハラ コウキ 男性 20分30秒

14 DAISUKE 平野 大祐 ヒラノ ダイスケ 男性 20分30秒

15 CARLOS 軽部 俊宏 カルベ トシヒロ 男性 21分00秒

16 HideyukiSatake 佐竹 英幸 サタケ ヒデユキ 男性 21分15秒

17 YUUJI 上岡 祐二 カミオカ ユウジ 男性 21分20秒

18 ishii 石井 正樹 イシイ マサキ 男性 21分20秒

19 Yamazaki 山崎 俊治 ヤマザキ トシハル 男性 21分30秒

20 akiyoshikankura 完倉 秋喜 カンクラ アキヨシ 男性 21分30秒

21 masa 三井倉 正敏 ミイクラ マサトシ 男性 21分30秒

22 MadokaShinoda 篠田 円 シノダ マドカ 女性 21分30秒

23 YUKI 手塚 友喜 テヅカ ユキ 女性 21分30秒

24 eiji 中田 英司 ナカタ エイジ 男性 21分30秒

25 KEIKO 屋良 景子 ヤラ ケイコ 女性 21分59秒

26 JUNPEE 漆山 純平 ウルシヤマ ジュンペイ 男性 21分59秒

27 isaky 小山 入沙妃 コヤマ イサキ 女性 21分59秒

28 KAORI 兵頭 かおり ヒョウドウ カオリ 女性 22分00秒

29 KENICHITOMITA 冨田 健一 トミタ ケンイチ 男性 22分00秒

30 saitou 斉藤 裕介 サイトウ ユウスケ 男性 22分00秒

31 Dorameg 末永 めぐみ スエナガ メグミ 女性 22分19秒

32 KUMIKOITOMI 糸見 久美子 イトミ クミコ 女性 22分30秒

33 Mitsuko 小川 美都子 オガワ ミツコ 女性 22分30秒

34 ATSUSHI 鈴木 敦 スズキ アツシ 男性 23分00秒

35 KONDOU 近藤 恭平 コンドウ キョウヘイ 男性 23分00秒

36 yasu 安井 康造 ヤスイ コウゾウ 男性 23分20秒

37 KAWAMURA 河村 文広 カワムラ フミヒロ 男性 23分30秒

38 kitanokyouko 北野 京子 キタノ キョウコ 女性 23分59秒

39 KANAZAWA 金沢 倫子 カナザワ ミチコ 女性 24分00秒

40 aki 小笠原 明子 オガサワラ アキコ 女性 24分15秒

41 tosiee 伴 敏江 バン トシエ 女性 24分40秒

42 Takahashi 高橋 亮介 タカハシ リョウスケ 男性 25分00秒

43 HITOKOTO 一言 庸夫 ヒトコト ツネオ 男性 25分30秒

44 OHGI 仰木 太志 オオギ タイシ 男性 26分00秒

45 Satoshi 林 智史 ハヤシ サトシ 男性 37分59秒

【第５戦】パワーブリーズカップ 

スタート時刻　13:30

■種目：5000mタイムチャレンジ ■男女：1組



■ペースメーカー：❶18分20秒　❷18分30秒　❸18分45秒　❹19分00秒　❺19分30秒　❻19分50秒

No ナンバーカード表示名 氏名 カナ 性別 目標タイム

1 Metaborunner 野村 洋一 ノムラ ヨウイチ 男性 18分20秒

2 KOMOTO 幸本 裕司 コウモト ユウジ 男性 18分20秒

3 OTA 太田 智也 オオタ トモヤ 男性 18分20秒

4 NAHOKO 花崎 奈穂子 ハナザキ ナホコ 女性 18分29秒

5 TATSU 増本 龍憲 マシモト タツノリ 男性 18分30秒

6 KISHIDA 岸田 吉史 キシダ ヨシフミ 男性 18分30秒

7 gen 坂元 正博 サカモト マサヒロ 男性 18分30秒

8 YUMA 松丸 勇馬 マツマル ユウマ 男性 18分30秒

9 K 泉 邦和 イズミ クニカズ 男性 18分30秒

10 KANAZAWA 金澤 幸一 カナザワ コウイチ 男性 18分30秒

11 KMT 小松 靖史 コマツ ヤスシ 男性 18分30秒

12 NINNIN 田村 一也 タムラ カズヤ 男性 18分35秒

13 TAKUMI 吉野 匠 ヨシノ タクミ 男性 18分45秒

14 Takayuki 新村 隆幸 シンムラ タカユキ 男性 18分45秒

15 MATSUKEN 村松 健 ムラマツ ケン 男性 18分50秒

16 YAMAMON 山本 芳則 ヤマモト ヨシノリ 男性 18分59秒

17 OHNARI 大成 正晃 オオナリ マサアキ 男性 18分59秒

18 SUMIE 石川 澄枝 イシカワ スミエ 女性 18分59秒

19 MIHO 川西 美穂 カワニシ ミホ 女性 18分59秒

20 CHUU 早川 忠孝 ハヤカワ タダタカ 男性 19分00秒

21 HIDEKI 吉川 英樹 ヨシカワ ヒデキ 男性 19分00秒

22 NAKAYA 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 男性 19分00秒

23 SUPERTAKATY 佐藤 貴康 サトウ タカヤス 男性 19分05秒

24 YOSHI 野村 佳範 ノムラ ヨシノリ 男性 19分10秒

25 GOTO 後藤 信哉 ゴトウ シンヤ 男性 19分10秒

26 MASA 庄司 雅博 ショウジ マサヒロ 男性 19分00秒

27 EGUCHI 江口 晋悟 エグチ シンゴ 男性 19分15秒

28 FUJII 藤井 公明 フジイ キミアキ 男性 19分16秒

29 TANIGUCHI 谷口 智哉 タニグチ トシヤ 男性 19分30秒

30 SHIBU 渋下 賢 シブシタ ケン 男性 19分30秒

31 KAZU 早川 和孝 ハヤカワ カズタカ 男性 19分30秒

32 MATSU 中澤 葉子 ナカザワ ヨウコ 女性 19分30秒

33 Miki 池田 美樹 イケダ ミキ 女性 19分40秒

34 SATORU 大久保 覚 オオクボ サトル 男性 19分55秒

35 Lets 服部 石也 ハットリ セキヤ 男性 19分55秒

36 HOSHI 星 慎太郎 ホシ シンタロウ 男性 19分55秒

37 YAGI 八木 敏英 ヤギ トシヒデ 男性 18分20秒

【第５戦】パワーブリーズカップ 

スタート時刻　14:10

■種目：5000mタイムチャレンジ ■男女：2組



■ペースメーカー：❶17分15秒　❷17分30秒　❸17分50秒　❹18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 KEN 谷本 憲太郎 タニモト ケンタロウ 男性 17分15秒

2 SOUTA 田中 颯汰 タナカ ソウタ 男性 17分15秒

3 KOHKI 清田 広輝 セイタ コウキ 男性 17分15秒

4 KAZUKI 星宮 一木 ホシミヤ カズキ 男性 17分20秒

5 Giro 佐久間 大輔 サクマ ダイスケ 男性 17分20秒

6 sige 菊地 重樹 キクチ シゲキ 男性 17分30秒

7 AKASAKA 赤坂 祐二 アカサカ ユウジ 男性 17分30秒

8 from_OKINAWA 佐藤 竜介 サトウ リョウスケ 男性 17分30秒

9 KOICHI 伊藤 幸一 イトウ コウイチ 男性 17分30秒

10 TOMURA 戸村 健 トムラ ケン 男性 17分30秒

11 KATSU 山口 克仁 ヤマグチ カツヒト 男性 17分30秒

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

13 OKUBO 大久保 勝明 オオクボ カツアキ 男性 17分30秒

14 Tatsu 町田 達彦 マチダ タツヒコ 男性 17分30秒

15 TORI 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト 男性 17分30秒

16 YASU 新井 康之 アライ ヤスユキ 男性 17分30秒

17 Yamamoto 山本 雄一朗 ヤマモト ユウイチロウ 男性 17分40秒

18 YUSUKE 石井 佑典 イシイ ユウスケ 男性 17分45秒

19 JIRO 金村 始郎 カネムラ ジロウ 男性 17分45秒

20 NAKANO 中野 洋平 ナカノ ヨウヘイ 男性 17分45秒

21 OYAKATA 山中 啓司 ヤマナカ ヒロシ 男性 17分50秒

22 SHIZUYA 静谷 智泰 シズヤ トモヤス 男性 17分50秒

23 yuuji 田口 祐治 タグチ ユウジ 男性 17分50秒

24 mitsuta 光田 国広 ミツタ クニヒロ 男性 17分55秒

25 cityrunner291 福井 順 フクイ ジュン 男性 17分55秒

26 YoshimotoMineto 吉本 峰登 ヨシモト ミネト 男性 17分59秒

27 KOUICHI 中田 康一 ナカダ コウイチ 男性 18分00秒

28 TATSUROTANAKA 田中 達朗 タナカ タツロウ 男性 18分00秒

29 Yuta 村上 勇太 ムラカミ ユウタ 男性 18分00秒

30 shimodaira 下平 麿利子 シモダイラ マリコ 女性 18分00秒

31 AOYAGI 青柳 諒 アオヤギ リョウ 男性 18分00秒

32 KEN 中島 健治 ナカジマ ケンジ 男性 18分00秒

33 YAMADA 山田 尚宏 ヤマダ ナオヒロ 男性 18分00秒

34 kenich 武部 健一 タケベ ケンイチ 男性 18分10秒

35 MiyakeFumihiko 三宅 文彦 ミヤケ フミヒコ 男性 18分10秒

36 POTIRONYOANN ポチロン ヨアン ポチロン ヨアン 男性 18分15秒

37 Himono 檜物 友和 ヒモノ トモカズ 男性 18分15秒

38 SATOSHI 大森 諭 オオモリ サトシ 男性 18分15秒

【第５戦】パワーブリーズカップ 

スタート時刻　14:35

■種目：5000mタイムチャレンジ ■男子：3組



■ペースメーカー：❶14分50秒　❷15分10秒　❸15分40秒　❹16分15秒　❺16分30秒　❻17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 HATTA 八田 康裕 ハッタ ヤスヒロ 男性 14分50秒

2 TAISHI 海老沼 太志 エビヌマ タイシ 男性 14分53秒

3 NOTON 行場 竹彦 ギョウバ タケヒコ 男性 14分55秒

4 ITSUKI 根本 樹 ネモト イツキ 男性 15分10秒

5 YUKI 飯田 勇希 イイダ ユウキ 男性 15分10秒

6 TOISHO- 外池 翔太郎 トイケ ショウタロウ 男性 15分20秒

7 Yohei 竹中 陽平 タケナカ ヨウヘイ 男性 15分40秒

8 tatsu 奥村 健広 オクムラ タツヒロ 男性 15分40秒

9 TOKU 徳永 裕介 トクナガ ユウスケ 男性 15分45秒

10 NEMOTO 根本 夏生 ネモト ナツオ 男性 15分50秒

11 NAOKI 網谷 直紀 アミタニ ナオキ 男性 15分50秒

12 R 成田 力 ナリタ チカラ 男性 15分59秒

13 KONTAKE 今野 豪 コンノ タケル 男性 16分10秒

14 IKEUCHI 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ 男性 16分10秒

15 SHIMAO 島津 正孝 シマヅ マサタカ 男性 16分15秒

16 DQW 筒井 優吉 ツツイ ユウキチ 男性 16分15秒

17 TOKU 徳原 健太郎 トクハラ ケンタロウ 男性 16分15秒

18 ABE 阿部 靖 アベ ヤスシ 男性 16分20秒

19 ZETT 座間 保成 ザマ ヤスナリ 男性 16分20秒

20 KATSUO 野本 大貴 ノモト ダイキ 男性 16分25秒

21 K 中島 圭一 ナカシマ ケイイチ 男性 16分30秒

22 FM 藤井 将大 フジイ マサヒロ 男性 16分30秒

23 HIROSAN 礒間 浩幸 イソマ ヒロユキ 男性 16分40秒

24 KEI 清水 慶一 シミズ ケイイチ 男性 16分40秒

25 OSUKE 上野 央輔 ウエノ オウスケ 男性 16分40秒

26 TAKANO 高野 貴彦 タカノ タカヒコ 男性 16分40秒

27 SHIGEKAZU 田口 茂和 タグチ シゲカズ 男性 16分40秒

28 HAKO 箱崎 怜 ハコザキ サトシ 男性 16分40秒

29 KOBO 小堀 光 コボリ ヒカリ 男性 16分45秒

30 SUGI 杉山 巧 スギヤマ サトシ 男性 16分45秒

31 Shinozaki 篠崎 賢一 シノザキ ケンイチ 男性 16分50秒

32 NAKAJIMD 中嶋 仁志 ナカジマ ヒトシ 男性 16分50秒

33 KOKU 石澤 毅士 コクザワ ツヨシ 男性 16分55秒

34 OTASUUUUU 小田切 大城 オタギリ ダイキ 男性 17分00秒

35 KOTA 鳥居 恒太 トリイ コウタ 男性 17分00秒

36 EBISAWA 海老澤 武尊 エビサワ タケル 男性 17分00秒

37 GiroSimon 斉藤 斉 サイトウ ヒトシ 男性 17分00秒

38 HIRO 澤田 洋志 サワダ ヒロシ 男性 17分00秒

【第５戦】パワーブリーズカップ 

スタート時刻　15:00

■種目：5000mタイムチャレンジ ■男子：4組


