
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 9:40 9:10 9:35 22名

1000ｍ 1組 10:00 9:30 9:55 28名

1500ｍ 1組 10:15 9:45 10:10 25名

1500ｍ 2組 10:30 10:00 10:25 22名

3000ｍ 1組 10:50 10:20 10:45 22名

3000ｍ 2組 11:15 10:45 11:10 27名

■日時：2021年6月27(日）　9時00分～12時00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／3000ｍ

■受付：8時45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】10:45～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



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 SEIMA 川上 聖真 カワカミ セイマ 男性 小学6年生 3分05秒

2 MIYU 小森 心結 コモリ ミユ 女性 小学5年生 3分08秒

3 YUINA 長塚 結南 ナガツカ ユイナ 女性 小学6年生 3分09秒

4 19 田村 俊輔 タムラ シュンスケ 男性 小学6年生 3分10秒

5 RYU 篠原 琉 シノハラ リュウ 男性 小学5年生 3分10秒

6 KOUMA 齋藤 煌真 サイトウ コウマ 男性 小学5年生 3分12秒

7 KAZUYUKITAKADA 高田 和幸 タカダ カズユキ 男性 小学6年生 3分13秒

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

9 CHISATO 椎橋 千怜 シイバシ チサト 女性 小学6年生 3分18秒

10 TATEISHIRIO 立石 理央 タテイシ リオ 女性 小学6年生 3分20秒

11 KIHARA 木原 來南 キハラ クルミ 女性 小学6年生 3分21秒

12 MAHONO 由利 茉歩乃 ユリ マホノ 女性 小学4年生 3分25秒

13 Kinositayumi 木下 裕海 キノシタ ユミ 女性 小学6年生 3分25秒

14 NAGAOSIHO 永尾 志穂 ナガオ シホ 女性 小学6年生 3分27秒

15 YUKITO 本間 雪斗 ホンマ ユキト 男性 小学6年生 3分30秒

16 827 奥山 寛司 オクヤマ カンジ 男性 小学4年生 3分35秒

17 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

18 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45秒

19 Shogo 遠藤 翔吾 エンドウ ショウゴ 男性 小学5年生 4分10秒

20 YUSUKE 鈴木 優介 スズキ ユウスケ 男性 小学3年生 4分20秒

21 Hayato 遠藤 隼人 エンドウ ハヤト 男性 小学3年生 4分25秒

22 KOTARO 浅上 琥太郎 アサガミ コタロウ 男性 小学2年生 4分50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　9:40

■ペースメーカー

❶3分05秒　❷3分20秒　❸3分30秒　❹3分45秒　❺4分10秒　❻4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 KANZAKI 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47秒

4 KOKU 石澤 毅士 コクザワ ツヨシ 男性 2分50秒

5 KOBO 小堀 光 コボリ ヒカリ 男性 2分50秒

6 EBISAWA 海老澤 武尊 エビサワ タケル 男性 2分53秒

7 HIRASHI 平島 達也 ヒラシマ タツヤ 男性 2分55秒

8 Adachi 安達 功 アダチ イサオ 男性 2分55秒

9 CHONO 丁野 克己 チョウノ カツミ 男性 2分55秒

10 Kentaro 川村 健太郎 カワムラ ケンタロウ 男性 2分57秒

11 KIKU 菊地 雅矢 キクチ マサヤ 男性 2分57秒

12 cha- 川村 勇樹 カワムラ ユウキ 男性 2分59秒

13 HARUKI 宮原 春樹 ミヤハラ ハルキ 男性 3分00秒

14 MIZUKI 杉本 瑞樹 スギモト ミズキ 男性 3分00秒

15 YASUNAGA 安永 亮 ヤスナガ アキラ 男性 3分00秒

16 thomas 遊佐 慎 ユサ マコト 男性 3分05秒

17 YASU 新井康之 アライヤスユキ 男性 3分10秒

18 YAMADA 山田尚宏 ヤマダナオヒロ 男性 3分10秒

19 ENDO 遠藤 雅広 エンドウ マサヒロ 男性 3分20秒

20 TSUKIOKA 月岡 崇 ツキオカ タカシ 男性 3分25秒

21 Takahashi 高橋 尚之 タカハシ ナオユキ 男性 3分30秒

22 MIRAI 葛西 未来 カサイ ミライ 男性 3分40秒

23 YUTA 遠藤 優太 エンドウ ユウタ 男性 3分45秒

24 YOSHI 芳野 高太郎 ヨシノ コウタロウ 男性 3分50秒

25 YAMAOKA 山岡 篤志 ヤマオカ アツシ 男性 4分00秒

26 KAORI 兵頭 かおり ヒョウドウ カオリ 女性 4分00秒

27 520619 山本 展弘 ヤマモト ノブヒロ 男性 4分01秒

28 TAKA 神山 毅好 コウヤマ タカヨシ 男性 4分30秒

■ペースメーカー

❶2分45秒　❷3分00秒　❸3分10秒　❹3分30秒　❺3分45秒　❻4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　10:00



No ナンバーカード表示名 氏名 カナ 性別 目標タイム

1 eMi 斎藤 絵美 サイトウ エミ 女性 5分00秒

2 MIRAI 葛西 未来 カサイ ミライ 男性 5分00秒

3 HibikiKasai 葛西 響 カサイ ヒビキ 男性 5分00秒

4 TOMMY 冨澤 昇吾 トミザワ ショウゴ 男性 5分00秒

5 HIROSHI 吉池 浩 ヨシイケ ヒロシ 男性 5分00秒

6 SY 山田 翔太 ヤマダ ショウタ 男性 5分00秒

7 AZUMIKOUHEI 安住 耕平 アズミ コウヘイ 男性 5分00秒

8 YASU 新井康之 アライヤスユキ 男性 5分00秒

9 YAMADA 山田尚宏 ヤマダナオヒロ 男性 5分00秒

10 MITANI 三谷 朋和 ミタニ トモカズ 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 KANA 根元 香苗 ネモト カナエ 女性 5分10秒

13 MORI 森 雅史 モリ マサシ 男性 5分10秒

14 ENDO 遠藤 雅広 エンドウ マサヒロ 男性 5分15秒

15 NAKAMITSU 中光 和裕 ナカミツ カズヒロ 男性 5分15秒

16 KENJISUZUKI 鈴木 健二 スズキ ケンジ 男性 5分15秒

17 YOSHIDA 吉田宏信 ヨシダヒロノブ 男性 5分20秒

18 Miki 池田 美樹 イケダ ミキ 女性 5分25秒

19 YOSHIKAZU 中馬 良和 チュウマン ヨシカズ 男性 5分30秒

20 YURI 由利 佳朗 ユリ ヨシロウ 男性 5分30秒

21 HIROTO 内藤 裕心 ヒロト ナイトウ 男性 5分40秒

22 KASAI 葛西 悠吾 カサイ ユウゴ 男性 6分00秒

23 UOOHIDEKI 魚尾 英生 ウオオ ヒデキ 男性 6分10秒

24 AKIRA 深井 昭 フカイ アキラ 男性 6分30秒

25 NAOKO 豊田 直子 トヨダ ナオコ 女性 6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　10:15

■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　❻6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 HIBI 丸岡 響 マルオカ ヒビク 男性 4分03秒

2 URA 浦霧 誠也 ウラギリ セイヤ 男性 4分10秒

3 Hatta 八田 康裕 ハッタ ヤスヒロ 男性 4分10秒

4 daikikuwa 桑原 大樹 クワハラ ダイキ 男性 4分20秒

5 MAOJUN 島津 正孝 シマヅ マサタカ 男性 4分20秒

6 RYOSUKE 野口 稜将 ノグチ リョウスケ 男性 4分24秒

7 kmzn 宗石 和久 ムネイシ カズヒサ 男性 4分25秒

8 HAYA 飯田 隼人 イイダ ハヤト 男性 4分28秒

9 MOTOHASE 本長谷 好富 モトハセ ヨシトミ 男性 4分29秒

10 KOKU 石澤 毅士 コクザワ ツヨシ 男性 4分30秒

11 HAKO 箱崎 怜 ハコザキ サトシ 男性 4分30秒

12 MIZUKI 杉本 瑞樹 スギモト ミズキ 男性 4分35秒

13 TOYO 宅島豊人 タクシマトヨヒト 男性 4分38秒

14 JUN 重本 潤 シゲモト ジュン 男性 4分40秒

15 ONODA 小野田 寛 オノダ ヒロシ 男性 4分40秒

16 UEDA 上田 浩 ウエダ ヒロシ 男性 4分45秒

17 HIDENORI 新澤 英典 シンザワ ヒデノリ 男性 4分45秒

18 YUSAKU 尾方 優作 オガタ ユウサク 男性 4分45秒

19 TSURUMAKI 弦巻 心遥 ツルマキ コハル 女性 4分45秒

20 KAISHIRO 江島 改志郎 エシマ カイシロウ 男性 4分54秒

21 thomas 遊佐 慎 ユサ マコト 男性 4分55秒

22 yuta 鈴木 祐太 スズキ ユウタ 男性 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　10:30

■種目：1500mタイムチャレンジ ■男女：2組

■ペースメーカー

❶4分03秒　❷4分10秒　❸4分20秒　❹4分30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 KAMOSHIDA 鴨志田 文彦 カモシダ フミヒコ 男性 10分59秒

2 KIKU 菊地 雅矢 キクチ マサヤ 男性 11分00秒

3 shinozaki 篠崎 賢一 シノザキ ケンイチ 男性 11分00秒

4 my 山下 美智子 ヤマシタ ミチコ 女性 11分45秒

5 YOSHIKAZU 中馬 良和 チュウマン ヨシカズ 男性 12分00秒

6 Kyohei 松本 郷平 マツモト キョウヘイ 男性 12分00秒

7 NAOYA 浅見 直哉 アサミ ナオヤ 男性 12分00秒

8 YUTA 遠藤 優太 エンドウ ユウタ 男性 12分15秒

9 Takahashi 高橋 尚之 タカハシ ナオユキ 男性 12分30秒

10 THAMANA 浜名 輝好 ハマナ テルヨシ 男性 12分45秒

11 kazu 大川 一広 オオカワ カズヒロ 男性 12分45秒

12 YOSHI 芳野 高太郎 ヨシノ コウタロウ 男性 13分00秒

13 UOOHIDEKI 魚尾 英生 ウオオ ヒデキ 男性 13分00秒

14 TAKA 神山 毅好 コウヤマ タカヨシ 男性 13分30秒

15 masaaki 岸 正明 キシ マサアキ 男性 13分30秒

16 NAOKI 佐々木 直樹 ササキ ナオキ 男性 13分30秒

17 KAZU 齋藤 和彦 サイトウ カズヒコ 男性 14分00秒

18 aki 小笠原 明子 オガサワラ アキコ 女性 14分00秒

19 maron 池宮 範人 イケミヤ ノリヒト 男性 14分10秒

20 NAOKO 豊田 直子 トヨダ ナオコ 女性 14分45秒

21 520619 山本 展弘 ヤマモト ノブヒロ 男性 15分00秒

22 Buchi 桐渕 泰雄 キリブチ ヤスオ 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　10:50

■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 Hatta 八田 康裕 ハッタ ヤスヒロ 男性 8分55秒

2 daikikuwa 桑原 大樹 クワハラ ダイキ 男性 9分15秒

3 KAZUAKI 吉田 和章 ヨシダ カズアキ 男性 9分15秒

4 kmzn 宗石 和久 ムネイシ カズヒサ 男性 9分29秒

5 KOBO 小堀 光 コボリ ヒカリ 男性 9分30秒

6 HAYA 飯田 隼人 イイダ ハヤト 男性 9分30秒

7 hasesho 長谷川 翔 ハセガワ ショウ 男性 9分30秒

8 JUN 重本 潤 シゲモト ジュン 男性 9分40秒

9 DAISUKE 佐々木 大輔 ササキ ダイスケ 男性 9分40秒

10 Adachi 安達 功 アダチ イサオ 男性 9分50秒

11 cha- 川村 勇樹 カワムラ ユウキ 男性 9分59秒

12 MOTOHASE 本長谷 好富 モトハセ ヨシトミ 男性 9分59秒

13 HIRASHI 平島 達也 ヒラシマ タツヤ 男性 9分59秒

14 YASUNAGA 安永 亮 ヤスナガ アキラ 男性 10分00秒

15 UEDA 上田 浩 ウエダ ヒロシ 男性 10分00秒

16 ONODA 小野田 寛 オノダ ヒロシ 男性 10分00秒

17 CHONO 丁野 克己 チョウノ カツミ 男性 10分00秒

18 HAKO 箱崎 怜 ハコザキ サトシ 男性 10分15秒

19 YASU 新井康之 アライヤスユキ 男性 10分15秒

20 TORI 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト 男性 10分30秒

21 TSUKIOKA 月岡 崇 ツキオカ タカシ 男性 10分30秒

22 YUMA 松丸 勇馬 マツマル ユウマ 男性 10分30秒

23 NOGUTAN 野口 健史 ノグチ タケシ 男性 10分30秒

24 Rai 折内 来 オリウチ ライ 男性 10分30秒

25 ISHIDA 石田賢 イシダサトシ 男性 10分30秒

26 KMT 小松靖史 コマツヤスシ 男性 10分30秒

27 WATARU 岡田 航 オカダ ワタル 男性 10分45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　11:15

■種目：3000mタイムチャレンジ ■男女：2組

■ペースメーカー

❶8分55秒　❷9分15秒　❸9分30秒　❹9分45秒　❺10分00秒　❻10分15秒　❼10分30秒


