
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 14:00 13:30 13:55 5名

1000ｍ 1組 14:10 13:40 14:05 19名

1000ｍ 2組 14:20 13:50 14:15 18名

1500ｍ 1組 14:30 14:00 14:25 18名

1500ｍ 2組 14:45 14:15 14:40 14名

3000ｍ 1組 15:00 14:30 14:55 30名

3000ｍ 2組 15:20 14:50 15:15 26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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドリームディスタンス事務局

　　　　　　https://www.dream-assist-club.com/acdd2022

≪タイムスケジュール≫

■日時：2022年5月7日（土）　14時00分～15時20分　

■会場：代々木公園陸上競技場（織田フィールド）

■種目：キッズ1000m／1000ｍ／1500ｍ／3000ｍ

■受付：13時00分～スタート時間３０分前迄

ドリームディスタンスプログラム



■ペースメーカー：❶3分18秒　❷3分30秒　❸3分38秒　❹3分45秒　❺5分00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 MAHONO 由利 茉歩乃 ユリ マホノ 女性 小学5年生 3分18秒

2 SEIYO 川上 聖陽 カワカミ セイヨウ 男性 小学3年生 3分30秒

3 TARO 武田 太郎 タケダ タロウ 男性 小学3年生 3分38秒

4 yuu 小塚 優 コヅカ ユウ 女性 小学6年生 3分45秒

5 Joe Daniel Joe ダニエル 男性 小学1年生 5分00秒

■種目：キッズ1000mタイムチャレンジ ■男女：１組

ドリームディスタンス チャレンジ

スタート時刻　14:00



■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　❻LF

No ナンバーカード表示名 氏名 カナ 性別 目標タイム

1 KIKU 菊地 雅矢 キクチ マサヤ 男性 3分10秒

2 YOSHIRO 由利 佳朗 ユリ ヨシロウ 男性 3分10秒

3 SatoshiYoshida 吉田 賢 ヨシダ サトシ 男性 3分10秒

4 Yamada 山田 尚宏 ヤマダ ナオヒロ 男性 3分10秒

5 M.TAKINO 瀧野 幹拡 タキノ ミキヒロ 男性 3分10秒

6 SHIMIZU 清水 徹 シミズ トオル 男性 3分13秒

7 SADAYAN 長田 誠 オサダ マコト 男性 3分15秒

8 Kuwa 桑形 雅臣 クワガタ マサオミ 男性 3分20秒

9 JO 新城 かおり シンジョウ カオリ 女性 3分20秒

10 Yuka 竹森 友香 タケモリ ユカ 女性 3分25秒

11 KAORI 山崎 加央里 ヤマザキ カオリ 女性 3分30秒

12 TAKUMI 吉野 匠 ヨシノ タクミ 男性 3分30秒

13 Yoshida 吉田 宏信 ヨシダ ヒロノブ 男性 3分30秒

14 Masayuki 関根 正之 セキネ マサユキ 男性 3分40秒

15 MICHIKOSAN 金沢 倫子 カナザワ ミチコ 女性 4分00秒

16 YAMA 山岡 篤志 ヤマオカ アツシ 男性 4分00秒

17 MASANOBUITO 伊藤 正宣 イトウ マサノブ 男性 4分00秒

18 TAKKIE 瀧野 秀則 タキノ ヒデノリ 男性 4分00秒

19 しましまA 島根 明希子 シマネ アキコ 女性 4分30秒

■種目：1000mタイムチャレンジ ■男女：１組

ドリームディスタンス チャレンジ

スタート時刻　14:10



■ペースメーカー：❶2分50秒　❷2分55秒　❸3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 Tori 鳥海 一仁 トリウミ カズヒト 男性 2分47秒

2 kiyoi 小塚 希生 コヅカ キヨイ 男性 2分47秒

3 MIZUKI 杉本 瑞樹 スギモト ミズキ 男性 2分48秒

4 KOBO 小堀 光 コボリ ヒカリ 男性 2分50秒

5 poti 紺野 亘介 コンノ コウスケ 男性 2分50秒

6 TK 川井 勉 カワイ ツトム 男性 2分52秒

7 shito 市東 勝 シトウ マサル 男性 2分53秒

8 KUMAGAI 熊谷 卓哉 クマガイ タクヤ 男性 2分55秒

9 SEIMA 川上 聖真 カワカミ セイマ 男性 2分55秒

10 S_YONEYAMA 米山 修平 ヨネヤマ シュウヘイ 男性 2分58秒

11 KAWAKEN 川村 健太郎 カワムラ ケンタロウ 男性 2分59秒

12 manokai 藤平 真ノ介 トウヘイ シンノスケ 男性 2分59秒

13 TAROBE 武田 哲治 タケダ テツジ 男性 3分00秒

14 KOKU 石澤 毅士 コクザワ ツヨシ 男性 3分00秒

15 MATSUKEN 村松 健 ムラマツ ケン 男性 3分00秒

16 YUSAKU 尾方 優作 オガタ ユウサク 男性 3分00秒

17 KOBA 小林 淳一 コバヤシ ジュンイチ 男性 3分00秒

18 TOSHI 関野 敏正 セキノ トシマサ 男性 3分05秒

■種目：1000mタイムチャレンジ ■男女：２組

ドリームディスタンス チャレンジ

スタート時刻　14:20



■ペースメーカー：❶4分45秒　❷5分00秒　❸5分15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 RUI 宮本 類 ミヤモト ルイ 男性 4分45秒

2 SINO 篠塚 明裕 シノヅカ アキヒロ 男性 4分45秒

3 manokai 藤平 真ノ介 トウヘイ シンノスケ 男性 4分45秒

4 High 柳沢 春樹 ヤナギサワ ハルキ 男性 4分50秒

5 YAMASAKI 山﨑 希 ヤマサキ アキラ 男性 4分50秒

6 SUGURU 山内 優 ヤマウチ スグル 男性 4分50秒

7 KOBA 小林 淳一 コバヤシ ジュンイチ 男性 4分55秒

8 Yamada 山田 尚宏 ヤマダ ナオヒロ 男性 4分55秒

9 SHIMIZU 清水 修 シミズ オサム 男性 5分00秒

10 MASA 杉田 雅宏 スギタ マサヒロ 男性 5分00秒

11 K.KNZ 金澤 幸一 カナザワ コウイチ 男性 5分15秒

12 Kentaro 瀬尻 健太郎 セジリ ケンタロウ 男性 5分30秒

13 TaniMami 谷 真美 タニ マミ 女性 5分30秒

14 TAKAMARUSUWA 諏訪 隆丸 スワ タカマル 男性 5分30秒

15 Yoshida 吉田 宏信 ヨシダ ヒロノブ 男性 5分30秒

16 KAZU 春口 和子 ハルグチ カズコ 女性 6分00秒

17 MORIMOTO 森本 哲朗 モリモト テツロウ 男性 6分00秒

18 NAO 土屋 奈緒 ツチヤ ナオ 女性 6分15秒

ドリームディスタンス チャレンジ

スタート時刻　14:30

■種目：1500mタイムチャレンジ ■男女：1組



■ペースメーカー：❶3分50秒　❷4分10秒　❸4分20秒　❹4分30秒

No ナンバーカード表示名 氏名 カナ 性別 目標タイム

1 KATO 加藤 蛍太郎 カトウ ケイタロウ 男性 3分50秒

2 WAKU 大和久 貴裕 オオワク タカヒロ 男性 4分05秒

3 SAWATSUBASHI 沢津橋 雅裕 サワツバシ マサヒロ 男性 4分10秒

4 AKIHIKO 坂入 徹彦 サカイリ アキヒコ 男性 4分20秒

5 MURAKAWA 村川 嘉彦 ムラカワ ヨシヒコ 男性 4分20秒

6 KOSUKE 三河 孔介 ミカワ コウスケ 男性 4分20秒

7 ZETT 座間 保成 ザマ ヤスナリ 男性 4分20秒

8 youhei 小島 洋平 コジマ ヨウヘイ 男性 4分25秒

9 Adachi 安達 功 アダチ イサオ 男性 4分25秒

10 canal 高野 奏生 タカノ カナル 男性 4分25秒

11 Kouki 増子 亘輝 マシコ コウキ 男性 4分30秒

12 wataru 松浦 航 マツウラ ワタル 男性 4分30秒

13 OTASU 小田切 大城 オタギリ ダイキ 男性 4分30秒

14 MIZUKI 杉本 瑞樹 スギモト ミズキ 男性 4分30秒

ドリームディスタンス チャレンジ

スタート時刻　14:45

■種目：1500mタイムチャレンジ ■男女：2組



■ペースメーカー：❶11分00秒　❷11分30秒　❸12分00秒　❹12分30秒　❺13分00秒　❻14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 TOSHI 関野 敏正 セキノ トシマサ 男性 11分00秒

2 TAMUKEN 田村 建司 タムラ ケンジ 男性 11分00秒

3 SatoshiYoshida 吉田 賢 ヨシダ サトシ 男性 11分00秒

4 SUZUKI 鈴木 俊祐 スズキ シュンスケ 男性 11分00秒

5 YANAI 矢内 裕司 ヤナイ ユウジ 男性 11分00秒

6 AYA 橘 彩 タチバナ アヤ 女性 11分00秒

7 MASA 杉田 雅宏 スギタ マサヒロ 男性 11分00秒

8 M.TAKINO 瀧野 幹拡 タキノ ミキヒロ 男性 11分00秒

9 K.KNZ 金澤 幸一 カナザワ コウイチ 男性 11分00秒

10 ARAISHU 新居 志宇 アライ シュウ 男性 11分15秒

11 KAORI 山崎 加央里 ヤマザキ カオリ 女性 11分30秒

12 KIKU 菊地 雅矢 キクチ マサヤ 男性 11分30秒

13 Kuwa 桑形 雅臣 クワガタ マサオミ 男性 11分30秒

14 MAEDAAKINORI 前田 明徳 マエダ アキノリ 男性 11分30秒

15 Yoshida 吉田 宏信 ヨシダ ヒロノブ 男性 11分30秒

16 RISA 鈴木 莉紗 スズキ リサ 女性 11分45秒

17 Kentaro 瀬尻 健太郎 セジリ ケンタロウ 男性 12分00秒

18 TAKUMI 吉野 匠 ヨシノ タクミ 男性 12分00秒

19 KURODA 黒田 健介 クロダ ケンスケ 男性 12分00秒

20 isozaki 磯崎 学 イソザキ マナブ 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 TANIGUCHI 谷口 智哉 タニグチ トシヤ 男性 12分02秒

23 MOMOI 桃井 浩 モモイ ヒロシ 男性 12分12秒

24 MASANOBUITO 伊藤 正宣 イトウ マサノブ 男性 12分15秒

25 SUGAHARA 菅原 勝 スガハラ マサル 男性 12分15秒

26 Nyudo 入道 勇海 ニュウドウ イサミ 男性 13分30秒

27 MARON 池宮 範人 イケミヤ ノリヒト 男性 13分50秒

28 HITOKOTO 一言 庸夫 ヒトコト ツネオ 男性 13分59秒

29 MICHIKOSAN 金沢 倫子 カナザワ ミチコ 女性 14分00秒

30 Buchi 桐渕 泰雄 キリブチ ヤスオ 男性 15分45秒

ドリームディスタンス チャレンジ

スタート時刻　15:00

■種目：3000mタイムチャレンジ ■男女：1組



■ペースメーカー：❶8分45秒　❷9分15秒　❸9分30秒　❹9分45秒　❺10分00秒　❻10分30秒

No ナンバーカード表示名 氏名 カナ 性別 目標タイム

1 WAKU 大和久 貴裕 オオワク タカヒロ 男性 8分45秒

2 nozawa 野沢 好智 ノザワ ヨシトモ 男性 9分15秒

3 HORIGUCHI 堀口 貴史 ホリグチ タカシ 男性 9分20秒

4 KOBO 小堀 光 コボリ ヒカリ 男性 9分30秒

5 HIROKI 鈴木 大樹 スズキ ヒロキ 男性 9分30秒

6 HIDEKAZUTANAKA 田中 秀和 タナカ ヒデカズ 男性 9分30秒

7 TAKAHIRO 松下 孝洋 マツシタ タカヒロ 男性 9分40秒

8 SHUNJI 佐々木 俊治 ササキ シュンジ 男性 9分45秒

9 KOKU 石澤 毅士 コクザワ ツヨシ 男性 9分45秒

10 YUTA 山崎 雄大 ヤマザキ ユウタ 男性 9分45秒

11 canal 高野 奏生 タカノ カナル 男性 9分45秒

12 TK 川井 勉 カワイ ツトム 男性 9分50秒

13 Adachi 安達 功 アダチ イサオ 男性 9分50秒

14 KUMAGAI 熊谷 卓哉 クマガイ タクヤ 男性 9分50秒

15 Kouki 増子 亘輝 マシコ コウキ 男性 9分55秒

16 DICEK 木川 大輔 キカワ ダイスケ 男性 9分59秒

17 Merosuke 小林 圭佑 コバヤシ ケイスケ 男性 9分59秒

18 KONTA 今野 豪 コンノ タケル 男性 9分59秒

19 RYO 大岡 稜 オオオカ リョウ 男性 10分00秒

20 kiyoi 小塚 希生 コヅカ キヨイ 男性 10分00秒

21 KOSHI 小清水 功 コシミズ イサオ 男性 10分08秒

22 KUMA 熊澤 拓哉 クマザワ タクヤ 男性 10分20秒

23 MATSUKEN 村松 健 ムラマツ ケン 男性 10分30秒

24 YOSUKE 山崎 洋輔 ヤマザキ ヨウスケ 男性 10分30秒

25 OTASU 小田切 大城 オタギリ ダイキ 男性 10分30秒

26 TakaoIto 伊藤 高雄 イトウ タカオ 男性 10分30秒

ドリームディスタンス チャレンジ

スタート時刻　15:20

■種目：3000mタイムチャレンジ ■男女：2組


