
- ジョギングフェスティバルinさざ -

1.5ｋｍファミリーマラソンＡ男子1組

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 所属

開催日： 2023/3/5

スタート： 9:40:00

会場： さざ町民体育館

主催： ジョギングフェスティバル大会事務局

5分17秒1 坂口 源也/吉川　朝陽46 ｻｶｸﾞﾁ ｹﾞﾝﾔ/ﾖｼｶﾜ ｱｻﾋ 大瀬戸ＪＣ

5分24秒2 富永 勲/富永　光20 ﾄﾐﾅｶﾞ ｲｻｵ/ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳ 広田小学校

5分39秒3 奥野 猶興/奥野　茜士19 ｵｸﾉ ﾕｳｺｳ/ｵｸﾉ ｱｶｼ 星鹿小学校

5分48秒4 横山 菜美/福永　大悟25 ﾖｺﾔﾏ ﾅﾐ/ﾌｸﾅｶﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 長与町

6分02秒5 川久保 輝巳/川久保　橙真32 ｶﾜｸﾎﾞ ﾃﾙﾐ/ｶﾜｸﾎﾞ ﾄｳﾏ 諫早市立上山小学校

6分03秒6 山口 大貴/松浦　一翔8 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｷ/ﾏﾂｳﾗ ｶｽﾞﾄ 佐世保ＴＣ

6分06秒7 横山 美明/横山　煌太29 ﾖｺﾔﾏ ﾖｼｱｷ/ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ 長与ＳＣ

6分19秒8 池田 創/池田　曜一郎9 ｲｹﾀﾞ ｿｳ/ｲｹﾀﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ 佐世保ＴＣ

6分19秒9 横田 道之/横田　啓翔44 ﾖｺﾀ ﾐﾁﾕｷ/ﾖｺﾀ ｹｲﾄ 大塔小

6分32秒10 光武 亮/光武　礼33 ﾐﾂﾀｹ ﾘｮｳ/ﾐﾂﾀｹ ﾚｲ

6分32秒11 末永 まどか/末永　鈴之介26 ｽｴﾅｶﾞ ﾏﾄﾞｶ/ｽｴﾅｶﾞ ｽｽﾞﾉｽｹ ひかりケ丘保育園

6分33秒12 田中 喜邦/田中　颯真22 ﾀﾅｶ ﾖｼｸﾆ/ﾀﾅｶ ｿｳﾏ

6分40秒13 高黒 健吾/高黒　絢斗4 ﾀｶｸﾛ ｹﾝｺﾞ/ﾀｶｸﾛ ｹﾝﾄ

6分40秒14 田中 貴康/田中　大翔21 ﾀﾅｶ ﾀｶﾔｽ/ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ

6分41秒15 横田 奈津美/横田　柊翔43 ﾖｺﾀ ﾅﾂﾐ/ﾖｺﾀ ｼｭｳﾄ 大塔小

6分44秒16 杉谷 隆之/杉谷　凌論10 ｽｷﾞﾀﾆ ﾀｶﾕｷ/ｽｷﾞﾀﾆ ﾘｮｳﾄ

6分53秒17 鷲尾 千里/鷲尾　康介40 ﾜｼｵ ﾁｻﾄ/ﾜｼｵ ｺｳｽｹ 桜町陸上クラブ

6分54秒18 迎 良樹/迎　春輝5 ﾑｶｴ ﾖｼｷ/ﾑｶｴ ﾊﾙｷ 佐世保ＴＣ

6分56秒19 宮﨑 正司/宮﨑　透汰7 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻｼ/ﾐﾔｻﾞｷ ﾄｳﾀ 佐世保ＴＣ

7分00秒20 出端 史郎/出端　悠吉13 ﾃﾞﾊﾞﾀ ｼﾛｳ/ﾃﾞﾊﾞﾀ ﾊﾙｷﾁ

7分15秒21 森 亜有美/森　悠斗3 ﾓﾘ ｱﾕﾐ/ﾓﾘ ﾊﾙﾄ 大村市立竹松小学校

7分17秒22 中村 隆彦/中村　伍希24 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋｺ/ﾅｶﾑﾗ ｲﾂｷ

7分20秒23 平野 雄太/平野　結雅36 ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀ/ﾋﾗﾉ ﾕｳｶﾞ

7分23秒24 堀 則昭/堀　陽向30 ﾎﾘ ﾉﾘｱｷ/ﾎﾘ ﾋﾅﾀ

7分24秒25 松竹 寿郎/松竹　大知50 ﾏﾂﾀｹ ﾄｼｵ/ﾏﾂﾀｹ ﾀﾞｲﾁ 成和小学校

7分27秒26 海老原 力也/海老原　宝16 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾘｷﾔ/ｴﾋﾞﾊﾗ ﾀｶﾗ 無所属

7分28秒27 谷川 幸子/谷川　司晏51 ﾀﾆｶﾞﾜ ｻﾁｺ/ﾀﾆｶﾞﾜ ｼｱﾝ

7分30秒28 中村 明子/中村　清匡23 ﾅｶﾑﾗ ｱｷｺ/ﾅｶﾑﾗ ｷﾖﾏｻ

7分36秒29 松瀬 伊織/松瀬　蒼司郎6 ﾏﾂｾ ｲｵﾘ/ﾏﾂｾ ｿｳｼﾛｳ 佐世保ＴＣ

7分46秒30 古川 真也/古川　晃大39 ﾌﾙｶﾜ ｼﾝﾔ/ﾌﾙｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 伊万里ジュニアアスリートク

7分52秒31 宮本 周平/宮本　恭祐31 ﾐﾔﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ/ﾐﾔﾓﾄ ｷｮｳｽｹ

7分53秒32 山口 司貴/山口　貴隆38 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾀｶ/ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾘｭｳ 伊万里ジュニアアスリートク

7分58秒33 福田 雄一郎/福田　航大18 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ/ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀ

8分00秒34 吉村 宗次郎/吉村　海音41 ﾖｼﾑﾗ ｿｳｼﾞﾛｳ/ﾖｼﾑﾗ ｶｲﾄ

8分02秒35 朝野 洋平/朝野　晶貴48 ｱｻﾉ ﾖｳﾍｲ/ｱｻﾉ ｼｮｳｷ 大瀬戸ＪＣ

8分20秒36 次元 剛/次元　海晴34 ﾂｷﾞﾓﾄ ﾂﾖｼ/ﾂｷﾞﾓﾄ ｶｲｾｲ 日野小学校

8分33秒37 山本 るみ/山本　陽生45 ﾔﾏﾓﾄ ﾙﾐ/ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ

8分53秒38 水口 裕子/水口　隼仁42 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｳｺ/ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ

9分09秒39 西浦 裕介/西浦　洸勝12 ﾆｼｳﾗ ﾕｳｽｹ/ﾆｼｳﾗ ｺｳｼｮｳ 宮小学校

9分11秒40 岩本 勇貴/岩本　遼馬27 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｷ/ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳﾏ ルカリオ株式会社

9分14秒41 山本 智子/山本　稜真2 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｺ/ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 長崎市立西北小学校

9分19秒42 池田 和章/池田　忠仁17 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ/ｲｹﾀﾞ ﾀﾀﾞﾋﾄ

9分32秒43 村瀬 美希/村瀬　拓真35 ﾑﾗｾ ﾐｷ/ﾑﾗｾ ﾀｸﾏ

9分40秒44 東房 珠葵/東房　煌龍37 ﾄｳﾎﾞｳ ﾀﾏｷ/ﾄｳﾎﾞｳ ｷﾘｭｳ

10分05秒45 椿崎 吉幸/椿崎　開惺1 ﾂﾊﾞｷｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ/ﾂﾊﾞｷｻﾞｷ 

10分26秒46 山下 あずさ/山下　和真15 ﾔﾏｼﾀ ｱｽﾞｻ/ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾏ

11分18秒47 池上 加那子/西浦　秀丸11 ｲｹｶﾞﾐ ｶﾅｺ/ﾆｼｳﾗ ﾋﾃﾞﾏﾙ 宮小学校

17分10秒48 鶴田 卓司/靍田　小次郎14 ﾂﾙﾀﾞ ﾀｶｼ/ﾂﾙﾀﾞ ｺｼﾞﾛｳ
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