
- 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Ｂ男子

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 所属

開催日： 2023/3/5

スタート： 9:56:00

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

6分29秒1 出端 史郎/出端　史弥307 ﾃﾞﾊﾞﾀ ｼﾛｳ/ﾃﾞﾊﾞﾀ ﾌﾐﾔ

7分22秒2 濱本 健太/濱本　旺之介327 ﾊﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ/ﾊﾏﾓﾄ ｵｳﾉｽｹ

7分27秒3 堤 拓郎/堤　悠321 ﾂﾂﾐ ﾀｸﾛｳ/ﾂﾂﾐ ﾕｳ

7分31秒4 満田 聡嗣/満田　朔真325 ﾐﾂﾀ ｻﾄｼ/ﾐﾂﾀ ｻｸﾏ

7分32秒5 土井 高志/土井　昌輝302 ﾄﾞｲ ﾀｶｼ/ﾄﾞｲ ﾏｻｷ 住吉こども園

7分40秒6 古賀 隆徳/古賀　陽向311 ｺｶﾞ ﾀｶﾉﾘ/ｺｶﾞ ﾋﾅﾀ 久原保育園

7分41秒7 江口　絵理/江口　住秋347 ｴｸﾞﾁ ｴﾘ/ｴｸﾞﾁ ｽﾐｱｷ

7分50秒8 佐々木 淳一/佐々木　蒼良318 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ/ｻｻｷ ｿﾗ 大宮幼稚園

7分50秒9 橋本 博司/橋本　佳汰335 ﾊｼﾓﾄ ｺｳｼﾞ/ﾊｼﾓﾄ ｹｲﾀ 佐々テコンドー

7分51秒10 濵田　和憲/濵田　大和348 ﾊﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ/ﾊﾏﾀﾞ ﾔﾏﾄ

7分53秒11 宮永 陽輔/宮永　拓真313 ﾐﾔﾅｶﾞ ﾖｳｽｹ/ﾐﾔﾅｶﾞ ﾀｸﾏ ミチバシリ

7分59秒12 吉田 雄大/吉田　歩生338 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ/ﾖｼﾀﾞ ｱﾕｷ

8分00秒13 石田 政義/石田　凌太郎336 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾖｼ/ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

8分02秒14 中村 寛幸/中村　奏太329 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ/ﾅｶﾑﾗ ｶﾅﾀ

8分07秒15 渡辺 拓也/渡辺　喜斗315 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ/ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾄ

8分08秒16 木津 綾子/木津　晴太朗340 ｷﾂﾞ ｱﾔｺ/ｷﾂﾞ ｾｲﾀﾛｳ

8分23秒17 土井 俊宏/土井　結心303 ﾄﾞｲ ﾄｼﾋﾛ/ﾄﾞｲ ﾕｲﾄ

8分26秒18 岩永　浩之/西山　琉生352 ｲﾜﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ/ﾆｼﾔﾏ ﾙｲ Team　SAZA

8分27秒19 小畑 久義/田中　壱輝317 ｵﾊﾞﾀ ﾋｻﾖｼ/ﾀﾅｶ ｲﾂｷ

8分27秒20 富田 拓也/富田　千駿334 ﾄﾐﾀ ﾀｸﾔ/ﾄﾐﾀ ﾁﾊﾔ

8分33秒21 西田　仁美/西田　晴紀356 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾄﾐ/ﾆｼﾀﾞ ﾊﾙｷ

8分33秒22 葉山　秀美/葉山　陽向346 ﾊﾔﾏ ﾋﾃﾞﾐ/ﾊﾔﾏ ﾋﾅﾀ ひとみ保育園

8分34秒23 岡阪 雄介/岡阪　隆平331 ｵｶｻｶ ﾕｳｽｹ/ｵｶｻｶ ﾘｭｳﾍｲ

8分45秒24 鈴木　希望/鈴木　理仁354 ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾐ/ｽｽﾞｷ ﾘﾋﾄ

8分49秒25 岩本 さやか/岩本　拓磨319 ｲﾜﾓﾄ ｻﾔｶ/ｲﾜﾓﾄ ﾀｸﾏ ＣＡＮＤＹこども園

9分30秒26 山口　千春/大里　?晴353 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁﾊﾙ/ｵｵｻﾄ ｾｲﾊ

9分33秒27 米倉 智久/米倉　丈翔324 ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓﾋｻ/ﾖﾈｸﾗ ﾀｹﾙ 相知ＭＣ

9分49秒28 岡本　敏幸/岡本　敏人355 ｵｶﾓﾄ ﾄｼﾕｷ/ｵｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ

9分51秒29 塚本　信之/塚本　柊翔343 ﾂｶﾓﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ/ﾂｶﾓﾄ ｼｭｳﾄ

9分54秒30 稲澤 由香理/稲澤　咲弥341 ｲﾅｻﾞﾜ ﾕｶﾘ/ｲﾅｻﾞﾜ ｻｸﾔ

9分56秒31 平野　真奈実/平野　弘351 ﾋﾗﾉ ﾏﾅﾐ/ﾋﾗﾉ ｺｳ 七釜JC

9分57秒32 安高 直樹/安高　福人314 ﾔｽﾀｶ ﾅｵｷ/ﾔｽﾀｶ ﾌｸﾄ にしざきこども園

10分05秒33 山田 晃也/山田　一太301 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾙﾔ/ﾔﾏﾀﾞ ｲﾁﾀ

10分08秒34 前川　恵美/前川　虎雅358 ﾏｴｶﾜ ﾒｸﾞﾐ/ﾏｴｶﾜ ﾀｲｶﾞ 小佐々柔道教室

10分13秒35 渡辺 孝夫/渡邊　太央306 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｵ/ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｵ

10分15秒36 梶原 将雄/梶原　匠翔333 ｶｼﾞﾜﾗ ﾏｻｵ/ｶｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ

10分19秒37 林枝 美奈子/林枝　孝祐330 ﾘﾝｴﾀﾞ ﾐﾅｺ/ﾘﾝｴﾀﾞ ｺｳｽｹ

10分24秒38 山口　早苗/山口　颯士350 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾅｴ/ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ

10分38秒39 井上 千佳代/井上　慶一337 ｲﾉｳｴ ﾁｶﾖ/ｲﾉｳｴ ｹｲｲﾁ

10分39秒40 岩本 玄樹/岩本　仁平322 ｲﾜﾓﾄ ｹﾞﾝｷ/ｲﾜﾓﾄ ｼﾞﾝﾍﾟｲ

10分40秒41 宮本 祐美/宮本　碧326 ﾐﾔﾓﾄ ﾕﾐ/ﾐﾔﾓﾄ ｱｵｲ

10分53秒42 岩本 昂大/岩本　周磨320 ｲﾜﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ/ｲﾜﾓﾄ ｼｭｳﾏ ＣＡＮＤＹこども園

10分59秒43 守屋　勝雄/山口　慧士357 ﾓﾘﾔ ｶﾂｵ/ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄｼ

11分45秒44 深江 鉄兵/深江　改銅305 ﾌｶｴ ﾃｯﾍﾟｲ/ﾌｶｴ ｶｲﾄﾞｳ チームＦＲＥＥ

12分08秒45 髙城 美穂子/髙城　隆人323 ﾀｷ ﾐﾎｺ/ﾀｷ ﾘｭｳﾄ Ｔの一族（和田党陸上競技・

13分58秒46 山下 弘吉/山下　侑真308 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｷﾁ/ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾏ

13分59秒47 木下　あすか/木下　時希342 ｷﾉｼﾀ ｱｽｶ/ｷﾉｼﾀ ｼｷ

14分41秒48 村崎 豪紀/村崎　誠332 ﾑﾗｻｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ/ﾑﾗｻｷ ﾏｺﾄ

15分06秒49 山口　ひらり/山口　晴空349 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾗﾘ/ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾚﾙ 相浦中学校

15分09秒50 馬場 千尋/馬場　秋仁316 ﾊﾞﾊﾞ ﾁﾋﾛ/ﾊﾞﾊﾞ ｱｷﾋﾄ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 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Ｂ男子

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 所属

開催日： 2023/3/5

スタート： 9:56:00

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

16分29秒51 福野　敬介/福野　陽翔344 ﾌｸﾉ ｹｲｽｹ/ﾌｸﾉ ﾋﾅﾄ

16分34秒52 山口　祥太/山口　瑛斗345 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ/ﾔﾏｸﾞﾁ ｴｲﾄ

17分26秒53 渡邊 麻美/渡邊　太馳328 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾐ/ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ

20分48秒54 永田 萌/高見　樹里312 ﾅｶﾞﾀ ﾓｴ/ﾀｶﾐ ｼﾞｭﾘ

Athlete-Tag by CHOPPER


