
- ジョギングフェスティバルinさざ -

10ｋｍ29歳以下男子

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 所属

開催日： 2023/3/5

スタート： 10:35:00

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

30分23秒1 井田　春1060 ｲﾀﾞ ｼｭﾝ 七釜JC

30分30秒2 白石 大以夢1016 ｼﾗｲｼ ﾀｲﾑ 日本薬科大学

33分21秒3 酒井 玲雄1009 ｻｶｲ ﾚｵ 税理士法人ウィズラン

33分51秒4 山下 虎之佑1004 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾗﾉｽｹ 長崎市陸協

34分09秒5 鳥羽 虹貴1011 ﾄﾊﾞ ｺｳｷ さるく温泉デイサービス

34分25秒6 岩尾 和樹1041 ｲﾜｵ ｶｽﾞｷ 長崎大学

34分36秒7 宮崎 和希1003 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 筑豊製作所

36分53秒8 茅原 克輝1031 ｶﾔﾊﾗ ｶﾂｷ

36分53秒9 平岡　和徳1061 ﾋﾗｵｶ ｶｽﾞﾉﾘ

38分02秒10 西山 丈博1017 ﾆｼﾔﾏ ﾀｹﾋﾛ

38分16秒11 田中 歩夢1022 ﾀﾅｶ ｱﾕﾑ

38分32秒12 松尾 健太1014 ﾏﾂｵ ｹﾝﾀ 庭建

38分41秒13 澤田 和1026 ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞ

39分59秒14 阿部 聖央1020 ｱﾍﾞ ﾏﾋﾛ

40分41秒15 山口 大知1040 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾁ エムエイチアイマリテック

42分25秒16 小佐々 風太1027 ｺｻｻﾞ ﾌｳﾀ

42分31秒17 今吉　祐貴1062 ｲﾏﾖｼ ﾕｳｷ 佐西バド

42分47秒18 山口 弘剛1010 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾀｹ

42分57秒19 中川 元気1049 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾞﾝｷ 早岐中学校

43分13秒20 佐藤　涼平1054 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ

43分52秒21 堀口 一寿1021 ﾎﾘｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｻ

45分09秒22 長谷 尚馬1034 ﾅｶﾞﾀﾆ ｼｮｳﾏ

45分17秒23 相知　颯太1058 ｵｵﾁ ｿｳﾀ 長崎県立佐世保西高等学・

45分41秒24 相良 星那1047 ｻｶﾞﾗ ｾﾅ

45分49秒25 有山 雅人1002 ｱﾘﾔﾏ ﾏｻﾄ

46分13秒26 野間 佑太1001 ﾉﾏ ﾕｳﾀ

47分06秒27 山脇 大輝1015 ﾔﾏﾜｷ ﾀﾞｲｷ

47分29秒28 吉山 博仁1032 ﾖｼﾔﾏ ﾋﾛﾉﾘ

47分36秒29 平野　智哉1056 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾔ

48分19秒30 松田 諒1007 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳ

48分41秒31 小倉 秀斗1044 ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞﾄ 長崎県立大学

48分45秒32 渡邉 拓海1035 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ

48分50秒33 山下　雄大1057 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀﾞｲ （株）エイコー商事

49分19秒34 新立 朋哉1052 ｼﾝﾀﾃ ﾄﾓﾔ

49分35秒35 山田 尚哉1046 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾔ

50分55秒36 樽木 令文1033 ﾀﾙｷ ﾚｲﾌﾞﾝ

53分20秒37 古垰 慎平1051 ｺﾀﾞｵ ｼﾝﾍﾟｲ

53分41秒38 小川 玲於1013 ｵｶﾞﾜ ﾚｵ

53分47秒39 馬渡 一輝1012 ﾏﾜﾀﾘ ｲｯｷ

54分45秒40 浦田 航大1039 ｳﾗﾀ ｺｳﾀﾞｲ 長崎国際大学

56分15秒41 吉居 隼佑1037 ﾖｼｲ ｼｭﾝｽｹ 長崎純心大学

57分23秒42 中村　健太郎1055 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ （株）十八親和銀行佐々支・

57分36秒43 古垰 健太郎1050 ｺﾀﾞｵ ｹﾝﾀﾛｳ

57分47秒44 指方 勇太1029 ｻｼｶﾀ ﾕｳﾀ のんびり走ろう会

59分30秒45 小宗 信一朗1043 ｺﾑﾈ ｼﾝｲﾁﾛｳ 海上自衛隊

59分32秒46 牟田 啓人1048 ﾑﾀ ﾋﾛﾄ

1時間00分49秒47 前山 達郎1030 ﾏｴﾔﾏ ﾀﾂﾛｳ

1時間04分48秒48 尾崎 優希1005 ｵｻﾞｷ ﾏｻｷ

1時間04分50秒49 吉田 憶人1036 ﾖｼﾀﾞ ｵｸﾄ

1時間06分49秒50 野村　大暉1059 ﾉﾑﾗ ﾀｲｷ 東京海上日動　佐世保支社
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1時間21分35秒51 野田 拓実1045 ﾉﾀﾞ ﾀｸﾐ 宮本電機株式会社
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