
- ジョギングフェスティバルinさざ -

10ｋｍ30歳代男子

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37秒1 堤 拓郎1123 ﾂﾂﾐ ﾀｸﾛｳ 佐世保市総合医療センター

31分43秒2 友久保 勇介1126 ﾄﾓｸﾎﾞ ﾕｳｽｹ 波佐見町役場

32分56秒3 古賀 隆徳1113 ｺｶﾞ ﾀｶﾉﾘ 共友伊万里

33分01秒4 入髙島 卓也1131 ｲﾘﾀｶｼﾏ ﾀｸﾔ

33分50秒5 古賀 慶彦1103 ｺｶﾞ ﾖｼﾋｺ ＳＵＭＣＯ

34分34秒6 山田 晃也1101 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾙﾔ

34分46秒7 牟田 壮志郎1129 ﾑﾀ ｿｳｼﾛｳ

35分22秒8 加藤 勇希1114 ｶﾄｳ ﾕｳｷ

36分17秒9 高原 健吾1109 ﾀｶﾊﾗ ｹﾝｺﾞ

36分25秒10 安藤 哲也1104 ｱﾝﾄﾞｳ ﾃﾂﾔ 赤兎馬

36分44秒11 坂口 源也1141 ｻｶｸﾞﾁ ｹﾞﾝﾔ 大瀬戸ＪＣ

38分54秒12 宇野 証悟1111 ｳﾉ ｼｮｳｺﾞ 佐世保重工業

39分03秒13 石田 貴久1133 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾋｻ 上野工業

39分17秒14 杷野 裕次1148 ﾊﾉ ﾕｳｼﾞ

39分55秒15 江口　紹修1162 ｴｸﾞﾁ ｼｮｳｼｭｳ

40分29秒16 五嶋 拓也1117 ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾔ ＭＲＣサセボ

40分48秒17 西田 卓司1120 ﾆｼﾀﾞ ﾀｶｼ

42分14秒18 谷村 浩輔1132 ﾀﾆﾑﾗ ｺｳｽｹ 波佐見町

42分19秒19 永原 龍夫1125 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾀﾂｵ

43分13秒20 青山 太志1139 ｱｵﾔﾏ ﾀｲｼ メットライフ生命保険

43分44秒21 加藤 省吾1128 ｶﾄｳ ｼｮｳｺﾞ

43分50秒22 三岳 智博1112 ﾐﾂﾀｹ ﾄﾓﾋﾛ

45分01秒23 宮田 和典1119 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞﾉﾘ

45分01秒24 山中 博紀1107 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛｷ

45分25秒25 岩本 勇貴1124 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｷ ルカリオ株式会社

45分56秒26 大串 一世1146 ｵｵｸﾞｼ ｲｯｾｲ

46分12秒27 伊藤 守晃1121 ｲﾄｳ ﾓﾘｱｷ みくま

46分17秒28 山口 善弘1142 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ

46分54秒29 寺田 洋平1118 ﾃﾗﾀﾞ ﾖｳﾍｲ

46分56秒30 小森 裕貴1130 ｺﾓﾘ ﾕｳｷ

47分45秒31 葉山　一樹1158 ﾊﾔﾏ ｶｽﾞｷ 佐世保食肉センター

49分09秒32 立石 悌晃1145 ﾀﾃｲｼ ﾋﾛｶｽﾞ

49分18秒33 吉田　朋広1160 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

49分19秒34 志方 雄治1135 ｼｶﾀ ﾕｳｼﾞ

49分19秒35 須藤 忠宏1102 ｽﾄﾞｳ ﾀﾀﾞﾋﾛ 平戸市森林組合

49分57秒36 永田　靖1155 ﾅｶﾞﾀ ﾔｽｼ （株）十八親和銀行佐々支・

50分38秒37 竹野 俊介1127 ﾀｹﾉ ｼｭﾝｽｹ 無所属

52分27秒38 立石　洋万1159 ﾀﾃｲｼ ﾋﾛｶｽﾞ

53分02秒39 井上 祐輔1149 ｲﾉｳｴ ﾕｳｽｹ

53分43秒40 本田 伸雄1147 ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ

54分44秒41 小澤 卓也1122 ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ

54分45秒42 石井 俊助1137 ｲｼｲ ｼｭﾝｽｹ

55分31秒43 佐藤 公彦1105 ｻﾄｳ ﾏｻﾋｺ

55分36秒44 中村　和弥1161 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾔ

56分03秒45 堀川　季之1156 ﾎﾘｶﾜ ｽｴﾕｷ （株）十八親和銀行佐々支・

56分31秒46 長野　達也1151 ﾅｶﾞﾉ ﾀﾂﾔ ＳＳＣＲＣ

56分59秒47 上原　拓也1154 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾔ （株）十八親和銀行佐々支・

59分18秒48 松井　伸彦1157 ﾏﾂｲ ﾉﾌﾞﾋｺ （株）十八親和銀行佐々支・

1時間00分35秒49 宮城 竜介1115 ﾐﾔﾝｼﾞｮｳ ﾘｭｳｽｹ

1時間03分36秒50 寺田 三智也1144 ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾁﾔ
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1時間10分12秒51 橋爪　龍也1150 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀﾂﾔ

1時間11分24秒52 原口　準樹1152 ﾊﾗｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｷ

1時間12分37秒53 北川　健太1153 ｷﾀｶﾞﾜ ｹﾝﾀ
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