
- ジョギングフェスティバルinさざ -

10ｋｍ40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

31分57秒1 福地 宏行1207 ﾌｸﾁ ﾋﾛﾕｷ サセボジョガーズ

32分34秒2 折田 実1220 ｵﾘﾀ ﾐﾉﾙ 長崎県庁

32分58秒3 池田 創1234 ｲｹﾀﾞ ｿｳ サセボジョガーズ

34分29秒4 山本 英史1206 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞﾌﾐ 佐世保ジョガーズ

35分05秒5 宮村 高弘1251 ﾐﾔﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 佐々木冷菓

35分46秒6 横山 知教1239 ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓﾉﾘ

36分19秒7 岡本 航平1271 ｵｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ

36分51秒8 山本 裕介1204 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ

36分52秒9 廣永 友晴1258 ﾋﾛﾅｶﾞ ﾄﾓﾊﾙ

36分59秒10 一ノ瀬 真介1218 ｲﾁﾉｾ ｼﾝｽｹ

37分42秒11 太田黒 将弘1266 ｵｵﾀｸﾞﾛ ﾏｻﾋﾛ ミチバシリ

38分14秒12 杉谷 智彦1252 ｽｷﾞﾀﾆ ﾄﾓﾋｺ チームＦＲＥＥ

38分17秒13 地頭方 由1216 ｼﾞﾄﾎｳ ﾕｳ

39分25秒14 小川 寿1241 ｵｶﾞﾜ ﾔｽｼ サセボジョガーズ

39分27秒15 山下　紘史1286 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾌﾐ 佐世保重工

39分39秒16 米倉 智久1253 ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓﾋｻ 相知ＭＣ

39分49秒17 山内 英且1259 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾃﾞｶﾂ

40分11秒18 中田 伸二1221 ﾅｶﾀ ｼﾝｼﾞ

40分18秒19 入江 康幸1224 ｲﾘｴ ﾔｽﾕｷ

40分36秒20 宮永 陽輔1231 ﾐﾔﾅｶﾞ ﾖｳｽｹ ミチバシリ

40分49秒21 前田 大介1229 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

41分49秒22 野田 稔晴1256 ﾉﾀﾞ ﾄｼﾊﾙ

41分59秒23 富永 義男1237 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾖｼｵ

42分13秒24 香月 雄一郎1219 ｶﾂｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ

42分18秒25 芥川 清樹1240 ｱｸﾀｶﾞﾜ ｾｲｷ 黒島小中学校

42分39秒26 深江 鉄兵1214 ﾌｶｴ ﾃｯﾍﾟｲ チームＦＲＥＥ

43分05秒27 柴山 豊1262 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾕﾀｶ

43分11秒28 塚本 貴裕1211 ﾂｶﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ

43分24秒29 坂口 剛史1273 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｹｼ

44分30秒30 芦塚 啓太郎1274 ｱｼﾂﾞｶ ｹｲﾀﾛｳ

44分34秒31 大石 真弘1208 ｵｵｲｼ ﾏｻﾋﾛ

44分38秒32 大浦 卓也1246 ｵｵｳﾗ ﾀｸﾔ

45分17秒33 江口 忠重1244 ｴｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼｹﾞ

45分24秒34 秋山 英之1209 ｱｷﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ

45分35秒35 田中 秀樹1230 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｷ ＭＲＣ佐世保

45分37秒36 山根 弘慎1250 ﾔﾏﾈ ﾋﾛﾉﾘ みくま

45分38秒37 中村 誠也1222 ﾅｶﾑﾗ ｾｲﾔ ナカムラサービス

48分14秒38 阿波連 勉1226 ｱﾊﾚﾝ ﾂﾄﾑ 海上自衛隊

48分25秒39 吉岡　健次1284 ﾖｼｵｶ ｹﾝｼﾞ 調川ランナーズ

48分49秒40 作下 裕1257 ｻｸｼﾀ ﾕﾀｶ

48分51秒41 瀧下 大智1275 ﾀｷｼﾀ ﾀｲﾁ ＪＦＥ内航

49分13秒42 本竹 真徳1225 ﾓﾄﾀｹ ﾏｻﾉﾘ

49分24秒43 中村 潤1260 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ

49分30秒44 納戸 啓二朗1267 ﾉﾄ ｹｲｼﾞﾛｳ

49分47秒45 寺田 竜一1264 ﾃﾗﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ

50分13秒46 松添 宰1233 ﾏﾂｿﾞｴ ﾂｶｻ

50分33秒47 長岡 隆洋1238 ﾅｶﾞｵｶ ﾀｶﾋﾛ 西海市

51分05秒48 福田 直也1269 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵﾔ

51分08秒49 樋口 俊司1223 ﾋｸﾞﾁ ｼｭﾝｼﾞ

51分30秒50 植松 猛1205 ｳｴﾏﾂ ﾀｹｼ

Athlete-Tag by CHOPPER



- ジョギングフェスティバルinさざ -

10ｋｍ40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

52分11秒51 菊田 浩太郎1203 ｷｸﾀ ｺｳﾀﾛｳ

52分15秒52 漁船　良一1281 ﾘｮｳｾﾝ ﾘｮｳｲﾁ なんちゃってアスリート

52分22秒53 真辺 征治1268 ﾏﾅﾍﾞ ﾏｻﾊﾙ

52分36秒54 田島　孝裕1282 ﾀｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ

53分42秒55 吉田 祐司1217 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ミチバシリ

54分35秒56 濱渦　陽1287 ﾊﾏｳｽﾞ ｱｷﾗ

55分06秒57 木津 哲也1279 ｷﾂﾞ ﾃﾂﾔ

55分53秒58 木下　悟1280 ｷｼﾀ ｻﾄﾙ

56分10秒59 波多江 壽美1278 ﾊﾀｴ ﾋｻﾐ 佐々木冷菓

57分18秒60 平山　宗明1285 ﾋﾗﾔﾏ ﾑﾈｱｷ

57分36秒61 タリー ナキア1261 ﾀﾘｰ ﾅｷｱ 初心

58分29秒62 山本 祥文1270 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ

1時間02分21秒63 中村 眞吾1232 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 協和商工

1時間02分26秒64 森川 芳和1202 ﾓﾘｶﾜ ﾖｼｶｽﾞ

1時間02分37秒65 田村　和大1290 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 東京海上日動　佐世保支社

1時間03分41秒66 中原 紀忠1212 ﾅｶﾊﾗ ﾉﾘﾀﾀﾞ

1時間03分55秒67 三枝 哲也1276 ｻｴｸﾞｻ ﾃﾂﾔ

1時間04分28秒68 山本 紘生1272 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾐ

1時間05分27秒69 秋田　義幸1289 ｱｷﾀ ﾖｼﾕｷ （株）エイコー商事

1時間05分30秒70 石津　浩二1283 ｲｼﾂﾞ ｺｳｼﾞ （株）十八親和銀行佐々支・

1時間08分21秒71 杉本 真人1247 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾄ Ｇぽんず

1時間08分21秒72 永田 寛章1248 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛｱｷ Ｇぽんず

1時間12分34秒73 城戸 貴志1213 ｷﾄﾞ ﾀｶｼ

1時間14分52秒74 中村　高志1288 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ （株）エイコー商事

1時間19分54秒75 上野 修一1263 ｳｴﾉ ｼｭｳｲﾁ

1時間22分43秒76 中田 宏重1277 ﾅｶﾀ ﾋﾛｼｹﾞ

Athlete-Tag by CHOPPER


