
- ジョギングフェスティバルinさざ -

10ｋｍ50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

35分25秒1 中川 勝憲1346 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾂﾉﾘ ＭＲＣ　ＳＡＳＥＢＯ

36分40秒2 田中 収1311 ﾀﾅｶ ｵｻﾑ 山口県庁陸上部

37分08秒3 松永 憲児1356 ﾏﾂﾅｶﾞ ｹﾝｼﾞ

37分53秒4 荒牧 貞幸1302 ｱﾗﾏｷ ｻﾀﾞﾕｷ

38分02秒5 岩崎 恒成1330 ｲﾜｻｷ ﾂﾈﾅﾘ サセボジョガーズ

38分07秒6 堤 朗1342 ﾂﾂﾐ ｱｷﾗ さざ・煌きの里

38分56秒7 大平 英一1309 ｵｵﾋﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

38分58秒8 米満 貴裕1316 ﾖﾈﾐﾂ ﾀｶﾋﾛ

39分28秒9 千北 充範1313 ﾁｷﾞﾀ ﾐﾂﾉﾘ 佐世保中里アスリートクラブ

39分46秒10 池田 肥穂1307 ｲｹﾀﾞ ﾄｼｵ 中興化成

40分16秒11 麻生 正和1303 ｱｿｳ ﾏｻｶｽﾞ ＭＲＣ佐世保

40分44秒12 原口 広志1305 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 水曜日の夜ＲＣ

40分44秒13 北條 浩1331 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾋﾛｼ チーム清水

41分00秒14 橋口　善祐1364 ﾊｼｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 調川ランナーズ

41分26秒15 森下 俊二1323 ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝｼﾞ チームしみず

41分41秒16 牧村 幸男1320 ﾏｷﾑﾗ ﾕｷｵ

42分52秒17 平野 友洋1304 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾋﾛ

44分09秒18 並川 彦浩1319 ﾅﾐｶﾜ ﾖｼﾋﾛ

44分22秒19 薬師寺 結希1310 ﾔｸｼｼﾞ ﾕｳｷ

44分57秒20 田中 正博1306 ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ 西海ＲＣ

45分03秒21 中里 正和1329 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｶｽﾞ スネコスリ

46分01秒22 山口 隆宏1324 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ

46分09秒23 眞弓 健一1332 ﾏﾕﾐ ｹﾝｲﾁ 中里中学校

46分14秒24 岡本 圭吾1357 ｵｶﾓﾄ ｹｲｺﾞ

46分27秒25 田中 賢悟1318 ﾀﾅｶ ｹﾝｺﾞ 中興化成工業（株）

46分38秒26 内野 剛史1348 ｳﾁﾉ ﾀｹｼ

46分43秒27 手光 昌知1349 ﾃﾋﾞｶ ﾏｻﾄﾓ

46分45秒28 稲葉　富也1367 ｲﾅﾊﾞ ﾄﾐﾔ

47分14秒29 西村　義人1368 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼﾄ

48分08秒30 半田 久1327 ﾊﾝﾀﾞ ﾋｻｼ 海上自衛隊

48分13秒31 山口　哲次1365 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾂｼﾞ 調川ランナーズ

49分24秒32 近藤　孝行1366 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ 光海中学校

49分28秒33 岡村 尊美1355 ｵｶﾑﾗ ﾀｶﾖｼ

49分33秒34 松永 洋一1336 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾖｳｲﾁ

49分35秒35 奥浦 大1338 ｵｸｳﾗ ﾀﾞｲ

49分43秒36 川棚　浩二1369 ｶﾜﾀﾅ ｺｳｼﾞ

49分58秒37 高見 晋弘1321 ﾀｶﾐ ﾉﾌﾞﾋﾛ 走心会

49分59秒38 前山 隆興1312 ﾏｴﾔﾏ ﾀｶｵｷ

50分05秒39 内野 高広1341 ｳﾁﾉ ﾀｶﾋﾛ エテルナ・ワコー（株）

50分28秒40 田中 健太郎1301 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ 斎藤一人さんファンの集まる

51分32秒41 松尾 浩司1358 ﾏﾂｵ ｺｳｼﾞ

51分56秒42 清水 一善1322 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾖｼ チームＳＨＩＭＩＺＵ

52分00秒43 岩永　浩之1372 ｲﾜﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ Team　SAZA

52分26秒44 佐々木 勲1315 ｻｻｷ ｲｻｵ 柏の葉ｐａｒｋｒｕｎ

53分20秒45 吉居 信人1352 ﾖｼｲ ﾉﾌﾞﾋﾄ

53分25秒46 副島 郡司1325 ｿｴｼﾞﾏ ｸﾞﾝｼﾞ

53分54秒47 野口　康一1359 ﾉｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ

54分18秒48 上田 厚1343 ｳｴﾀﾞ ｱﾂｼ

54分54秒49 藤澤 慎也1339 ﾌｼﾞｻﾜ ｼﾝﾔ 住友生命

55分05秒50 福永　浩之1360 ﾌｸﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ
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- ジョギングフェスティバルinさざ -

10ｋｍ50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

55分06秒51 鴨川 義之1326 ｶﾓｶﾞﾜ ﾖｼﾕｷ

56分50秒52 口石　能広1362 ｸﾁｲｼ ﾀｶﾋﾛ （株）十八親和銀行佐々支・

57分04秒53 山口 博行1345 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ

59分02秒54 江崎 裕二1317 ｴｻｷ ﾕｳｼﾞ

1時間00分49秒55 前山 弘二1351 ﾏｴﾔﾏ ｺｳｼﾞ

1時間02分41秒56 金氏 政司1333 ｶﾈｳｼﾞ ﾏｻｼ 無所属

1時間03分37秒57 岡 秀樹1308 ｵｶ ﾋﾃﾞｷ

1時間03分39秒58 諸熊 修一1350 ﾓﾛｸﾞﾏ ｼｭｳｲﾁ

1時間06分01秒59 大坪　慎一1370 ｵｵﾂﾎﾞ ｼﾝｲﾁ

1時間13分36秒60 寺崎 敬太1334 ﾃﾗｻｷ ｹｲﾀ 佐世保桜木ＲＣ

1時間14分27秒61 山内　清貴1361 ﾔﾏｳﾁ ｷﾖﾀｶ

1時間16分47秒62 森　一也1371 ﾓﾘ ｶｽﾞﾔ 東京海上日動　佐世保支社

1時間24分58秒63 鬼山 賢一1337 ｵﾆﾔﾏ ｹﾝｲﾁ

1時間44分22秒64 藤本 秀一1354 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ
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