
- ジョギングフェスティバルinさざ -

10ｋｍ高校男子

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21秒1 牟田　凜太911 ﾑﾀ ﾘﾝﾀ 鎮西学院高等学校

30分48秒2 中野　純平869 ﾅｶﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 清峰高校

31分04秒3 古賀　智也903 ｺｶﾞ ﾄﾓﾔ 鎮西学院高等学校

31分08秒4 牟田　颯太910 ﾑﾀ ｿｳﾀ 鎮西学院高等学校

31分34秒5 中村　聡汰898 ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ 鎮西学院高等学校

31分42秒6 坂井　勇介893 ｻｶｲ ﾕｳｽｹ 鎮西学院高等学校

32分07秒7 山﨑 敦範818 ﾔﾏｻｷ ｱﾂﾉﾘ 長崎日大高校

32分20秒8 久田　叶翔901 ﾋｻﾀﾞ ｶﾅﾄ 鎮西学院高等学校

32分26秒9 木戸　珀斗897 ｷﾄﾞ ﾊｸﾄ 鎮西学院高等学校

32分28秒10 柴山　叶夢905 ｼﾊﾞﾔﾏ ｶﾅﾒ 鎮西学院高等学校

32分30秒11 鶴田　悠斗908 ﾂﾙﾀ ﾕｳﾄ 鎮西学院高等学校

32分42秒12 髙尾 将汰811 ﾀｶｵ ｼｮｳﾀ

32分56秒13 市川　龍乃丞894 ｲﾁｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 鎮西学院高等学校

33分06秒14 原田　航汰900 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀ 鎮西学院高等学校

33分10秒15 前田　叶琉906 ﾏｴﾀﾞ ｶﾅﾙ 鎮西学院高等学校

33分26秒16 中村 陸805 ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ

33分36秒17 伊藤　大牙913 ｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ 鎮西学院高等学校

33分37秒18 平山 朔大朗816 ﾋﾗﾔﾏ ｻｸﾀﾛｳ 長崎日大高校

33分44秒19 塩見　昊瑛899 ｼｵﾐ ｺｳｴｲ 鎮西学院高等学校

33分47秒20 川内　太陽839 ｶﾜｳﾁ ﾀｲﾖｳ 佐世保工業高校

33分52秒21 朽原 颯太825 ｸﾁﾊﾗ ｿｳﾀ 長崎日大高校

33分54秒22 廣瀬　颯将896 ﾋﾛｾ ﾊﾔﾄ 鎮西学院高等学校

33分56秒23 黒木　凌真909 ｸﾛｷ ﾘｮｳﾏ 鎮西学院高等学校

34分06秒24 武末 健悟820 ﾀｹｽｴ ｹﾝｺﾞ 長崎日大高校

34分07秒25 岩永　恭典876 ｲﾜﾅｶﾞ ｷｮｳｽｹ 西陵高校

34分12秒26 大平 海人804 ｵｵﾋﾗ ｶｲﾄ

34分13秒27 森崎 陽翔806 ﾓﾘｻｷ ﾊﾙﾄ

34分24秒28 山本　菖蒲907 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾌﾞ 鎮西学院高等学校

34分26秒29 相知　奏汰843 ｵｳﾁ ｶﾅﾀ 佐世保工業高校

34分47秒30 西山 乃天824 ﾆｼﾔﾏ ﾉｱ 長崎日大高校

34分50秒31 松本　哲生860 ﾏﾂﾓﾄ ﾃｯｾｲ 諫早高校　

34分57秒32 中島　蹴人862 ﾅｶｼﾏ ｼｭｳﾄ 諫早高校

35分08秒33 相知　幸汰844 ｵｳﾁ ｺｳﾀ 佐世保工業高校

35分09秒34 川畑　好誠858 ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｾｲ 長崎県立佐世保西高等学・

35分11秒35 實松　恵柊871 ｻﾈﾏﾂ ｹｲｼｭｳ 清峰高校

35分15秒36 青木 輝琉803 ｱｵｷ ﾋｶﾙ

35分20秒37 松井 亮太郎813 ﾏﾂｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ

35分21秒38 北嶋 太一807 ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｲﾁ

35分24秒39 副嶋 琥太郎822 ｿｴｼﾞﾏ ｺﾀﾛｳ 長崎日大高校

35分28秒40 副島　悠月912 ｿｴｼﾞﾏ ﾕｽﾞｷ 鎮西学院高等学校

35分31秒41 木下 雄翔833 ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾄ 西海学園高校

35分33秒42 冨嶋 颯音812 ﾄｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ

36分02秒43 谷中　大希870 ﾀﾆﾅｶ ﾀﾞｲｷ 清峰高校

36分05秒44 前園　侑志868 ﾏｴｿﾉ ﾕｳｼ 諫早高校

36分13秒45 渡邉 海宙829 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾋﾛ

36分21秒46 納所　來稀847 ﾉｳｼｮ ﾗｲｷ 佐世保工業高校

36分35秒47 小嶺 野依823 ｺﾐﾈ ﾉｲ 長崎日大高校

36分40秒48 馬場 啓成819 ﾊﾞﾊﾞ ｹｲｾｲ 長崎日大高校

36分53秒49 大瀬良　琉愛875 ｵｵｾﾗ ﾘｭｳｱ 清峰高校

37分04秒50 小田 有悟831 ｵﾀﾞ ﾕｳｺﾞ 西海学園高校
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10ｋｍ高校男子
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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

37分04秒51 重原 一輝834 ｼｹﾞﾊﾗ ｶｽﾞｷ 西海学園高校

37分09秒52 濱田 涼太838 ﾊﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 清峰高校

37分15秒53 宇土　尚哉866 ｳﾄ ﾅｵﾔ 諫早高校

37分41秒54 田口 寛太817 ﾀｸﾞﾁ ｶﾝﾀ 長崎日大高校

38分01秒55 松井　千真877 ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾏ 西陵高校

38分03秒56 田中 竜835 ﾀﾅｶ ﾒｸﾞﾑ 西海学園高校

38分12秒57 金石 圭柊810 ｶﾅｲｼ ｹｲﾄ

38分17秒58 中村 直承830 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｷｼｮｳ

38分18秒59 田渕　颯斗845 ﾀﾌﾞﾁ ﾊﾔﾄ 佐世保工業高校

38分21秒60 田添　颯太878 ﾀｿﾞｴ ｿｳﾀ 西陵高校

38分32秒61 坂本　翔840 ｻｶﾓﾄ ｼｮｳ 佐世保工業高校

38分39秒62 岸川　叶豊857 ｷｼｶﾜ ｶﾅﾄ 長崎県立佐世保西高等学・

38分46秒63 本山　勇斗859 ﾓﾄﾔﾏ ﾕｳﾄ 長崎県立佐世保西高等学・

39分31秒64 太田　嘉昭849 ｵｵﾀ ﾖｼｱｷ 川棚高校

39分32秒65 杉原　陽853 ｽｷﾞﾊﾗ ｷﾖ 鹿町工業高等学校

40分06秒66 小川　幸太郎841 ｵｶﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 佐世保工業高校

40分31秒67 廣川　大貴846 ﾋﾛｶﾜ ﾀﾞｲｷ 佐世保工業高校

40分43秒68 小松　玲雄855 ｺﾏﾂ ﾚｵ 長崎県立佐世保西高等学・

41分05秒69 田島　獅王854 ﾀｼﾏ ﾚｵ 鹿町工業高等学校

41分06秒70 松岡　光希874 ﾏﾂｵｶ ｺｳｷ 清峰高校

41分08秒71 坂本　竣哉851 ｻｶﾓﾄ ｼｭﾝﾔ 佐世保商業

41分35秒72 松本 颯真826 ﾏﾂﾓﾄ ｿｳﾏ 長崎工業高校

41分39秒73 石田　悠樹852 ｲｼﾀﾞ ﾊﾙｷ 鹿町工業高等学校

41分57秒74 吉田　旺世890 ﾖｼﾀﾞ ｵｳｾｲ 佐西バド

42分11秒75 吉田 昂平809 ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾍｲ

42分26秒76 漁船　琉心848 ﾘｮｳｾﾝ ﾘｭｳｼﾝ なんちゃってアスリート

42分41秒77 山口　武紘872 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ 清峰高校

43分19秒78 吉﨑　涼856 ﾖｼｻﾞｷ ﾘｮｳ 長崎県立佐世保西高等学・

43分36秒79 栗山　恭輔880 ｸﾘﾔﾏ ｷｮｳｽｹ 佐西バド

44分06秒80 日髙 太幹801 ﾋﾀﾞｶ ﾀｲｷ

44分21秒81 野口　龍門879 ﾉｸﾞﾁ ﾘｭｳﾓﾝ

44分51秒82 河内　弦873 ｶﾜﾁ ｹﾞﾝ 清峰高校

45分01秒83 田平　実聖850 ﾀﾋﾞﾗ ﾐｻﾄ 川棚高校

45分16秒84 福田 裕翔828 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾄ

47分05秒85 巻澤　滉星882 ﾏｷｻﾞﾜ ｺｳｾｲ 佐西バド

47分52秒86 山内　将一891 ﾔﾏｳﾁ ｼｮｳｲﾁ 佐西バド

49分50秒87 隈部　倖永886 ｸﾏﾍﾞ ﾕｷﾅｶﾞ 佐西バド

50分14秒88 松瀬　聡真884 ﾏﾂｾ ｿｳﾏ 佐西バド

51分21秒89 坂口　大心887 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｲｼﾝ 佐西バド

51分46秒90 福口　敢太郎889 ﾌｸｸﾞﾁ ｶﾝﾀﾛｳ 佐西バド

51分46秒91 日南　創太892 ﾋﾅﾐ ｿｳﾀ 佐西バド

54分35秒92 金﨑　紫音885 ｶﾅｻｷ ｼｵﾝ 佐西バド

59分28秒93 桑原　拓881 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｸ 佐西バド

59分28秒94 開田　士道888 ﾋﾗｷﾀﾞ ｼﾄﾞｳ 佐西バド
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