
- ジョギングフェスティバルinさざ -

2ｋｍ小学5年男子

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 所属

開催日： 2023/3/5

スタート： 10:21:00

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

7分06秒1 瀧本　煌空641 ﾀｷﾓﾄ ﾙｷｱ 伊万里三香クラブ

7分11秒2 永益　大翔647 ﾅｶﾞﾏｽ ﾋﾛﾄ 伊万里三香クラブ

7分12秒3 谷口 朝都612 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｻﾄ

7分12秒4 戸村　直紀659 ﾄﾑﾗ ﾅｵｷ 平戸ＪＡＣ

7分20秒5 平山　蒼一郎656 ﾋﾗﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ ＩＭＵＲＡ　ＦＣ

7分20秒6 屋形　惇介640 ﾔｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝｽｹ 佐々サッカースポーツ少年・

7分20秒7 中島　駿太朗642 ﾅｶｼﾏ ｼｭﾝﾀﾛｳ 青嶺陸上クラブ

7分33秒8 尾形　遥音653 ｵｶﾞﾀ ﾊﾙﾄ ＩＭＵＲＡ　ＦＣ

7分39秒9 恒松　悠飛657 ﾂﾈﾏﾂ ﾕｳﾄ ＩＭＵＲＡ　ＦＣ

7分39秒10 宮村 優誠620 ﾐﾔﾑﾗ ﾕｳｾｲ 大瀬戸ＪＣ

7分41秒11 堀山 幸暉621 ﾎﾘﾔﾏ ｺｳｷ 大瀬戸ＪＣ

7分41秒12 宮﨑 瑛隆603 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｷﾀｶ 佐世保ＴＣ

7分42秒13 嵜本　匠也663 ｻｷﾓﾄ ﾀｸﾔ 平戸ＪＡＣ

7分46秒14 満武　慶士郎650 ﾐﾂﾀｹ ｹｲｼﾛｳ ＩＭＵＲＡ　ＦＣ

7分46秒15 田中 健介619 ﾀﾅｶ ｹﾝｽｹ 伊万里ジュニアアスリートク

7分50秒16 植野　彪斗655 ｳｴﾉ ｱﾔﾄ ＩＭＵＲＡ　ＦＣ

7分53秒17 小旗　一誠643 ｺﾊﾞﾀ ｲｯｾｲ 青嶺陸上クラブ

7分54秒18 古川 泰雅625 ﾌﾙｶﾜ ﾀｲｶﾞ

7分55秒19 筑紫 琉太627 ﾁｸｼ ﾘｭｳﾀ 広田小学校

7分55秒20 西本　樹631 ﾆｼﾓﾄ ｲﾂｷ 牧島ジュニア陸上

7分59秒21 朝野 剛史622 ｱｻﾉ ﾂﾖｼ 大瀬戸ＪＣ

8分04秒22 中村 琉人608 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾄ

8分07秒23 大抜 琉楓623 ｵｵﾇｷ ﾙｶ 大瀬戸ＪＣ

8分08秒24 寺﨑　大勢645 ﾃﾗｻｷ ｵｵｾｲ ＩＭＵＲＡ　ＦＣ

8分12秒25 松本 晴稀607 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｷ 長与小学校

8分15秒26 山下 将吾611 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳｺﾞ

8分16秒27 池田 陸602 ｲｹﾀﾞ ﾘｸ 御厨小学校

8分16秒28 小旗　崇介644 ｺﾊﾞﾀ ｿｳｽｹ 青嶺陸上クラブ

8分16秒29 手光　望真654 ﾃﾋﾞｶ ﾓﾁﾅｵ ＩＭＵＲＡ　ＦＣ

8分19秒30 田川　倖来635 ﾀｶﾞﾜ ｺｳｷ 中里クラブ

8分25秒31 小田 隼也615 ｵﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 世知原ＪＡＣ

8分28秒32 梶川　悠斗639 ｶｼﾞｶﾜ ﾕｳﾄ 御厨小学校

8分29秒33 里村　優豪648 ｻﾄﾑﾗ ﾕｳｺﾞ ＩＭＵＲＡ　ＦＣ

8分29秒34 深見　大晴652 ﾌｶﾐ ﾀｲｾｲ ＩＭＵＲＡ　ＦＣ

8分33秒35 梶原 静弥618 ｶｼﾞﾊﾗ ｾｲﾔ

8分37秒36 野口 隆治616 ﾉｸﾞﾁ ﾘｭｳｼﾞ 世知原ＪＡＣ

8分42秒37 小野村 嘉人629 ｵﾉﾑﾗ ﾖｼﾄ おもあそ

8分46秒38 本山　郁真651 ﾓﾄﾔﾏ ｲｸﾏ ＩＭＵＲＡ　ＦＣ

8分46秒39 橋本 明空628 ﾊｼﾓﾄ ﾒｲｸ おもあそＦＣ

8分49秒40 橋本 新大630 ﾊｼﾓﾄ ｱﾗﾀ おもあそＦＣ

8分49秒41 土井 智輝601 ﾄﾞｲ ﾄﾓｷ 西浦上小学校

8分49秒42 浦野 陽輝624 ｳﾗﾉ ﾊﾙｷ 大瀬戸ＪＣ

8分50秒43 本山　晃貴665 ﾓﾄﾔﾏ ｺｳｷ わしおバレーボールクラブ

8分51秒44 山口　航太658 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀ ＩＭＵＲＡ　ＦＣ

9分01秒45 出雲 貴瑛604 ｲｽﾞﾓ ｷｴｲ 佐世保ＴＣ

9分10秒46 長島 誠悟626 ﾅｶﾞｼﾏ ｾｲｺﾞ おもあそＦＣ

9分16秒47 鶴田 広之進605 ﾂﾙﾀﾞ ﾋﾛﾉｼﾝ 石志陸上

9分24秒48 石田　充輝662 ｲｼﾀﾞ ﾐﾂｷ 平戸ＪＡＣ

9分28秒49 中村　慎斗636 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾄ 中里クラブ

9分28秒50 木村　充稀661 ｷﾑﾗ ﾐﾂｷ 平戸ＪＡＣ
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9分32秒51 末永 庵609 ｽｴﾅｶﾞ ｲｵﾘ 口石小学校

9分40秒52 菅原　竜佑646 ｽｶﾞﾊﾗ ﾘｭｳｽｹ 佐々町立口石小学校

9分47秒53 松本　武三637 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾐ 中里クラブ

9分52秒54 末吉　櫂二660 ｽｴﾖｼ ﾚｲｼﾞ 平戸ＪＡＣ

9分53秒55 小佐々 裕都606 ｺｻｻﾞ ﾋﾛﾄ Ｔｅａｍ　ＦＯＲＴＮＩＴＥ

10分02秒56 小佐々　寛也664 ｺｻｻﾞ ﾋﾛﾔ わしおバレーボールクラブ

10分06秒57 麻生　希輝632 ｱｿｳ ｷﾗ 中里クラブ

12分05秒58 坂口　力孔649 ｻｶｸﾞﾁ ﾘｸ ＩＭＵＲＡ　ＦＣ

12分05秒59 麻生　瑠海633 ｱｿｳ ﾙｶ 中里クラブ

12分27秒60 橋本 裕太614 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾀ 小佐世保小学校
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