
- ジョギングフェスティバルinさざ -

2ｋｍ小学6年女子

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 所属

開催日： 2023/3/5

スタート： 10:42:00

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

6分53秒1 吉浦 歩優2202 ﾖｼｳﾗ ﾌﾕ 吉浦クラブ

6分54秒2 山根　あやな2236 ﾔﾏﾈ ｱﾔﾅ 大村陸上クラブ

7分05秒3 吉浦 奈都2203 ﾖｼｳﾗ ﾅﾂ 吉浦クラブ

7分20秒4 金子 もも2210 ｶﾈｺ ﾓﾓ 晴海台小学校

7分29秒5 横山 美優2204 ﾖｺﾔﾏ ﾐﾕｳ

7分36秒6 篠原　穂2232 ｼﾉﾊﾗ ﾐﾉﾘ 中里クラブ

7分43秒7 松尾　帆純2237 ﾏﾂｵ ﾎｽﾞﾐ 伊万里リバーサイドランナー

7分47秒8 百枝　空絢2235 ﾓﾓｴﾀﾞ ｿｱﾗ 中里クラブ

7分52秒9 ??川 琉唯2224 ﾖｼｶﾜ ﾙｲ 大瀬戸ＪＣ

7分52秒10 小旗　佐奈2243 ｺﾊﾞﾀ ｻﾅ 青嶺陸上クラブ

7分56秒11 古瀬　心春2253 ｺｾ ｺﾊﾙ 大岳ジュニアバレーボール・

7分56秒12 原岡 菜月2217 ﾊﾗｵｶ ﾅﾂｷ 伊万里ジュニアアスリートク

7分56秒13 松尾　和佳奈2239 ﾏﾂｵ ﾜｶﾅ 伊万里リバーサイドランナー

7分58秒14 田嶋 凛海2228 ﾀｼﾞﾏ ﾘﾝｶ

7分59秒15 武雄　裕香2246 ﾀｹｵ ﾕｳｶ 平戸ＪＡＣ

8分04秒16 太田 玲奈2212 ｵｵﾀ ﾚﾅ 世知原ＪＡＣ

8分05秒17 福島 莉音奈2211 ﾌｸｼﾏ ﾘｵﾅ 世知原ＪＡＣ

8分06秒18 藤原 菜々花2225 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅﾅｶ 長与小学校

8分09秒19 隅田 真央2219 ｽﾐﾀﾞ ﾏｵ 伊万里ジュニアアスリートク

8分10秒20 山口　こなみ2249 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾅﾐ

8分10秒21 在原 志乃2227 ｱﾘﾊﾗ ｼﾉ 中里小学校

8分11秒22 福永 真由2208 ﾌｸﾅｶﾞ ﾏﾕ 長与町

8分13秒23 古川 彩愛2218 ﾌﾙｶﾜ ｱﾔﾅ 伊万里ジュニアアスリートク

8分13秒24 折田 こころ2201 ｵﾘﾀ ｺｺﾛ みはる台小学校

8分13秒25 村里　彩夏2234 ﾑﾗｻﾄ ｱﾔｶ 中里クラブ

8分15秒26 中村 蓮2213 ﾅｶﾑﾗ ﾚﾝ 世知原ＪＡＣ

8分16秒27 池田　恵梨2238 ｲｹﾀﾞ ｴﾘ 伊万里リバーサイドランナー

8分18秒28 石本　百愛2231 ｲｼﾓﾄ ﾓｱ 中里クラブ

8分19秒29 前山　琴葉2241 ﾏｴﾔﾏ ｺﾄﾊ 伊万里リバーサイドランナー

8分25秒30 武田 都弥2220 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ 伊万里ジュニアアスリートク

8分29秒31 松本　果穂2233 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾎ 中里クラブ

8分31秒32 尾﨑 しおり2226 ｵｻﾞｷ ｼｵﾘ 中里小学校

8分31秒33 森 知優2221 ﾓﾘ ﾁﾋﾛ

8分33秒34 坂本　風希2250 ｻｶﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 大岳ジュニアバレーボール・

8分35秒35 大川　華鈴2251 ｵｵｶﾜ ｶﾘﾝ 大岳ジュニアバレーボール・

8分38秒36 山城　舞華2256 ﾔﾏｼﾛ ﾏｲｶ わしおバレーボールクラブ

8分42秒37 内野　凛2255 ｳﾁﾉ ﾘﾝ 大岳ジュニアバレーボール・

8分42秒38 村田　芽2257 ﾑﾗﾀ ﾒｲ 七釜JC

8分46秒39 池永　菜衣子2240 ｲｹﾅｶﾞ ﾅｴｺ 伊万里リバーサイドランナー

8分46秒40 佐藤 海來2207 ｻﾄｳ ﾐﾗ

8分47秒41 石田　凜紗2230 ｲｼﾀﾞ ﾘｻ 牧島ジュニア陸上

8分47秒42 山口　朱音2244 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｶﾈ 横岩クラブ

8分56秒43 岡本 ひまわり2222 ｵｶﾓﾄ ﾋﾏﾜﾘ

9分05秒44 窪田 結來2209 ｸﾎﾞﾀ ﾕﾗ 中里小学校

9分16秒45 松永　優里2245 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｳﾘ

9分22秒46 松岡 いと2223 ﾏﾂｵｶ ｲﾄ 大瀬戸ＪＣ

9分25秒47 山本　心優2248 ﾔﾏﾓﾄ ｺｺﾛ 平戸ＪＡＣ

9分25秒48 武井　智美2252 ﾀｹｲ ﾄﾓﾐ 大岳ジュニアバレーボール・

9分28秒49 日野　葵2254 ﾋﾉ ｱｵｲ 大岳ジュニアバレーボール・

9分31秒50 松田　裕佳2258 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｶ 小佐々柔道教室
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9分40秒51 横山 菜々美2214 ﾖｺﾔﾏ ﾅﾅﾐ 世知原ＪＡＣ

10分30秒52 浜辺 美空2215 ﾊﾏﾍﾞ ﾐｸ 世知原ＪＡＣ

10分31秒53 山浦　乃愛2247 ﾔﾏｳﾗ ﾉｱ 平戸ＪＡＣ
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