
- ジョギングフェスティバルinさざ -

3ｋｍ中学1年生男子

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 所属

開催日： 2023/3/5

スタート： 11:41:00

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

9分24秒1 長谷川 雅皇2702 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾞｵｳ 志佐中学校

9分33秒2 林田　皇晟2738 ﾊﾔｼﾀﾞ ｺｳｾｲ 啓成中学校

9分36秒3 森山 心翔2707 ﾓﾘﾔﾏ ｱｲﾄ 西大村中学校

9分36秒4 中島　宝良2771 ﾅｶｼﾏ ﾀｶﾗ 東彼杵中学校

9分52秒5 森　元太郎2739 ﾓﾘ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 啓成中学校

9分53秒6 峠 晃2732 ﾄｳｹﾞ ｱｷﾗ 大村市立郡中学校

10分09秒7 深谷　弦汰2747 ﾌｶﾔ ｹﾞﾝﾀ 国見中学校

10分10秒8 鶴丸　祐太2773 ﾂﾙﾏﾙ ﾕｳﾀ 平戸市立田平中学校

10分11秒9 岩本 幸志郎2701 ｲﾜﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ 山澄中学校

10分11秒10 土谷　健琉2737 ﾂﾁﾔ ﾀｹﾙ 啓成中学校

10分11秒11 峰松　駿2768 ﾐﾈﾏﾂ ｼｭﾝ 松浦市立志佐中学校

10分16秒12 野田 匡人2706 ﾉﾀﾞ ﾏｻﾄ 西大村中学校

10分19秒13 永益　広大2745 ﾅｶﾞﾏｽ ｺｳﾀﾞｲ 国見中学校

10分19秒14 伊藤 静流2712 ｲﾄｳ ｼｽﾞﾙ 早岐中学校

10分22秒15 古立 航大2730 ﾌﾙﾀﾁ ｺｳﾀ 長与第二中

10分24秒16 椎山　遥空2751 ｼｲﾔﾏ ﾉｱ 国見中学校

10分27秒17 山口　幸之介2782 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾉｽｹ 佐世保市立世知原中学校

10分27秒18 中村 瑛太2733 ﾅｶﾑﾗ ｴｲﾀ 祇園中学校

10分30秒19 古川　玲鳳2757 ﾌﾙｶﾜ ﾚｵ 光海中学校

10分34秒20 本田 賢伸2708 ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 早岐中学校

10分39秒21 田﨑　希2765 ﾀｻｷ ﾉｿﾞﾐ 広田中学校

10分42秒22 山村　愛翔2762 ﾔﾏﾑﾗ ﾏﾅﾄ 広田中学校

10分43秒23 佐藤　領芽2772 ｻﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ 東彼杵中学校

10分43秒24 田中　駿成2767 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｾｲ 松浦市立志佐中学校

10分45秒25 荒木　亮多郎2783 ｱﾗｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 松浦市立御厨中学校

10分46秒26 松﨑 海璃2727 ﾏﾂｻﾞｷ ｶｲﾘ 川棚中学校

10分48秒27 中村 海斗2726 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 愛宕中学校

10分49秒28 辻田　凌壽2735 ﾂｼﾞﾀ ﾘｮｳｼﾞｭ 佐世保市立中里中学校

10分50秒29 浦野　颯駕2748 ｳﾗﾉ ﾌｳｶﾞ 国見中学校

10分50秒30 植松　海琉2777 ｳｴﾏﾂ ｶｲﾘ 伊万里市立　青嶺中学校

10分52秒31 青山　惺矢2744 ｱｵﾔﾏ ｾｲﾔ 波佐見中学校

10分54秒32 松田 寛冬2705 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾄ 鹿町中学校

10分56秒33 石丸　颯人2756 ｲｼﾏﾙ ﾘｭｳﾄ 光海中学校

10分58秒34 中村 紳太郎2731 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 佐世保北中学校

10分59秒35 門野　陸翔2753 ｶﾄﾞﾉ ﾘｸﾄ 調川ランナーズ

11分00秒36 牧野 夏己2714 ﾏｷﾉ ﾅﾂｷ 早岐中学校

11分05秒37 下田 里樹2729 ｼﾓﾀﾞ ﾘｷ 祇園中学校

11分07秒38 福島　快進2769 ﾌｸｼﾏ ｶｲｼﾝ 松浦市立志佐中学校

11分08秒39 松永　悠吾2736 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｳｺﾞ 佐世保市立中里中学校

11分08秒40 相浦 隼2721 ｱｲﾉｳﾗ ﾊﾔﾄ 佐世保市立崎辺中学校

11分09秒41 畑元 優人2728 ﾊﾀﾓﾄ ﾏｻﾄ 祇園中学校

11分10秒42 尾上　聡佑2770 ｵﾉｳｴ ｿｳｽｹ 東彼杵中学校

11分10秒43 松坂　丞純2784 ﾏﾂｻｶ ｼﾞｮｳｼﾞ 松浦市立御厨中学校

11分16秒44 田中　大貴2766 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 広田中学校

11分18秒45 川口　育武2776 ｶﾜｸﾞﾁ ﾊｸﾞﾑ 大野中学校　陸上部

11分27秒46 戸田　健太郎2752 ﾄﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 国見中学校

11分30秒47 佐志　幸之輔2778 ｻｼ ｺｳﾉｽｹ 伊万里市立　青嶺中学校

11分33秒48 三谷　芽生2758 ﾐﾀﾆ ﾒｲ 広田中学校

11分36秒49 川崎　煌晟2754 ｶﾜｻｷ ｺｳｾｲ 調川ランナーズ

11分45秒50 楠本　歩夢2761 ｸｽﾓﾄ ｱﾕﾑ 広田中学校
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11分49秒51 阿部　響真2763 ｱﾍﾞ ｷｮｳﾏ 広田中学校

11分54秒52 渡邊　凌我2764 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｶﾞ 広田中学校

12分01秒53 井手 健心2709 ｲﾃﾞ ｹﾝｼﾝ 早岐中学校

12分02秒54 石丸 隼大2717 ｲｼﾏﾙ ｼｭﾝﾀ 早岐中学校

12分11秒55 田家 舜平2720 ﾀｹﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 佐世保市立崎辺中学校

12分13秒56 泓 龍馬2713 ﾌｹ ﾘｮｳﾏ 早岐中学校

12分39秒57 鴨川　龍久2785 ｶﾓｶﾞﾜ ﾘｸ 小佐々柔道教室

12分40秒58 柏木 優希2703 ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳｷ 川棚中学校

12分45秒59 髙木 俊宏2716 ﾀｶｷ ﾄｼﾋﾛ 早岐中学校

12分53秒60 川原 伸吾2725 ｶﾜﾊﾗ ｼﾝｺﾞ 佐世保市立崎辺中学校

12分55秒61 浦田 劉飛2734 ｳﾗﾀ ﾘﾋﾄ 川棚中学校

12分55秒62 吉田 遥希2715 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ 早岐中学校

13分21秒63 小川 律樹2723 ｵｶﾞﾜ ﾘﾂｷ 佐世保市立崎辺中学校

13分30秒64 岩﨑　愛希2743 ｲﾜｻｷ ｱｲｷ

13分30秒65 旗島　怜哉2760 ﾊﾀｼﾏ ﾚｲﾔ 広田中学校

13分52秒66 山口　暖斗2781 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 伊万里市立　青嶺中学校

13分55秒67 西村 洸太郎2724 ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 佐世保市立崎辺中学校

14分00秒68 藤原 優翔2719 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾄ 佐世保市立崎辺中学校

14分08秒69 田頭 陸2718 ﾀｶﾞｼﾗ ﾘｸ 早岐中学校

20分34秒70 北尾　龍之介2759 ｷﾀｵ ﾘｭｳﾉｽｹ 広田中学校
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