
- ジョギングフェスティバルinさざ -

3ｋｍ中学2～3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： 11:40:00

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

8分50秒1 木戸　海秀2573 ｷﾄﾞ ｶｲｼｭｳ 長与第2中学校

8分52秒2 黒川　裕斗2542 ｸﾛｶﾜ ﾕｳﾄ 啓成中学校

8分53秒3 吉木　涼真2540 ﾖｼｷ ﾘｮｳﾏ 啓成中学校

9分04秒4 作永 蒼空2516 ｻｸﾅｶﾞ ｿﾗ ＭＲＣ　ＳＡＳＥＢＯ

9分06秒5 今村　悠人2590 ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾄ

9分10秒6 升水　絆2534 ﾏｽﾐｽﾞ ｷｽﾞﾅ 佐世保市立中里中学校

9分14秒7 小門　圭獅2533 ｺｶﾄﾞ ｹｲｼ 佐世保市立中里中学校

9分15秒8 相良　流我2541 ｻｶﾞﾗ ﾘｭｳｶﾞ 啓成中学校

9分18秒9 川島　大和2557 ｶﾜｼﾏ ﾔﾏﾄ 波佐見中学校

9分19秒10 富永 勲2510 ﾄﾐﾅｶﾞ ｲｻｵ

9分20秒11 内海　航喜2536 ｳﾁｳﾐ ｺｳｷ 佐世保市立中里中学校

9分20秒12 住 祐希2501 ｽﾐ ﾕｳｷ 伊万里中学校

9分20秒13 山下　拓海2547 ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾐ 波佐見中学校

9分26秒14 吉浦 広翔2505 ﾖｼｳﾗ ﾋﾛﾄ 志佐中学校

9分27秒15 宮田　拓真2549 ﾐﾔﾀ ﾀｸﾏ 波佐見中学校

9分35秒16 相川 大和2527 ｱｲｶﾜ ﾔﾏﾄ 郡中学校

9分46秒17 鈴木　颯太2572 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 広田中学校

9分50秒18 江副 晃樹2524 ｴｿﾞｴ ｺｳｷ 大村市立郡中学校

9分52秒19 平山　愉快2543 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｶｲ 啓成中学校

9分53秒20 井手　湊大2559 ｲﾃﾞ ｿｳﾀ 伊万里三香クラブ

9分56秒21 八並　望2567 ﾔﾂﾅﾐ ﾉｿﾞﾐ 広田中学校

9分56秒22 志方　惺空2566 ｼｶﾀ ｾｲﾅ 広田中学校

9分59秒23 柴原 祈慧2509 ｼﾊﾞﾊﾗ ｷｽｲ 長崎日大中学校

9分59秒24 日数谷 舷2532 ﾋｶｽﾞﾀﾞﾆ ｹﾞﾝ 小佐々中学校

10分00秒25 加藤　祐輔2569 ｶﾄｳ ﾕｳｽｹ 広田中学校

10分01秒26 長谷川 煌二2511 ﾊｾｶﾞﾜ ｵｳｼﾞ 志佐中学校

10分01秒27 川内野　開仁2535 ｶﾜｳﾁﾉ ｶｲﾄ 佐世保市立中里中学校

10分02秒28 戸村　大紀2597 ﾄﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 平戸市立平戸中学校

10分10秒29 許 祥龍2526 ｷｮ ｼｮｳﾘｭｳ 小佐々中学校

10分12秒30 平野 太一2502 ﾋﾗﾉ ﾀｲﾁ 伊万里中学校

10分13秒31 山口　洋夢2552 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾑ 波佐見中学校

10分14秒32 古川　泰心2568 ﾌﾙｶﾜ ﾀｲｼﾝ 広田中学校

10分15秒33 秋山 悠人2503 ｱｷﾔﾏ ﾕｳﾄ 西泊中

10分16秒34 水田　凰士朗2558 ﾐｽﾞﾀ ｵｳｼﾞﾛｳ 波佐見中学校

10分17秒35 山口 大輔2525 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 佐世保市立祇園中学校

10分18秒36 永松　英悠2550 ﾅｶﾞﾏﾂ ｴｲﾕｳ 波佐見中学校

10分18秒37 古川　海亨2563 ﾌﾙｶﾜ ｶｲﾄ 国見中学校

10分19秒38 中野 友稀2504 ﾅｶﾉ ﾄﾓｷ 小値賀中学校

10分19秒39 小川 蒼太2512 ｵｶﾞﾜ ｿｳﾀ ＭＲＣ　ＳＡＳＥＢＯ

10分23秒40 濵地　俊輔2560 ﾊﾏｼﾞ ｼｭﾝｽｹ 国見中学校

10分25秒41 辻　大晴2575 ﾂｼﾞ ﾀｲｾｲ 東彼杵中学校

10分26秒42 正木 良太2528 ﾏｻｷ ﾘｮｳﾀ

10分30秒43 新立　安慈2577 ｼﾝﾀﾃ ｱﾝｼﾞ 平戸市立田平中学校

10分31秒44 松尾　怜真2544 ﾏﾂｵ ﾘｮｳﾏ 啓成中学校

10分32秒45 田中　琥太朗2592 ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ 佐世保市立世知原中学校

10分32秒46 末永 千隼2507 ｽｴﾅｶﾞ ﾁﾊﾔ 佐世保北中

10分33秒47 山﨑　響2578 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾋﾞｷ 西海市立西海中学校

10分34秒48 山口　知樹2551 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 波佐見中学校

10分35秒49 濱道　磨裟斗2595 ﾊﾏﾐﾁ ﾏｻﾄ 松浦市立御厨中学校

10分40秒50 井手　琉志躍2546 ｲﾃﾞ ﾙｼﾔ
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10分43秒51 宮﨑　映斗2571 ﾐﾔｻﾞｷ ｴｲﾄ 広田中学校

10分45秒52 浦上　颯真2579 ｳﾗｶﾐ ｿｳﾏ 西海市立西海中学校

10分50秒53 前田　直樹2545 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵｷ 佐々中学校

10分51秒54 西浦　優吹2591 ﾆｼｳﾗ ﾕｳ 佐世保市立世知原中学校

10分52秒55 沖田　璃空2593 ｵｷﾀ ﾘｸ 佐世保市立世知原中学校

10分53秒56 久保川　仁2564 ｸﾎﾞｶﾜ ｼﾞﾝ 調川ランナーズ

10分55秒57 白濱　凜空2553 ｼﾗﾊﾏ ﾘｸ 波佐見中学校

10分58秒58 平川　羚2598 ﾋﾗｶﾜ ﾚｲ 平戸市立平戸中学校

10分59秒59 浦川　大輝2561 ｳﾗｶﾜ ﾀﾞｲｷ 国見中学校

11分00秒60 坂本 聖名2529 ｻｶﾓﾄ ｾﾅ 松浦市立御厨中学校

11分01秒61 松永 康介2514 ﾏﾂﾅｶﾞ ｺｳｽｹ 山澄中学校

11分02秒62 梅津 歩翔2531 ｳﾒﾂ ｱﾕﾄ 祇園中学校

11分10秒63 眞島　慧大2554 ﾏｼﾞﾏ ｹｲﾀ 波佐見中学校

11分20秒64 横山　璃久2596 ﾖｺﾔﾏ ﾘｸ 松浦市立御厨中学校

11分21秒65 山口　海世2576 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｲﾄ 平戸市立田平中学校

11分21秒66 木田　侑希2574 ｷﾀﾞ ﾕｳｷ

11分21秒67 平野　晴天2570 ﾋﾗﾉ ｾｲﾃﾝ 広田中学校

11分48秒68 吉住　柊汰2585 ﾖｼｽﾞﾐ ｼｭｳﾀ 大野中学校　陸上部

11分52秒69 北川 陽音2520 ｷﾀｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 早岐中学校

12分02秒70 田嵜　龍真2555 ﾀｻｷ ﾘｭｳﾏ 波佐見中学校

12分16秒71 奈良﨑　優斗2588 ﾅﾗｻﾞｷ ﾕｳﾄ 伊万里市立　青嶺中学校

12分29秒72 関 翔矢2523 ｾｷ ｼｮｳﾔ 世知原中

13分08秒73 奥村　太晴2582 ｵｸﾑﾗ ﾀｲｾｲ 大野中学校　陸上部

13分25秒74 金氏　湧哉2586 ｶﾈｳｼﾞ ﾕｳﾔ 大野中学校　陸上部

13分31秒75 髙野 徹瑠2519 ﾀｶﾉ ﾄｵﾙ 早岐中学校

14分31秒76 中村 龍2521 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳ 早岐中学校

14分52秒77 小川　雄大2600 ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 平戸市立平戸中学校

16分37秒78 杉山　涼太2589 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 伊万里市立　青嶺中学校

21分34秒79 岡　佑多2565 ｵｶ ﾕｳﾀ 広田中学校
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