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緒方勝徳杯　第１７回中学生クロスカントリー選手権大会 審 判 長:　田中　修司道路競技審判長名
記録主任:　小城　典隆記録主任名

主催:一般財団法人　佐賀陸上競技協会・佐賀新聞社
佐賀県中学校体育連盟・鹿島市教育委員会・（一財）鹿島市体育協会
場所:鹿島市陸上競技場　クロスカントリーコース
************************************************************
* 男子３年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (3km) 決勝 *
************************************************************
測定区分:手動1/1秒 2022-09-10 17:50

順位 No. 記 録 氏 名 NAME 所属団体名 備 考
---- ----- ------- -------------------- ------------------------ ---------------------------- ------------

1 445 9:41 北島　康生 ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｾｲ 東明館
2 103 9:57 岩下　瑛祐 ｲﾜｼﾀ ｴｲｽｹ 西部
3 318 10:18 川副　剛煌 ｶﾜｿｴ ｺﾞｳｷ 三国
4 71 10:29 生田　悠真 ｲｸﾀ ﾕｳﾏ 嬉野
5 369 10:31 江口　純也 ｴｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 白石
6 841 10:36 村田　朔也 ﾑﾗﾀ ｻｸﾔ 西部
7 66 10:38 北野　颯一 ｷﾀﾉ ｿｳｲﾁ 嬉野
8 403 10:43 中山　來風 ﾅｶﾔﾏ ﾗｲｶ 川登
9 401 10:44 一ノ瀬隆之介 ｲﾁﾉｾ ﾘｭｳﾉｽｹ 川登
10 368 10:44 筒井　大貴 ﾂﾂｲ ﾀｲｷ 白石
11 835 10:45 山下　　湊 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾅﾄ 川登
12 232 10:47 草場　陸玖 ｸｻﾊﾞ ﾘｸ 武雄青陵
13 235 10:49 片渕　颯人 ｶﾀﾌﾁ ﾊﾔﾄ 武雄青陵
14 845 10:59 溝口　遥仁 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 塩田
15 848 11:04 山本　陸駆 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸ 塩田
16 530 11:07 具島　　峻 ｸﾞｼﾏ ｼｭﾝ 早稲田佐賀
17 238 11:07 福田　竜也 ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳﾔ 武雄青陵
18 361 11:15 藤田　創士　 ﾌｼﾞﾀ　ｿｳｼ 有明
19 145 11:16 徳永　　陽 ﾄｸﾅｶﾞ ﾋﾅﾀ 七山
20 834 11:24 北川　璃空 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｸ 川登
21 836 11:26 大坪　寛太 ｵｵﾂﾎﾞ ｶﾝﾀ 白石
22 345 11:27 辻莉玖磨　 ﾂｼﾞ ﾘｸﾏ 塩田
23 102 11:29 田中　陽翔 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 西部
24 70 11:32 三根　凛久 ﾐﾈ ﾘｸ 嬉野
25 144 11:34 瀬戸惺士郎 ｾﾄ ｾｲｼﾛｳ 七山
26 146 11:36 諸熊　那樹 ﾓﾛｸﾏ ﾄﾓｷ 七山
27 404 11:37 福田　晃太 ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀ 川登
28 371 11:40 東島　凌也 ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ﾘｮｳﾔ 白石
29 1 11:43 檜枝　宏樹 ﾋｴﾀﾞ ﾋﾛｷ 鳥栖
30 347 11:48 織田　航希 ｵﾀﾞ ｺｳｷ 塩田
31 344 11:48 國政　温斗 ｸﾆﾏｻ ﾊﾙﾄ 塩田
32 69 11:48 西野　舜佑 ﾆｼﾉ ｼｭﾝｽｹ 嬉野
33 65 11:54 大山　晴生 ｵｵﾔﾏ ﾊﾙｷ 嬉野
34 837 11:57 吉原　涼平 ﾖｼﾊﾗ ﾘｮｳﾍｲ 白石
35 367 12:01 香月　真翔 ｶﾂｷ ﾏﾅﾄ 白石
36 847 12:02 緒方宗太朗 ｵｶﾞﾀ ｿｳﾀﾛｳ 塩田
37 844 12:10 一番合戦皇雅 ｲﾁﾊﾞﾝｶﾞｯｾﾝ ｵｳｶﾞ 塩田
38 405 12:38 福田　幹弥 ﾌｸﾀﾞ ﾓﾄﾔ 川登


