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秩父宮賜杯第48回全日本大学駅伝対校選手権大会九州地区選考会 審 判 長:波佐間　宏

記録主任:杣川　征也

主　 催:九州学生陸上競技連盟

運営協力:一般財団法人福岡陸上競技協会

場　 所:平和台陸上競技場

************************************************************************************************************************

* 秩父宮賜杯第48回全日本大学駅伝対校選手権大会九州地区選考会 *

************************************************************************************************************************

順位 成績 チ ー ム 順位 記 録 No. 氏 名 所属団体名 備考

---- ---------- -------------------- ---- ---------- ----- -------------------- ---------------------------- -----------

1 4:16:15.96 日本文理大学 5 31:32.26 1009 副島　将平 (1) 日本文理大学 ・佐　賀

ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘﾀﾞｲｶﾞｸ 2 31:35.51 994 與儀　達朗 (3) 日本文理大学 ・大　分

(1) 7 31:49.45 980 大竹　宏和 (4) 日本文理大学 ・大　分

3 31:53.99 991 福島　弘樹 (3) 日本文理大学 ・大　分

10 32:07.06 998 北村　宙夢 (2) 日本文理大学 ・佐　賀

1 32:15.18 992 松田　隆宏（3） 日本文理大学 ・長　崎

6 32:25.54 979 大川　宏貴（4） 日本文理大学 ・大　分

2 32:36.97 985 高橋　流華 (3) 日本文理大学 ・大　分

2 4:16:38.12 第一工業大 1 30:10.42 452 Geoffrey　Gichia (2) 第一工業大 ・鹿児島

ﾀﾞｲｲﾁｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 1 31:27.78 458 嵜本　浩士 (1) 第一工業大 ・長　崎

(2) 4 32:04.19 427 中村　智明 (4) 第一工業大 ・鹿児島

5 32:04.37 444 城ヶ﨑大地 (2) 第一工業大 ・鹿児島

11 32:14.31 432 大平　鴻汰 (3) 第一工業大 ・長　崎

12 32:18.10 436 別府　魁人 (3) 第一工業大 ・鹿児島

3 33:04.59 449 増元祐一郎 (2) 第一工業大 ・鹿児島

4 33:14.36 459 時川　昌也 (1) 第一工業大 ・鹿児島

3 4:25:56.88 福岡大 2 31:18.18 348 木下　幸大 (4) 福岡大 ・山　口

ﾌｸｵｶﾀﾞｲｶﾞｸ 14 32:29.30 352 原口　聖司 (4) 福岡大 ・佐　賀

(3) 7 32:31.03 370 内山　勝太 (2) 福岡大 ・佐　賀

4 33:31.12 350 薄　　武志 (4) 福岡大 ・福　岡

5 33:43.72 923 久保田貴大（1） 福岡大 ・宮　崎

6 34:02.80 375 松下　健星 (2) 福岡大 ・熊　本

9 34:05.99 357 斎藤　輝志 (3) 福岡大 ・愛　媛

17 34:14.74 358 指方　恭佑 (3) 福岡大 ・長　崎

4 4:27:34.44 志學館大 16 32:46.21 755 洲崎　遥平 (2) 志學館大 ・鹿児島

ｼｶﾞｸｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 8 32:47.51 750 東杢比野晃平（2） 志學館大 ・鹿児島

(4) 18 33:02.04 744 川内田玲央 (3) 志學館大 ・鹿児島

13 33:20.59 748 中園　陸人 (3) 志學館大 ・鹿児島

21 33:39.56 740 森　　俊也 (4) 志學館大 ・鹿児島

6 33:40.68 747 永谷　公明 (3) 志學館大 ・鹿児島

8 34:03.04 749 森　　静哉 (2) 志學館大 ・鹿児島

7 34:14.81 743 岡田　一星 (3) 志學館大 ・鹿児島

5 4:28:54.65 沖縄国際大 4 31:30.23 962 喜屋武佑樹 (4) 沖縄国際大 ・沖　縄

ｵｷﾅﾜｺｸｻｲﾀﾞｲｶﾞｸ 9 32:00.40 973 外間　勇太 (2) 沖縄国際大 ・沖　縄

(5) 10 33:01.37 975 久貝　勇輝 (1) 沖縄国際大 ・沖　縄

16 34:05.50 974 大城　直也 (1) 沖縄国際大 ・沖　縄

11 34:18.09 967 津波　尚吾 (3) 沖縄国際大 ・沖　縄

10 34:26.53 976 仲村　將吾 (1) 沖縄国際大 ・沖　縄

16 34:41.21 963 金城　智大 (4) 沖縄国際大 ・沖　縄

17 34:51.32 966 伊佐　孝明 (3) 沖縄国際大 ・沖　縄

6 4:30:06.80 九州国際大 8 31:52.58 624 古賀　祐輔 (1) 九州国際大 ・福　岡

ｷｭｳｼｭｳｺｸｻｲﾀﾞｲｶﾞｸ 15 32:31.51 607 木原　健朗 (4) 九州国際大 ・福　岡

(6) 9 32:54.15 625 中川　祐紀 (1) 九州国際大 ・福　岡

11 33:09.26 616 林田新之助 (3) 九州国際大 ・福　岡

7 33:45.53 619 宮口　優人 (2) 九州国際大 ・福　岡

12 34:50.24 611 澤田　祐大 (3) 九州国際大 ・熊　本

19 35:11.58 613 小川　智司 (3) 九州国際大 ・福　岡

18 35:51.95 1013 宮崎　礼央 (1) 九州国際大 ・福　岡

7 4:34:24.32 九州大 13 32:23.22 43 井上　光宏 (4) 九州大 ・鳥　取

ｷｭｳｼｭｳﾀﾞｲｶﾞｸ 23 33:48.43 34 阿部　宇宙 (3) 九州大 ・佐　賀

(7) 13 34:27.94 52 江原　駿太 (2) 九州大 ・福　岡

20 34:36.28 1017 伊藤　奏我 (1) 九州大 ・福　岡

24 34:36.86 47 岩見　直弥 (3) 九州大 ・山　口

21 34:38.30 33 吉田晃一郎 (2) 九州大 ・福　岡

22 34:44.77 63 皿木　泰史 (3) 九州大 ・京　都

18 35:08.52 90 小山　直洋 (3) 九州大 ・兵　庫

8 4:34:41.63 熊本大 3 31:23.90 98 古川　大晃 (2) 熊本大 ・熊　本

ｸﾏﾓﾄﾀﾞｲｶﾞｸ 6 31:36.58 478 有田　大将 (3) 熊本大 ・熊　本

(8) 18 34:19.12 91 生田　　寛 (3) 熊本大 ・熊　本

15 34:29.35 94 岡本　　遼 (2) 熊本大 ・熊　本

23 34:59.66 470 福満　崇弘 (M2) 熊本大 ・熊　本

22 35:28.44 480 野田　良生 (3) 熊本大 ・広　島

16 35:40.79 489 岳野　輝生 (2) 熊本大 ・熊　本

21 36:43.79 1161 高津　輝智 (1) 熊本大 ・熊　本

9 4:35:12.51 鹿児島大 17 32:57.66 233 水溜　将貴 (3) 鹿児島大 ・鹿児島

ｶｺﾞｼﾏﾀﾞｲｶﾞｸ 12 33:14.46 222 鈴木　俊也 (4) 鹿児島大 ・鹿児島

(9) 22 33:41.25 212 園田　亮介 (4) 鹿児島大 ・鹿児島

15 34:02.27 237 上木　進伍 (2) 鹿児島大 ・鹿児島

10 34:11.65 229 高田　蒼太 (3) 鹿児島大 ・鹿児島

14 34:28.42 864 中山　　謙 (1) 鹿児島大 ・鹿児島

13 34:55.64 223 高橋　宏敬 (4) 鹿児島大 ・鹿児島

23 37:41.16 224 有山　雅人 (3) 鹿児島大 ・鹿児島
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秩父宮賜杯第48回全日本大学駅伝対校選手権大会九州地区選考会 審 判 長:波佐間　宏

記録主任:杣川　征也

主　 催:九州学生陸上競技連盟

運営協力:一般財団法人福岡陸上競技協会

場　 所:平和台陸上競技場

************************************************************************************************************************

* 秩父宮賜杯第48回全日本大学駅伝対校選手権大会九州地区選考会 *

************************************************************************************************************************

順位 成績 チ ー ム 順位 記 録 No. 氏 名 所属団体名 備考

---- ---------- -------------------- ---- ---------- ----- -------------------- ---------------------------- -----------

10 4:35:32.91 久留米大 19 33:26.00 150 古賀　僚介 (3) 久留米大 ・福　岡

ｸﾙﾒﾀﾞｲｶﾞｸ 20 33:39.14 153 一宮　槙志 (2) 久留米大 ・福　岡

(10) 14 33:54.05 154 上田　直人 (2) 久留米大 ・鹿児島

19 34:23.60 760 財前　大志 (1) 久留米大 ・長　崎

12 34:25.35 157 辻田　浩暉 (2) 久留米大 ・長　崎

11 34:33.68 156 田子森将一 (2) 久留米大 ・福　岡

20 35:17.81 152 石丸　健太 (2) 久留米大 ・佐　賀

19 35:53.28 762 笠木 肇 (1) 久留米大 ・福　岡


