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秩父宮賜杯第49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49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 4:10:41.56 第一工業大 1 29:54.52 473 ジェフリ・ギチア (3) 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 4 31:07.10 457 別府　魁人 (4) 第一工業大 ・鹿児島

(1) 5 31:11.96 479 嵜本　浩士 (2) 第一工業大 ・長　崎
1 31:27.38 468 西田　將太郎 (3) 第一工業大 ・鹿児島
3 31:39.04 472 米永　夏輝 (3) 第一工業大 ・鹿児島
3 31:40.21 467 中山　繕勧 (3) 第一工業大 ・長　崎
4 31:43.45 465 城ヶ﨑　大地 (3) 第一工業大 ・鹿児島
4 31:57.90 480 屋富祖　光佑 (2) 第一工業大 ・鹿児島

2 4:12:40.49 日本文理大 3 30:46.88 1005 山田　泰史 (1) 日本文理大 ・大　分
ﾆｯﾎﾟﾝﾌﾞﾝﾘﾀﾞｲｶﾞｸ 1 31:13.21 981 與儀　達朗 (4) 日本文理大 ・大　分

(2) 6 31:14.35 987 副島　将平 (2) 日本文理大 ・佐　賀
7 31:16.77 983 北村　宙夢 (3) 日本文理大 ・佐　賀
2 31:37.99 977 松田　隆宏 (4) 日本文理大 ・長　崎
2 31:39.76 973 西村　勇 (4) 日本文理大 ・佐　賀
10 32:18.99 990 山本　滉太 (3) 日本文理大 ・大　分
15 32:32.54 1006 米倉　光祐 (1) 日本文理大 ・大　分

3 4:18:34.99 志學館大 5 31:55.80 693 川内田　玲央 (4) 志學館大 ・鹿児島
ｼｶﾞｸｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 12 32:04.79 691 松原　弘輝 (4) 志學館大 ・長　崎

(3) 1 32:06.46 698 森　静哉 (3) 志學館大 ・鹿児島
9 32:11.96 697 中園　陸人 (4) 志學館大 ・鹿児島
15 32:16.27 706 坂倉　恭平 (1) 志學館大 ・鹿児島
16 32:23.82 707 徳永　涼人 (1) 志學館大 ・鹿児島
4 32:24.97 696 永谷　公明 (4) 志學館大 ・鹿児島
7 33:10.92 705 河口　竜也 (1) 志學館大 ・鹿児島

4 4:19:42.69 福岡大 13 32:05.44 99 松本　隆佑 (2) 福岡大 ・佐　賀
ﾌｸｵｶﾀﾞｲｶﾞｸ 8 32:07.47 109 松下　健星 (3) 福岡大 ・熊　本

(4) 14 32:07.98 98 廣山　誉英 (2) 福岡大 ・鹿児島
17 32:24.92 106 内山　勝太 (3) 福岡大 ・佐　賀
5 32:28.05 101 黒木　燿一朗 (4) 福岡大 ・宮　崎
13 32:30.59 115 橋本　大輝 (2) 福岡大 ・福　岡
9 32:47.22 117 松本　凛太郎 (2) 福岡大 ・長　崎
8 33:11.02 104 永田　築 (4) 福岡大 ・福　岡

5 4:19:47.72 九州大 10 31:56.82 573 山崎　智裕 (M1) 九州大 ・佐　賀
ｷｭｳｼｭｳﾀﾞｲｶﾞｸ 7 32:05.39 895 吉岡　龍一 (1) 九州大 ・山　口

(5) 12 32:27.23 364 田中　星羽 (4) 九州大 ・福　岡
6 32:30.09 376 濱本 大弘 (3) 九州大 ・福　岡
5 32:36.20 1228 辻川　諒 (1) 九州大 ・滋　賀
16 32:39.66 342 江原　駿太 (3) 九州大 ・福　岡
20 32:42.12 340 岩見　直弥 (4) 九州大 ・山　口
11 32:50.21 335 阿部　宇宙 (4) 九州大 ・佐　賀

6 4:20:54.42 九州国際大 9 31:53.49 317 中川　祐紀 (2) 九州国際大 ・福　岡
ｷｭｳｼｭｳｺｸｻｲﾀﾞｲｶﾞｸ 6 31:58.35 316 古賀　祐輔 (2) 九州国際大 ・福　岡

(6) 11 32:24.53 1087 鍵村　史也 (1) 九州国際大 ・福　岡
19 32:34.38 315 林田　新之助 (4) 九州国際大 ・福　岡
6 32:46.86 1082 岡本　光平 (1) 九州国際大 ・福　岡
18 32:51.82 1088 野原　幸也 (1) 九州国際大 ・山　口
12 33:09.56 313 北嶋　蘭斗 (4) 九州国際大 ・長　崎
14 33:15.43 312 小川　智司 (4) 九州国際大 ・福　岡

7 4:24:03.80 熊本大 2 30:45.02 412 古川　大晃 (3) 熊本大 ・熊　本
ｸﾏﾓﾄﾀﾞｲｶﾞｸ 8 31:46.13 398 有田　大将 (4) 熊本大 ・熊　本

(7) 19 32:53.73 405 岡本　遼 (3) 熊本大 ・熊　本
15 33:19.64 1157 西原　大賀 (1) 熊本大 ・熊　本
18 33:35.96 402 野田　良生 (4) 熊本大 ・広　島
20 33:37.60 590 鶴田　高悠 (2) 熊本大 ・熊　本
13 33:50.61 409 岳野　輝生 (3) 熊本大 ・熊　本
23 34:15.11 399 生田　寛 (4) 熊本大 ・熊　本

8 4:27:42.31 沖縄国際大 11 32:03.34 1025 池田　一生 (1) 沖縄国際大 ・沖　縄
ｵｷﾅﾜｺｸｻｲﾀﾞｲｶﾞｸ 21 32:47.88 1019 外間　勇太 (3) 沖縄国際大 ・沖　縄

(8) 17 32:48.31 1013 津波　尚吾 (4) 沖縄国際大 ・沖　縄
23 33:07.78 1021 大城　直也 (2) 沖縄国際大 ・沖　縄
14 33:51.14 1020 稲福　北斗 (2) 沖縄国際大 ・沖　縄
22 34:13.90 1022 久貝　勇輝 (2) 沖縄国際大 ・沖　縄
19 34:19.70 1027 永山　大誠 (1) 沖縄国際大 ・沖　縄
16 34:30.26 1026 金城　龍己 (1) 沖縄国際大 ・沖　縄

9 4:28:05.34 久留米大 18 32:29.72 5 一宮 槙志 (3) 久留米大 ・福　岡
ｸﾙﾒﾀﾞｲｶﾞｸ 14 32:30.67 12 笠木 肇 (2) 久留米大 ・福　岡

(9) 7 32:33.05 1265 松本 圭祐 (1) 久留米大 ・熊　本
22 33:06.55 1 古賀 僚介 (4) 久留米大 ・福　岡
11 33:29.93 10 原田 祥太郎 (3) 久留米大 ・福　岡
21 33:47.07 7 田子森 将一 (3) 久留米大 ・福　岡
19 34:55.58 6 上田 直人 (3) 久留米大 ・鹿児島
21 35:12.77 3 石丸 健太 (3) 久留米大 ・佐　賀


