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タイムレース 全4組
  1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  14 1012
山田　泰史 (2)
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｼ

日本文理大    ・大　分 31:16.21

  2   4  988
北村　宙夢 (4)
ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛﾑ

日本文理大    ・佐　賀 31:25.25

  3  13  473
久保田　貴大 (3)

ｸﾎﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ
福岡大        ・宮　崎 32:30.54

  4  12  415
大西　豪 (2)
ｵｵﾆｼ ｺﾞｳ

第一工業大    ・鹿児島 32:34.73

  5  16  469
松本　凛太郎 (3)

ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ
福岡大        ・長　崎 32:54.00

  6   3  408
久留須　保壱 (2)

ｸﾙｽ ﾔｽｶｽﾞ
第一工業大    ・鹿児島 32:54.59

  7  15  656
樗木　颯瑳 (2)
ｵﾃｷ ﾊﾔｻ

志學館大      ・鹿児島 33:50.59

  8  17  652
池田　崚也 (2)
ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾔ

志學館大      ・鹿児島 34:37.79

  9  11  713
稲福　北斗 (3)
ｲﾅﾌｸ ﾎｸﾄ

沖縄国際大    ・沖　縄 34:40.47

 10   9  710
星野　勢七 (4)
ﾎｼﾉ ｾﾅ

沖縄国際大    ・沖　縄 34:41.44

 11   1  822
岡本　遼 (4)
ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳ

熊本大        ・熊　本 34:55.30

 12   6  709
野原　新隆 (4)
ﾉﾊﾗ ｼﾝﾘｭｳ

沖縄国際大    ・沖　縄 34:56.77

 13   8  274
青木　拓磨 (2)
ｱｵｷ ﾀｸﾏ

九州大        ・福　岡 35:03.82

 14   2 1220
野中　大地 (1)
ﾉﾅｶ ﾀﾞｲﾁ

九州大        ・愛　知 35:49.58

 15   7 1238
谷口　壮一郎 (1)

ﾀﾆｸﾞﾁ ｿｳｲﾁﾛｳ
熊本大        ・熊　本 36:12.20

 16  10  249
河村　駿 (2)
ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝ

九州大        ・山　口 36:15.14

 17   5 1234
上村　友翼 (1)
ｶﾐﾑﾗ ﾕｳｽｹ

熊本大        ・宮　崎 37:01.40

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  11  397
増元　祐一郎 (4)

ﾏｽﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ
第一工業大    ・鹿児島 32:23.17

  2   7  390
大中原　源 (4)
ｵｵﾅｶﾊﾗ ｹﾞﾝ

第一工業大    ・鹿児島 33:04.35

  3  13  662
坂上　優斗 (1)
ｻｶｳｴ ﾕｳﾄ

志學館大      ・鹿児島 33:17.13

  4   2 1254
西島　礼朝 (1)
ﾆｼｼﾞﾏ ﾚｵ

志學館大      ・鹿児島 33:24.08

  5   4  659
河口　竜也 (2)
ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ

志學館大      ・鹿児島 33:24.59

  6   6  483
城戸　栄輝 (2)
ｷﾄﾞ ﾋﾃﾞｷ

福岡大        ・福　岡 33:39.03

  7   1  271
田中　星羽 (5)
ﾀﾅｶ ｾｲﾊ

九州大        ・福　岡 33:42.72

  8  16  997
松田　涼太郎 (3)

ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ
日本文理大    ・大　分 33:54.54

  9   5  715
久貝　勇輝 (3)
ｸｶﾞｲ ﾕｳｷ

沖縄国際大    ・沖　縄 33:56.47

 10  10  724
伊是名　祐希 (1)

ｲｾﾞﾅ ﾕｳｷ
沖縄国際大    ・沖　縄 34:15.55

 11   9  481
二川　竜一 (2)
ﾌﾀｶﾞﾜ ﾘｭｳｲﾁ

福岡大        ・福　岡 34:16.75

 12  12  721
金城　龍己 (2)
ｷﾝｼﾞｮｳ ﾘｭｳｷ

沖縄国際大    ・沖　縄 34:17.33

 13  14  476
北本　颯眞 (2)
ｷﾀﾓﾄ ｿｳﾏ

福岡大        ・熊　本 34:29.61

 14  17 1003
下郡　潤平 (2)
ｼﾓｺﾞｵﾘ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

日本文理大    ・大　分 34:36.86

 15   3  310
高津　輝智 (3)
ﾀｶﾂ ﾃﾙｻﾄ

熊本大        ・熊　本 34:44.77

 16  15  308
井田　真太郎 (3)

ｲﾀ ｼﾝﾀﾛｳ
熊本大        ・熊　本 35:41.47

 17   8  257
津田　哲矢 (2)
ﾂﾀﾞ ﾃﾂﾔ

九州大        ・大　阪 37:15.06

 秩父宮賜杯第55回全日本大学駅伝対校選手権記念大会九州地区予選会
 
 場　  所:阿蘇市阿蘇農村運動公園「あぴか」

 審 判 長:西本　一也
 記録主任:内田　祐紀哉
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  3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8  404
川原林　廉 (3)
ｶﾜﾊﾗﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ

第一工業大    ・鹿児島 32:09.34

  2  10  996
増田　晃大 (3)
ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ

日本文理大    ・大　分 32:17.56

  3   3  399
米永　夏輝 (4)
ﾖﾈﾅｶﾞ ﾅﾂｷ

第一工業大    ・鹿児島 32:21.29

  4   1  654
徳永　涼人 (2)
ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｮｳﾄ

志學館大      ・鹿児島 32:37.86

  5  11  243
阿部　宇宙 (M1)
ｱﾍﾞ ﾀｶﾐﾁ

九州大        ・佐　賀 32:47.22

  6   2  998
松原　善英 (3)
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾖｼﾋﾃﾞ

日本文理大    ・大　分 32:49.32

  7  18  302
野田　良生 (M1)
ﾉﾀﾞ ﾖｼﾀｶ

熊本大        ・広　島 32:52.65

  8  14  420
白ヶ澤　優樹 (1)

ｼﾗｶﾞｻﾜ ﾕｳｷ
第一工業大    ・鹿児島 32:53.24

  9  12  727
當真　佑太 (1)
ﾄｳﾏ ﾕｳﾀ

沖縄国際大    ・沖　縄 33:02.07

 10   7  845
西原　大賀 (2)
ﾆｼﾊﾗ ﾀｲｶﾞ

熊本大        ・熊　本 33:04.09

 11  15 1005
関　穂嵩 (2)
ｾｷ ﾎﾀﾞｶ

日本文理大    ・大　分 33:08.31

 12   5  275
伊藤　泰我 (3)
ｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ

九州大        ・福　岡 33:15.50

 13   6  648
洲崎　遥平 (4)
ｽｻｷ ﾖｳﾍｲ

志學館大      ・鹿児島 33:22.22

 14   9  477
吉富　恭平 (2)
ﾖｼﾄﾞﾐ ｷｮｳﾍｲ

福岡大        ・山　口 33:33.49

 15  17  714
大城　直也 (3)
ｵｵｼﾛ ﾅｵﾔ

沖縄国際大    ・沖　縄 33:34.65

 16   4  698
吉野　絵 (1)
ﾖｼﾀﾞ ｶｲ

福岡大        ・佐　賀 34:16.33

 17  16 1211
山崎　智裕 (M2)
ﾔﾏｻｷ ﾄﾓﾋﾛ

九州大        ・佐　賀 34:36.82

 18  13  311
鶴田　高悠 (3)
ﾂﾙﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

熊本大        ・熊　本 34:45.14

  4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  17  400
ジェフリ・ギチア (4)

Geoffrey,Gichia
第一工業大    ・鹿児島 29:45.80

  2  11  306
古川　大晃 (4)
ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｱｷ

熊本大        ・熊　本 30:47.47

  3  14  250
辻川　諒 (2)
ﾂｼﾞｶﾜ ﾘｮｳ

九州大        ・滋　賀 30:55.78

  4   7  650
森　静哉 (4)
ﾓﾘ ｾｲﾔ

志學館大      ・鹿児島 31:40.05

  5   5  995
副島　将平 (3)
ｿｴｼﾞﾏ ｼｮｳﾍｲ

日本文理大    ・佐　賀 31:40.79

  6  10  248
吉岡　龍一 (2)
ﾖｼｵｶ ﾘｭｳｲﾁ

九州大        ・山　口 31:57.42

  7   2  653
坂倉　恭平 (2)
ｻｶｸﾗ ｷｮｳﾍｲ

志學館大      ・鹿児島 32:02.54

  8   3  395
西田　將太郎 (4)

ﾆｼﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ
第一工業大    ・鹿児島 32:07.83

  9   8  405
嵜本　浩士 (3)
ｻｷﾓﾄ ﾋﾛｼ

第一工業大    ・鹿児島 32:14.41

 10  16 1014
米倉　光祐 (2)
ﾖﾈｸﾗ ｺｳｽｹ

日本文理大    ・大　分 32:35.16

 11  15  711
外間　勇太 (4)
ﾎｶﾏ ﾊﾔﾀ

沖縄国際大    ・沖　縄 32:38.84

 12  12  464
内山　勝太 (4)
ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳﾀ

福岡大        ・佐　賀 32:54.87

 13  18 1011
森口　翔平 (2)
ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ

日本文理大    ・大　分 32:58.75

 14   9  470
廣山　誉英 (3)
ﾋﾛﾔﾏ ﾀｶﾋﾃﾞ

福岡大        ・鹿児島 33:01.51

 15   4  301
生田　寛 (M1)
ｲｸﾀ ｶﾝ

熊本大        ・熊　本 33:16.20

 16   1  467
岡村　恭平 (4)
ｵｶﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ

福岡大        ・長　崎 33:21.35

 17   6  719
池田　一生 (2)
ｲｹﾀﾞ ｲｯｾｲ

沖縄国際大    ・沖　縄 33:40.01

 13  661
松山　勇斗 (1)
ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳﾄ

志學館大      ・鹿児島 DNF

凡例（DNF:途中棄権）
 秩父宮賜杯第55回全日本大学駅伝対校選手権記念大会九州地区予選会
 
 場　  所:阿蘇市阿蘇農村運動公園「あぴか」

 審 判 長:西本　一也
 記録主任:内田　祐紀哉
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タイムレース総合
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  17  400
ジェフリ・ギチア (4)

Geoffrey,Gichia
第一工業大    ・鹿児島 29:45.80

  2  11  306
古川　大晃 (4)
ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｱｷ

熊本大        ・熊　本 30:47.47

  3  14  250
辻川　諒 (2)
ﾂｼﾞｶﾜ ﾘｮｳ

九州大        ・滋　賀 30:55.78

  4  14 1012
山田　泰史 (2)
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｼ

日本文理大    ・大　分 31:16.21

  5   4  988
北村　宙夢 (4)
ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛﾑ

日本文理大    ・佐　賀 31:25.25

  6   7  650
森　静哉 (4)
ﾓﾘ ｾｲﾔ

志學館大      ・鹿児島 31:40.05

  7   5  995
副島　将平 (3)
ｿｴｼﾞﾏ ｼｮｳﾍｲ

日本文理大    ・佐　賀 31:40.79

  8  10  248
吉岡　龍一 (2)
ﾖｼｵｶ ﾘｭｳｲﾁ

九州大        ・山　口 31:57.42

  9   2  653
坂倉　恭平 (2)
ｻｶｸﾗ ｷｮｳﾍｲ

志學館大      ・鹿児島 32:02.54

 10   3  395
西田　將太郎 (4)

ﾆｼﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ
第一工業大    ・鹿児島 32:07.83

 11   8  404
川原林　廉 (3)
ｶﾜﾊﾗﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ

第一工業大    ・鹿児島 32:09.34

 12   8  405
嵜本　浩士 (3)
ｻｷﾓﾄ ﾋﾛｼ

第一工業大    ・鹿児島 32:14.41

 13  10  996
増田　晃大 (3)
ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ

日本文理大    ・大　分 32:17.56

 14   3  399
米永　夏輝 (4)
ﾖﾈﾅｶﾞ ﾅﾂｷ

第一工業大    ・鹿児島 32:21.29

 15  11  397
増元　祐一郎 (4)

ﾏｽﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ
第一工業大    ・鹿児島 32:23.17

 16  13  473
久保田　貴大 (3)

ｸﾎﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ
福岡大        ・宮　崎 32:30.54

 17  12  415
大西　豪 (2)
ｵｵﾆｼ ｺﾞｳ

第一工業大    ・鹿児島 32:34.73

 18  16 1014
米倉　光祐 (2)
ﾖﾈｸﾗ ｺｳｽｹ

日本文理大    ・大　分 32:35.16

 19   1  654
徳永　涼人 (2)
ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｮｳﾄ

志學館大      ・鹿児島 32:37.86

 20  15  711
外間　勇太 (4)
ﾎｶﾏ ﾊﾔﾀ

沖縄国際大    ・沖　縄 32:38.84

 21  11  243
阿部　宇宙 (M1)
ｱﾍﾞ ﾀｶﾐﾁ

九州大        ・佐　賀 32:47.22

 22   2  998
松原　善英 (3)
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾖｼﾋﾃﾞ

日本文理大    ・大　分 32:49.32

 23  18  302
野田　良生 (M1)
ﾉﾀﾞ ﾖｼﾀｶ

熊本大        ・広　島 32:52.65

 24  14  420
白ヶ澤　優樹 (1)

ｼﾗｶﾞｻﾜ ﾕｳｷ
第一工業大    ・鹿児島 32:53.24

 25  16  469
松本　凛太郎 (3)

ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ
福岡大        ・長　崎 32:54.00

 26   3  408
久留須　保壱 (2)

ｸﾙｽ ﾔｽｶｽﾞ
第一工業大    ・鹿児島 32:54.59

 27  12  464
内山　勝太 (4)
ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳﾀ

福岡大        ・佐　賀 32:54.87

 28  18 1011
森口　翔平 (2)
ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ

日本文理大    ・大　分 32:58.75

 29   9  470
廣山　誉英 (3)
ﾋﾛﾔﾏ ﾀｶﾋﾃﾞ

福岡大        ・鹿児島 33:01.51

 30  12  727
當真　佑太 (1)
ﾄｳﾏ ﾕｳﾀ

沖縄国際大    ・沖　縄 33:02.07

 31   7  845
西原　大賀 (2)
ﾆｼﾊﾗ ﾀｲｶﾞ

熊本大        ・熊　本 33:04.09

 32   7  390
大中原　源 (4)
ｵｵﾅｶﾊﾗ ｹﾞﾝ

第一工業大    ・鹿児島 33:04.35

 33  15 1005
関　穂嵩 (2)
ｾｷ ﾎﾀﾞｶ

日本文理大    ・大　分 33:08.31

 34   5  275
伊藤　泰我 (3)
ｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ

九州大        ・福　岡 33:15.50

 35   4  301
生田　寛 (M1)
ｲｸﾀ ｶﾝ

熊本大        ・熊　本 33:16.20

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 36  13  662
坂上　優斗 (1)
ｻｶｳｴ ﾕｳﾄ

志學館大      ・鹿児島 33:17.13

 37   1  467
岡村　恭平 (4)
ｵｶﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ

福岡大        ・長　崎 33:21.35

 38   6  648
洲崎　遥平 (4)
ｽｻｷ ﾖｳﾍｲ

志學館大      ・鹿児島 33:22.22

 39   2 1254
西島　礼朝 (1)
ﾆｼｼﾞﾏ ﾚｵ

志學館大      ・鹿児島 33:24.08

 40   4  659
河口　竜也 (2)
ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ

志學館大      ・鹿児島 33:24.59

 41   9  477
吉富　恭平 (2)
ﾖｼﾄﾞﾐ ｷｮｳﾍｲ

福岡大        ・山　口 33:33.49

 42  17  714
大城　直也 (3)
ｵｵｼﾛ ﾅｵﾔ

沖縄国際大    ・沖　縄 33:34.65

 43   6  483
城戸　栄輝 (2)
ｷﾄﾞ ﾋﾃﾞｷ

福岡大        ・福　岡 33:39.03

 44   6  719
池田　一生 (2)
ｲｹﾀﾞ ｲｯｾｲ

沖縄国際大    ・沖　縄 33:40.01

 45   1  271
田中　星羽 (5)
ﾀﾅｶ ｾｲﾊ

九州大        ・福　岡 33:42.72

 46  15  656
樗木　颯瑳 (2)
ｵﾃｷ ﾊﾔｻ

志學館大      ・鹿児島 33:50.59

 47  16  997
松田　涼太郎 (3)

ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ
日本文理大    ・大　分 33:54.54

 48   5  715
久貝　勇輝 (3)
ｸｶﾞｲ ﾕｳｷ

沖縄国際大    ・沖　縄 33:56.47

 49  10  724
伊是名　祐希 (1)

ｲｾﾞﾅ ﾕｳｷ
沖縄国際大    ・沖　縄 34:15.55

 50   4  698
吉野　絵 (1)
ﾖｼﾀﾞ ｶｲ

福岡大        ・佐　賀 34:16.33

 51   9  481
二川　竜一 (2)
ﾌﾀｶﾞﾜ ﾘｭｳｲﾁ

福岡大        ・福　岡 34:16.75

 52  12  721
金城　龍己 (2)
ｷﾝｼﾞｮｳ ﾘｭｳｷ

沖縄国際大    ・沖　縄 34:17.33

 53  14  476
北本　颯眞 (2)
ｷﾀﾓﾄ ｿｳﾏ

福岡大        ・熊　本 34:29.61

 54  16 1211
山崎　智裕 (M2)
ﾔﾏｻｷ ﾄﾓﾋﾛ

九州大        ・佐　賀 34:36.82

 55  17 1003
下郡　潤平 (2)
ｼﾓｺﾞｵﾘ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

日本文理大    ・大　分 34:36.86

 56  17  652
池田　崚也 (2)
ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾔ

志學館大      ・鹿児島 34:37.79

 57  11  713
稲福　北斗 (3)
ｲﾅﾌｸ ﾎｸﾄ

沖縄国際大    ・沖　縄 34:40.47

 58   9  710
星野　勢七 (4)
ﾎｼﾉ ｾﾅ

沖縄国際大    ・沖　縄 34:41.44

 59   3  310
高津　輝智 (3)
ﾀｶﾂ ﾃﾙｻﾄ

熊本大        ・熊　本 34:44.77

 60  13  311
鶴田　高悠 (3)
ﾂﾙﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

熊本大        ・熊　本 34:45.14

 61   1  822
岡本　遼 (4)
ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳ

熊本大        ・熊　本 34:55.30

 62   6  709
野原　新隆 (4)
ﾉﾊﾗ ｼﾝﾘｭｳ

沖縄国際大    ・沖　縄 34:56.77

 63   8  274
青木　拓磨 (2)
ｱｵｷ ﾀｸﾏ

九州大        ・福　岡 35:03.82

 64  15  308
井田　真太郎 (3)

ｲﾀ ｼﾝﾀﾛｳ
熊本大        ・熊　本 35:41.47

 65   2 1220
野中　大地 (1)
ﾉﾅｶ ﾀﾞｲﾁ

九州大        ・愛　知 35:49.58

 66   7 1238
谷口　壮一郎 (1)

ﾀﾆｸﾞﾁ ｿｳｲﾁﾛｳ
熊本大        ・熊　本 36:12.20

 67  10  249
河村　駿 (2)
ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝ

九州大        ・山　口 36:15.14

 68   5 1234
上村　友翼 (1)
ｶﾐﾑﾗ ﾕｳｽｹ

熊本大        ・宮　崎 37:01.40

 69   8  257
津田　哲矢 (2)
ﾂﾀﾞ ﾃﾂﾔ

九州大        ・大　阪 37:15.06

 13  661
松山　勇斗 (1)
ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳﾄ

志學館大      ・鹿児島 DNF

凡例（DNF:途中棄権）
 秩父宮賜杯第55回全日本大学駅伝対校選手権記念大会九州地区予選会
 
 場　  所:阿蘇市阿蘇農村運動公園「あぴか」

 審 判 長:西本　一也
 記録主任:内田　祐紀哉
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