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秩父宮賜杯第52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:清水　俊夫
記録主任:尾﨑　拓海

主　 催:九州学生陸上競技連盟
運営協力:久留米市陸上競技協会
場　 所:久留米総合スポーツセンター 陸上競技場
************************************************************************************************************************
* 秩父宮賜杯第52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 2:01:20.77 日本文理大 3 14:42.21 847 山田　泰史 (4 ) 日本文理大 ・大　分
ﾆｯﾎﾟﾝﾌﾞﾝﾘﾀﾞｲｶﾞｸ 4 14:45.82 848 米倉　光祐 (4 ) 日本文理大 ・大　分

6 14:53.02 846 森口　翔平 (4 ) 日本文理大 ・大　分
1 15:07.08 868 木原　雄大 (2) 日本文理大 ・大　分
2 15:16.30 841 関　穂高 (4) 日本文理大 ・大　分
1 15:18.34 875 上原　健太郎 (2) 日本文理大 ・大　分
4 15:36.22 838 遠藤　那央 (4) 日本文理大 ・大　分
8 15:41.78 863 久冨　大嗣 (2) 日本文理大 ・大　分

2 2:02:58.97 福岡大 7 14:57.47 622 宮﨑 魁舟 (1) 福岡大 ・大　分
ﾌｸｵｶﾀﾞｲｶﾞｸ 8 14:59.83 621 花谷 そら (1) 福岡大 ・山　口

3 15:19.80 593 小池　明生 (5) 福岡大 ・大　阪
2 15:22.56 607 岡田　樹 (2) 福岡大 ・愛　媛
10 15:23.22 597 城戸　栄輝 (4) 福岡大 ・福　岡
12 15:34.24 603 吉野　絵 (3) 福岡大 ・佐　賀
7 15:37.67 604 道津　新太 (3) 福岡大 ・長　崎
7 15:44.18 606 玖保　克弥 (2) 福岡大 ・広　島

3 2:03:51.71 九州大 1 14:24.43 440 古川　大晃 (M2) 九州大 ・熊　本
ｷｭｳｼｭｳﾀﾞｲｶﾞｸ 2 14:36.02 420 吉岡　龍一 (4) 九州大 ・山　口

4 15:20.90 405 田中　飛貴 (4) 九州大 ・福　岡
5 15:23.21 410 古田　龍嗣 (2) 九州大 ・兵　庫
13 15:41.25 414 白神　優作 (3) 九州大 ・大　分
13 16:01.71 407 千々松　皇陽 (2) 九州大 ・山　口
10 16:04.67 429 今村　友彰 (3) 九州大 ・福　岡
15 16:19.52 748 長木　将斗 (M2) 九州大 ・大　分

4 2:04:01.79 第一工業大 5 14:49.91 671 大西　豪 (4) 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 9 15:12.49 685 谷口　一希 (1) 第一工業大 ・鹿児島

11 15:26.63 680 前原　匠 (2) 第一工業大 ・鹿児島
3 15:28.49 676 村島　蒼太 (3) 第一工業大 ・長　崎
9 15:42.63 665 新井　凌太 (4) 第一工業大 ・長　崎
6 15:43.65 960 柏信　颯斗 (1) 第一工業大 ・長　崎
8 15:48.73 674 大野　海斗 (3) 第一工業大 ・鹿児島
10 15:49.26 686 金丸　翔星 (1) 第一工業大 ・鹿児島

5 2:11:55.44 長崎国際大 6 15:31.75 792 森崎　将尋 (1) 長崎国際大 ・長　崎
ﾅｶﾞｻｷｺｸｻｲﾀﾞｲｶﾞｸ 14 15:47.39 775 朝長　拓也 (4) 長崎国際大 ・長　崎

16 16:25.44 779 入江　龍 (3) 長崎国際大 ・長　崎
16 16:26.16 776 廣瀬　航 (4) 長崎国際大 ・長　崎
12 16:36.12 787 中尾　友哉 (2) 長崎国際大 ・長　崎
13 16:43.20 786 白井　大稀 (2) 長崎国際大 ・長　崎
17 16:45.81 789 日髙　健仁 (2) 長崎国際大 ・長　崎
17 17:39.57 777 坊上　慶隆 (4) 長崎国際大 ・長　崎


