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【 番 組 編 成 リ ス ト 】
2022年　第５回佐賀長距離記録会兼第1回九州実業団陸上競技連盟長距離記録会 審 判 長:田中　修司

記録主任:小城　典隆
主　催:佐賀市陸上競技協会 招集所審判長:
主　管:一般財団法人佐賀陸上競技協会
場　所:SAGAｽﾀｼﾞｱﾑ/Saga Stadium
****************************************************************
* 男子実業団 １００００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ *
****************************************************************
日 時: 2022年11月12日 コール完了:18時15分 開始:18時30分
測定区分:01-電計0.01秒 ( 2組 )

ORD No. 氏 名 所属団体名 資格記録
---- ----- -------------------- ---------------------------- ----------

第 1組 37人

1 104 伊東　颯汰(08) 九電工
ｲﾄｳ ｿｳﾀ

2 133 今井　正人(04) ﾄﾖﾀ自動車九州
ｲﾏｲ ﾏｻﾄ

3 220 山口　武(08) 西鉄
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾙ

4 90 吉里　駿(08) 九電工
ﾖｼｻﾞﾄ ｼｭﾝ

5 37 三代　和弥(09) 戸上電機製作所
ﾐｼﾛ ｶｽﾞﾔ

6 127 坂本　大志(06) ﾄﾖﾀ自動車九州
ｻｶﾓﾄ ﾀｲｼ

7 31 金丸　逸樹(07) 戸上電機製作所
ｶﾅﾏﾙ ｲﾂｷ

8 188 小田部　真也(09) 黒崎播磨
ｺﾀﾍﾞ ｼﾝﾔ

9 189 吉元　真司(00) 黒崎播磨
ﾖｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

10 142 志水　佑守(09) ﾄﾖﾀ自動車九州
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾏ

11 224 山瀬　大成(07) 安川電機
ﾔﾏｾ ﾀｲｾｲ

12 237 鈴木　雄太(08) 安川電機
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ

13 232 江口　大雅(08) 安川電機
ｴｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ

14 214 津田　将希(00) 西鉄
ﾂﾀﾞ ﾏｻｷ

15 50 栗原　卓也(08) 三菱重工
ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾔ

16 51 上村　直也(09) ひらまつ病院
ｶﾐﾑﾗ ﾅｵﾔ

17 3 渡邊　太陽(03) 戸上電機製作所
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾖｳ

18 139 河野　琉威(02) ﾄﾖﾀ自動車九州
ｶﾜﾉ ﾘｭｳｲ

19 195 田村　友伸(01) 黒崎播磨
ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾉﾌﾞ

20 42 関口　海月(05) ひらまつ病院
ｾｷｸﾞﾁ ﾐﾂﾞｷ

21 52 太田黒　卓(06) ひらまつ病院
ｵｵﾀｸﾞﾛ ｽｸﾞﾙ

22 46 雲井　崚太(08) ひらまつ病院
ｸﾓｲ ﾘｮｳﾀ

23 191 中島　阿廉(02) 黒崎播磨
ﾅｶｼﾏ ｱﾚﾝ

24 226 山口　晟弥(06) 安川電機
ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲﾔ

25 196 河田　健太郎(07) 黒崎播磨
ｶﾜﾀ ｹﾝﾀﾛｳ

26 41 松本　凜太郎(07) ひらまつ病院
ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ

27 194 中村　駿吾(00) 黒崎播磨
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ

28 47 片山　拓海(08) ひらまつ病院
ｶﾀﾔﾏ ﾀｸﾐ

29 48 飯野　汰一(06) ひらまつ病院
ｲｲﾉ ﾀｲﾁ

30 24 藤田　啓生(05) ひらまつ病院
ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾅﾘ

31 45 朝長　拓也(08) ひらまつ病院
ﾄﾓﾅｶﾞ ﾀｸﾔ

32 40 小林　史弥(07) ひらまつ病院
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ

33 239 新郷　幸聖(02) 安川電機
ｼﾝｺﾞｳ ｺｳｾｲ
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****************************************************************
* 男子実業団 １００００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ *
****************************************************************
日 時: 2022年11月12日 コール完了:18時15分 開始:18時30分
測定区分:01-電計0.01秒 ( 2組 )

ORD No. 氏 名 所属団体名 資格記録
---- ----- -------------------- ---------------------------- ----------
34 176 副島　孝輝(06) 鹿島市役所

ｿｴｼﾞﾏ ｺｳｷ
35 1107 中村　幸成(07) ＪＲ九州

ﾅｶﾑﾗ ｺｳｾｲ
36 15 田中　京太郎(08) 戸上電機RC

ﾀﾅｶ ｷｮｳﾀﾛｳ
37 90 ジョエル　ムァゥラ(0 黒崎播磨

ｼﾞｮｴﾙ ﾑｧｩﾗ
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****************************************************************
* 男子実業団 １００００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ *
****************************************************************
日 時: 2022年11月12日 コール完了:18時15分 開始:18時30分
測定区分:01-電計0.01秒 ( 2組 )

ORD No. 氏 名 所属団体名 資格記録
---- ----- -------------------- ---------------------------- ----------

第 2組 33人

1 91 東　遊馬(05) 九電工
ﾋｶﾞｼ ﾕｳﾏ

2 83 福本　真大(07) 九電工
ﾌｸﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ

3 126 今井　篤弥(07) ﾄﾖﾀ自動車九州
ｲﾏｲ ｱﾂﾔ

4 34 ワークナー　デレセ(0 ひらまつ病院
ﾜｰｸﾅｰ ﾃﾞﾚｾ

5 2029 今井　崇人(06) 旭化成
ｲﾏｲ ﾀｶﾄ

6 225 加藤　風磨(06) 安川電機
ｶﾄｳ ﾌｳﾏ

7 136 山口　賢助(09) ﾄﾖﾀ自動車九州
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｽｹ

8 242 WELDE　TUFA(09) 安川電機
ﾜﾙﾃﾞ ﾂﾌｧ

9 82 大塚　祥平(04) 九電工
ｵｵﾂｶ ｼｮｳﾍｲ

10 62 吉岡　遼人(08) 三菱重工
ﾖｼｵｶ ﾘｮｳﾄ

11 112 木付　琳(09) 九電工
ｷﾂｷ ﾘﾝ

12 47 江島　崚太(06) 三菱重工
ｴｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ

13 219 甲斐　翔太(01) 西鉄
ｶｲ ｼｮｳﾀ

14 39 上田　結也(07) ひらまつ病院
ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾔ

15 54 定方　俊樹(02) 三菱重工
ｻﾀﾞｶﾀ ﾄｼｷ

16 235 岡田　浩平(09) 安川電機
ｵｶﾀﾞ ｺｳﾍｲ

17 103 吉岡　智輝(09) 九電工
ﾖｼｵｶ ﾄﾓｷ

18 63 吉田　裕晟(05) 三菱重工
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｾｲ

19 60 目良　隼人(02) 三菱重工
ﾒﾗ ﾊﾔﾄ

20 36 岩室　天輝(09) 戸上電機製作所
ｲﾜﾑﾛ ﾀｶｷ

21 140 牧瀬　圭斗(09) ﾄﾖﾀ自動車九州
ﾏｷｾ ｹｲﾄ

22 57 松倉　唯斗(09) 三菱重工
ﾏﾂｸﾗ ﾕｲﾄ

23 2011 齋藤　椋(08) 旭化成
ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ

24 137 大津　顕杜(01) ﾄﾖﾀ自動車九州
ｵｵﾂ ｹﾝﾄ

25 217 河東　寛大(08) 西鉄
ｶﾜﾋｶﾞｼ ｶﾝﾀﾞｲ

26 215 吉冨　裕太(09) 西鉄
ﾖｼﾄﾐ ﾕｳﾀ

27 53 近藤　亮太(09) 三菱重工
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ

28 33 北村　宙夢(05) 戸上電機製作所
ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛﾑ

29 30 大坪　桂一郎(07) 戸上電機製作所
ｵｵﾂﾎﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ

30 184 長倉　奨美(09) 黒崎播磨
ﾅｶﾞｸﾗ ﾏｻﾐ

31 193 中村　優吾(00) 黒崎播磨
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺﾞ

32 19 吉山　侑佑(00) 戸上電機製作所
ﾖｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ

33 90 クレオファス　カンデ 三菱重工
ｸﾚｵﾌｧｽ ｶﾝﾃﾞｨｴ


