
■主催／九州実業団陸上競技連盟　毎日新聞社 ■共催／北九州市 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■運営協力／（一財）福岡陸上競技協会 ■後援／RKB毎日放送、ｽﾎﾟｰﾂﾆｯﾎﾟﾝ新聞社、北九州市教育委員会
■日　時／2022年11月3日（木・祝）午前  9時00分スタート ■特別協賛／㈱富士通ゼネラル

■コース／本城陸上競技場～若松周回ｺ-ｽ～本城陸上競技場（7区間／80.2km）

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

12.9km 7.0km 10.9km 9.5km 13.0km 10.9km 16.0km

1 旭化成A 西村　功 村山 謙太 　　　キプランガット 　　
　　デービス

市田 孝 茂木 圭次郎 今井 崇人 鈴木 聖人 土方 英和 市田 宏 大六野 秀畝 山本 修二 相澤 晃 藤木 宏太

2 三菱重工 黒木  純 定方 俊樹 クレオファス カンディエ 的野 遼大 近藤 亮太 林田 洋翔 目良 隼人 井上 大仁 吉岡 遼人

3 黒崎播磨 澁谷　明憲 田村 友佑 ジョエル ムァゥラ 土井 大輔 田村 友伸 細谷 恭平 長倉 奨美 中村 優吾 坪内 淳一 吉元 真司 中村 駿吾

4 九電工 片渕　博文 中村 信一郎 ベナード コエチ 窪田 忍 堀尾 謙介 住吉 秀昭 赤﨑 暁 大塚 祥平 舟津 彰馬 福本 真大 安田 共貴 吉里 駿 吉岡 智輝

5 ﾄﾖﾀ自動車九州 森下　広一 横田 玖磨
　　アントニー 　　　　

　マイナ
牧瀬 圭斗 右田 綺羅 改木 悠真 今井 篤弥 大津 顕杜 藤曲 寛人 大城 義己

6 安川電機 山頭  直樹 北島 寿典 ワルデ ツファ 岡田 浩平 江口 大雅 大畑 和真 鈴木 雄太 古賀 淳紫 加藤 風磨 山瀬 大成 新郷 幸聖 合田 椋

7 西鉄 有隅　剛志 甲斐 翔太 ニクソン レシア 河東 寛大 久保 和馬 津田 将希 吉冨 裕太 山口 武 大保 海士 東 森拓 古賀 裕樹 和田 照也

8 戸上電機製作所 差形　大輔 大坪 桂一郎 サイモン カリウキ 北村 宙夢 吉山 侑佑 金丸 逸樹 渡邊 太陽 三代 和弥 山根 昂希 岩室 天輝 西野 湧人 上田 大樹 平 敏治

9 ひらまつ病院 中島　泰伸 梶原 有高
　　　イェネブロ　　　

　　 ビヤゼン
上田 結也 上村 直也 太田黒 卓 片山 拓海 我那覇 和真 飯野 汰一 雲井 崚太 松本 凜太郎 小林 史弥

10 ＪＲ九州 欠場

11 京セラ鹿児島 松元　勝郎 永谷 勇介 中村 六田 牛島 涼 石井 凌 徳田 真皐希 中橋 信人 米藏 亮 中村 高洋 竹下 慎太郎 下玉利 祐志 津留見 星陽 吉留 悠介

12 日置市役所 小園　秀作 三垣 貴史 市来原 潤 出木場 風吹 徳永 涼人 川口 竜也 外山 雅之 飛松 佑輔 別府 魁人 松原 弘輝

13 大分選抜 溝口　誠志 中村 雄人 田邊 篤 佐藤 黎治 後藤 航大 三笘 天義 穴井 雄大 財前 大志 渡辺 智也 吉田 祐太朗 桑原 良輝 安部 翼 三嶋 晃宏

14 国分自衛隊 廣原　光弘 末満 博也 池田 智史 福脇 昭也 豊蔵 規久 奥平 仁 新牛込 崇史 狩集 凌 立元 翔悟 加覧 昌也 今井 太陽 大重 拓海

15 旭化成延岡 須田　雄也 河北 竜治 平田 龍輝 田邉 雄也 関 穂嵩 牧野 光留 姫田 賢希 山本 翔大 辻 卓史 鈴木 隆市 小川 俊也

16 IBUSUKI.R.B 安西　秀幸 吉村 大輝 橋口 俊彦 平嶺 美浩 髙田 真樹 橋本 将志 末吉 祐太 前田 伯 吉鶴 実 轟木 太郎

17 佐賀陸協選抜 福田　正宏 副島 孝輝 出雲 一真 田中 京太郎 上田 翔斗 松本 隆佑 三原 叶雅 溝田 槙悟 森下 義仁 下田 貴志 川﨑 貴裕 池田 祐樹 嘉村 大悟

18 旭化成B 欠場

19 実業団混成ﾁｰﾑA 綾部　健二 志水 佑守 　マゴマ ベヌエル　　　
　モゲニ

河野 琉威 荻野 太成 齋藤 椋 山口 賢助 今井　正人

20 実業団混成ﾁｰﾑB 綾部　健二 松倉 唯斗
ｷﾌﾟﾗｶﾞｯﾄ ｴﾏﾇｴﾙ 

ｺﾘﾙ
江島 崚太 栗原 卓也 吉田 裕晟 小田部 真也 中島 阿廉

21 実業団混成ﾁｰﾑC 綾部　健二 木付　琳 東　遊馬 伊東　颯汰 山口 晟弥 吉岡　智輝 岩室　天輝 安田　共貴

チーム名 監督名 補　　欠番号

第59回 九州実業団毎日駅伝大会
【 ｵｰﾀﾞｰ表 】


