
〇出場選手一覧

ナンバーカード 氏　名 所属陸協 登録クラブ名
1 松尾　良一 宮崎 旭化成
2 村山　謙太 宮崎 旭化成
3 仲村　尚毅 宮崎 旭化成
4 國司　寛人 宮崎 旭化成
5 江島　崚太 長崎 三菱重工
6 雲井　崚太 佐賀 ひらまつ病院
7 吉田　裕晟 長崎 三菱重工
8 吉岡　智輝 福岡 九電工
9 山口　和也 広島 中国電力
10 相馬　崇史 徳島 大塚製薬
31 吉田　悠良 宮城 創価大学
52 奥野　翔弥 福岡 トヨタ自動車九州
53 志水　佑守 福岡 トヨタ自動車九州
54 渡邊　太陽 佐賀 戸上電機製作所
55 山本　修二 宮崎 旭化成
58 中間 茂雄 福島 水ラン
59 松岡 憲知 茨城 茨城陸協
60 松浦 裕幸 埼玉 ＴＥＡＭ　Ｒ×Ｌ+
61 田中 翔 千葉 RUNWEB
62 住田 勇樹 千葉 千葉陸協
63 山寺 毅宏 東京 Harriers
64 井上 靖数 東京 Ｔ・Ｔ－ＡＣ
65 江本 陽 東京 T・T-AC
66 柿沼 真一 東京 Team Okojo
67 永山 誉隆 東京 Team Okojo
68 濱端 一範 東京 Ｔｅａｍ　Ｏｋｏｊｏ
69 鶴田 智久 東京 TeamMxK
70 野本 大貴 東京 TeamMxK
71 松岡 茂樹 東京 アトミクラブ
72 黒川 真道 東京 東京陸上競技協会
73 池内 喜郎 東京 ポポロAC
74 茅根 靖典 東京 一橋陸上競技倶楽部
75 大沼 慎也 東京 慶大陸上同好会
76 坂 秀雄 東京 三鷹市陸上競技協会
77 鈴木 諭 東京 町田市陸上競技協会
78 寺内 康明 東京 東京都庁
79 駒形 知之 東京 東京陸協
80 櫻田 将 東京 東京陸協
81 原田 甲一 東京 東京陸協
82 森 高志 東京 東京陸協
83 宮西 淳 東京 東京陸上競技会



ナンバーカード 氏　名 所属陸協 登録クラブ名
84 岩越 隆美 東京 東京陸上競技協会
85 加藤 好吉 東京 東京陸上競技協会
86 五藤 一馬 東京 東京陸上競技協会
87 清水 明彦 東京 東京陸上競技協会
88 武市 忠司 東京 東京陸上競技協会
89 宗石 和久 東京 東京陸上競技協会
90 村上 勇太 東京 東京陸上競技協会
91 山田 聖之 東京 東京陸上競技協会
92 山田 航 東京 東京陸上競技協会
93 山本 克彦 東京 東京陸上競技協会
94 小堀 光 東京 樂走組
95 中家 和宏 東京 樂走組
96 高橋 豊 神奈川 湘南スターズ
97 菅野 啓一 神奈川 川崎市陸上競技協会
98 亀山 幸太郎 石川 石川マスターズ
100 西澤 悟志 長野 山二発條
101 大澤 純一 愛知 クラブR2中日本
102 黒木 亮太 愛知 クラブR2中日本
103 古田 光寛 愛知 クラブR2中日本
104 市原 利希也 愛知 創価大学
105 南 典孝 大阪 あすリードＲＣ大阪
106 石井 正之 大阪 クラブR2西日本
107 豊田 真人 大阪 クラブR2西日本
108 志村 健太 大阪 創価大学
109 飯島 健太郎 大阪 大阪陸協
110 木下 健次 大阪 大阪陸協
111 藤元 崇裕 大阪 大道アスリートクラブ
112 近森 明 兵庫 川西市陸上競技協会
113 廣田 大輔 奈良 奈良陸協
114 金田 仁秀 広島 トップギア広島
115 河根 翔平 広島 東広島市陸協
116 大下 昌志 山口 TEAM VIVA!
117 長井 隆俊 山口 下関走ろう会
118 宮田 浩文 山口 山口陸協
119 田村 雅一 山口 防府市陸上競技協会
120 鷲崎 真一郎 山口 防府市陸上競技協会
121 森賀 信行 愛媛 今治クラブ
122 松藤 隆文 福岡 CLUTCH
123 古賀 則幸 福岡 RUNLIFE
124 家田 誠 福岡 クラブＲ２九州
125 小林 周平 福岡 クラブＲ２九州
126 佐野 理 福岡 クラブＲ２九州
127 長友 正和 福岡 クラブＲ２九州



ナンバーカード 氏　名 所属陸協 登録クラブ名
128 森山 勇二 福岡 クラブＲ２九州
129 山本 真也 福岡 クラブＲ２九州
130 長澤 泰輔 福岡 まどかRC
131 田中 勝己 福岡 ミリカＡＣ
132 井上 哲一 福岡 苅田与原RC
133 堀尾 勇 福岡 脚膝倶楽部
134 相川 崇 福岡 久留米サブトラック
135 辻 守之 福岡 大牟田市陸上競技会
136 山下 博之 福岡 大牟田市陸上競技協会
137 飯田 尚弥 福岡 博多陸友会
138 宮部 興一郎 福岡 福岡市役所
139 浅田 和美 福岡 福岡陸協
140 江藤 光 福岡 福岡陸協
141 勝野 博史 福岡 福岡陸協
142 木下 聡 福岡 福岡陸協
143 佐藤 佳樹 福岡 福岡陸協
144 田中 耕太郎 福岡 福岡陸協
145 冨高 一成 福岡 福岡陸協
146 楢山 哲也 福岡 福岡陸協
147 森 誠司 福岡 福岡陸協
148 森山 光 福岡 福岡陸協
149 青柳 哲也 福岡 福岡陸上競技協会
150 日下部 俊一 福岡 福岡陸上競技協会
151 島田 義三 福岡 福岡陸上競技協会
152 服部 秀弘 福岡 福岡陸上競技協会
153 馬場 伸孝 福岡 福岡陸上競技協会
154 箕田 亨 福岡 福岡陸上競技協会
155 村上 修二 福岡 福岡陸上競技協会
156 脇山 剛 福岡 福岡陸上競技協会
158 森 良輝 佐賀 ガレットAC
159 山津 信幸 佐賀 ガレットＡＣ
160 下平 悠貴 佐賀 ガレットアスリート
161 伊藤 瑞記 長崎 MRC SASEBO
162 坂本 幸雄 長崎 大村市陸上競技協会
163 川内 啓明 長崎 長崎市陸協
164 阿部 真也 長崎 長崎市陸上競技協会
165 福田 大輔 長崎 長崎市陸上競技協会
166 吉村 裕幸 熊本 FORMULA  K
167 田中 亨 熊本 JNC
168 中川 有紀 熊本 Rise熊本RC
169 江頭 大輔 熊本 熊本
170 竹野 公敏 熊本 熊本県庁
171 三好 英海渡 熊本 熊本陸協



ナンバーカード 氏　名 所属陸協 登録クラブ名
172 上野 宏 熊本 熊本陸上競技協会
173 大橋 亮介 熊本 熊本陸上競技協会
174 鬼塚 誠 熊本 熊本陸上競技協会
175 大野 高洋 大分 ランニングチーム別府
176 江藤 輝幸 大分 輝ＡＣ
177 黒石 勇次 大分 杵築市陸協
178 岩本 孝信 大分 国東市
179 小野 千里 大分 大分陸上競技協会
180 足立 栄介 大分 大分ＵＭＣ
181 河津宣昌 大分 大分マスターズ
182 佐藤 正幸 大分 大分県庁
183 後藤 和則 大分 大分自動車学校
185 小野 竜一 大分 大分陸協
186 古場 大樹 大分 大分陸協
187 田嶋 昭彦 大分 大分陸協
188 米津 弘文 大分 大分陸協
189 梅徳 賢一郎 大分 大分陸上競技協会
192 嶋津 賢士 大分 大分陸上競技協会
193 得丸 康太郎 大分 大分陸上競技協会
194 中島 裕史 大分 大分陸上競技協会
195 野崎 征一郎 大分 大分陸上競技協会
196 花田 浩毅 大分 大分陸上競技協会
197 福永 眞治 大分 大分陸上競技協会
199 山口 信彦 大分 大分陸上競技協会
200 工藤 英信 大分 竹田市陸協
201 中原 義浩 大分 中津市陸協
202 山本 剛 大分 別府マラソンクラブ
203 三浦 寛士 大分 豊後大野市陸協
204 中原 諒也 宮崎 BNC
205 椎 靖貴 宮崎 BNC アスリーツ
206 林 大助 宮崎 BNC アスリーツ
207 福﨑 崇宏 宮崎 BNC アスリーツ
208 阿部 正克 宮崎 BNCアスリーツ
209 大迫 涼司 宮崎 BNCアスリーツ
210 栫 静 宮崎 BNCアスリーツ
211 蒲生 英樹 宮崎 BNCアスリーツ
212 杉本 学 宮崎 KIRISHIMA
213 大友 直樹 宮崎 TMCアスリーツ
214 藍 陽介 宮崎 UF
215 荒川 雅文 宮崎 UF
216 石村 真 宮崎 UF
217 徳丸 岳 宮崎 ＵＦ
218 中武 憲秀 宮崎 UF



ナンバーカード 氏　名 所属陸協 登録クラブ名
219 吉田 浩二 宮崎 UF
220 鈴木 隆市 宮崎 旭化成延岡
221 関 穂嵩 宮崎 旭化成延岡
222 田邉 雄也 宮崎 旭化成延岡
223 辻 卓史 宮崎 旭化成延岡
224 姫田 賢希 宮崎 旭化成延岡
225 岩﨑 義明 宮崎 延岡JAC
226 稲田 保 宮崎 延岡マラソンクラブ
227 甲斐 旭 宮崎 延岡マラソンクラブ
228 一万田 紘人 宮崎 延岡マラソンクラブ
229 河野 文憲 宮崎 延岡マラソンクラブ
230 近藤 眞史 宮崎 延岡マラソンクラブ
231 橋本 涼平 宮崎 延岡マラソンクラブ
232 三森 達也 宮崎 延岡マラソンクラブ
233 元村 祐太 宮崎 延岡マラソンクラブ
234 渡邉 宏樹 宮崎 延岡マラソンクラブ
235 松田 福義 宮崎 延岡市役所RC
236 川本 真也 宮崎 延岡市役所ランニング
237 梅田 政裕 宮崎 延岡市陸協
238 河野 源 宮崎 延岡市陸協
239 黒木 俊輔 宮崎 延岡市陸協
240 谷口 善康 宮崎 延岡市陸協
241 長友 隆生 宮崎 延岡市陸協
242 緒方 善弘 宮崎 延岡市陸上競技協会
243 小田 幸紀 宮崎 延岡市陸上競技協会
244 甲斐 英三 宮崎 延岡市陸上競技協会
245 甲斐 重貴 宮崎 延岡市陸上競技協会
246 木原 誠 宮崎 延岡市陸上競技協会
247 長友 正義 宮崎 延岡市陸上競技協会
248 渡辺英次 宮崎 延岡市陸上競技協会
249 清武 悠太 宮崎 久峰ナイトラン
250 小寺 陽一 宮崎 久峰ナイトラン
251 坂井 裕則 宮崎 久峰ナイトラン
252 長友 保雄 宮崎 久峰ナイトラン
253 日吉 亮太 宮崎 久峰ナイトラン
254 上野 裕樹 宮崎 宮崎マスターズ
255 佐々木 真司 宮崎 宮崎マスターズ陸上
256 岡元 秀之 宮崎 宮崎県庁
257 田村 真一 宮崎 宮崎県庁
258 橋本 季士郎 宮崎 宮崎県庁
259 矢野 康行 宮崎 宮崎県庁
260 若松 俊信 宮崎 宮崎県庁
261 岩佐 宏登 宮崎 宮崎県庁陸上部



ナンバーカード 氏　名 所属陸協 登録クラブ名
262 橋本 伸也 宮崎 宮崎県庁陸上部
263 堀本 俊孝 宮崎 宮崎県庁陸上部
264 阿部 信一 宮崎 宮崎市陸協
265 興梠 聡志 宮崎 宮崎市陸協
266 坂田 錦吾 宮崎 宮崎市陸協
267 西村 国博 宮崎 宮崎市陸協
268 原田 宗祐 宮崎 宮崎市陸協
269 松田 崇 宮崎 宮崎市陸協
270 峯本 清文 宮崎 宮崎市陸協
271 浮田 龍二 宮崎 宮崎市陸上競技協会
272 甲斐 敬二 宮崎 宮崎市陸上競技協会
273 木下 靖啓 宮崎 宮崎市陸上競技協会
274 長友 諭 宮崎 宮崎市陸上競技協会
275 松田 広一 宮崎 宮崎市陸上競技協会
276 柳田 洋一 宮崎 宮崎市陸上競技協会
277 甲斐 啓人 宮崎 宮崎陸協
278 川野 彰裕 宮崎 宮崎陸協
279 佐藤 孝亮 宮崎 宮崎陸協
280 柴田 勇人 宮崎 宮崎陸協
281 菅 嗣彦 宮崎 宮崎陸協
282 長倉 基樹 宮崎 宮崎陸協
283 中邨 順一 宮崎 宮崎陸協
284 西田 伸哉 宮崎 宮崎陸協
285 弓削 貴典 宮崎 宮崎陸協
286 由谷 謙児 宮崎 宮崎陸協
287 國土 知秀 宮崎 宮崎陸上競技会
288 池尻 巧 宮崎 宮崎陸上競技協会
289 後田 剛史郎 宮崎 宮崎陸上競技協会
290 重田 信之 宮崎 宮崎陸上競技協会
291 秦 友一朗 宮崎 宮崎陸上競技協会
292 田口 晃平 宮崎 宮崎陸上競技協会
293 知福 淳一 宮崎 宮崎陸上競技協会
294 西 圭字 宮崎 宮崎陸上競技協会
295 能勢 直弘 宮崎 宮崎陸上競技協会
296 藤田 幸志郎 宮崎 宮崎陸上競技協会
297 三宅 昭祥 宮崎 宮崎陸上競技協会
298 山口 昭宣 宮崎 宮崎陸上競技協会
299 和田 輝 宮崎 宮崎陸上競技協会
300 多良 久 宮崎 宮崎陸上競技協会
301 原 雄一郎 宮崎 児湯郡
302 鶴田 彬二 宮崎 児湯郡陸競
303 黒木 幸広 宮崎 児湯郡陸協
304 松葉 大樹 宮崎 児湯郡陸協



ナンバーカード 氏　名 所属陸協 登録クラブ名
305 河野 真史 宮崎 児湯郡陸上競技協会
306 杉本 憲亮 宮崎 西臼杵郡陸上競技協会
307 佐藤 敦士 宮崎 西都市陸協
308 畦地 貴斗 宮崎 青山学院大学
309 甲斐 治輝 宮崎 創価大学
310 佐藤 航希 宮崎 早稲田大学
311 小原 直登 宮崎 都城市陸上競技協会
312 辻 優希 宮崎 東海アスリート
313 石谷 公平 宮崎 日向市陸協
315 林田 真樹 宮崎 日向市陸協
316 水永 弘満 宮崎 日向市陸協
317 河野 秀樹 宮崎 日向市陸上競技協会
318 黒木 農夫男 宮崎 日向市陸上競技協会
319 椎葉 圭一 宮崎 日向市陸上競技協会
320 松井 隆治 宮崎 日向市陸上競技協会
321 谷口 貴則 宮崎 日南市陸協
322 大久保 誠 宮崎 北諸県郡陸上競技協会
323 山崎 大司朗 鹿児島 HArt.
324 勘場 基揮 鹿児島 SCC
325 森山 一郎 鹿児島 鹿児島狂犬夜走
326 末川 克博 鹿児島 鹿児島陸協
327 吉原 和彦 鹿児島 鹿児島陸協
328 江藤 大俊 鹿児島 鹿児島陸上競技協会
329 坂元 博哉 鹿児島 鹿児島陸上競技協会
330 角 和幸 鹿児島 鹿児島陸上競技協会
331 出水 修一 鹿児島 鹿児島陸上競技協会
332 濵﨑 泰博 鹿児島 鹿児島陸上競技協会
333 松比良 剛 鹿児島 鹿児島陸上競技協会
334 斎藤 一郎 沖縄 クラブR2沖縄
335 西川 朋秀 沖縄 琉球大学


