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審判長 稲津　喜英

第五日目 第62回県内一周大分合同駅伝競走大会　出走一覧
　　　　第５日目記録 １区 11.0km ２区 8.2km ３区 8.9km ４区 6.0km ５区 11.0km ６区 14.0km ７区 12.1km ８区 8.8km ９区 3.2km 10区 12.1km

豊後高田庁舎前 真玉･山田瓦工業前 香々地ｻﾝｳｴｽﾀﾝ前 富来小学校前 (再ｽﾀｰﾄ) →国東田深(林田食品前) 安岐･㈱テクノ前 杵築北浜 日出町役場前 別府・上人ヶ浜公園前 市営北浜温泉(ﾃﾙﾏｽ)前

→真玉･山田瓦工業前 →香々地ｻﾝｳｴｽﾀﾝ前 →道の駅くにみ前 →国東田深(林田食品前) →安岐･㈱テクノ前 →杵築北浜 →日出町役場前 →別府・上人ヶ浜公園前 →市営北浜温泉(ﾃﾙﾏｽ)前 →大分合同新聞社前

福田有馬(豊後高田市)伊藤 悟(大分市) 木村泰秀(宇佐市) 三浦寛士(豊後大野市)山田泰史(竹田市) 三浦寛士(大野郡) 畑山修生(大分市) 宮本剛志(大分市) 吉村陽子(由布市) 難波祐樹(大分市)

郡市名 61回 33′55″ 27回 25′30″ 40回 27′47″ 61回 19′03″ 61回 32′57″ 42回 41′37″ 54回 36′54″ 61回 27′47″ 61回 11′18″ 55回 37′05″

1 8 大分市 A1 15 関穂嵩 2 渡邊智也 6 倉野峻丞 20 関隆晴 16 米倉光祐 11 藤井雄大 3 宮本剛志 9 後藤大地 25 鹿内弥生 8 後藤航大

(日本文理大学) (大分市消防局) (大分市消防局) (大分県庁) (日本文理大学) (中央学院大学) (大分市消防局) (日本製鉄大分) (キャノンAC九州) (野上小・教)

2 13 竹田市 A2 1 志賀勇輝 16 吉野隆史 11 内田智稀 21 志賀直樹 13 佐藤俊輔 15 佐藤志鳳 5 倉野恭佑 6 吉良進 26 阿曽生友美 12 志賀太一

(夢咲縁) (竹田市消防本部) (九築工業) (竹田市役所) (東海大学) (日本製鉄大分) (駿河台大学) (竹田市役所) (大野川上流農業水利事業所) (中津南高・職)

3 14 豊後大野市 A3 14 白石晃平 6 大里忠督 5 浦松孝輝 19 三浦寛士 2 麻生樹 7 安藤貴信 1 首藤貴樹 13 土谷智紀 26 工藤佑華 8 三嶋晃宏

(創成エンジニアリング) (豊後大野市消防本部) (別府自衛隊) (三重町土地改良区) (創価大学) (北九州市立大学) (山梨学院大学) (日本文理大学) (日本製鉄大分) (豊後大野市役所)

4 15 日田市 A4 6 財津広樹 4 後藤和人 22 中島勝憲 20 伊藤竜一 14 三笘天義 12 田吹隆一 15 衛藤勇喜 17 大井貴雄 25 諌山茉由子 9 判田宏一

(日田市市民サービス公社) (東部中・教) (江田製材所) (日田市役所) (日本管財環境) (日田市役所) (中央発条工業) (湯布院自衛隊) (北九州市立大学) (自営業)

5 5 杵築市 A5 16 工藤達也 12 佐藤隆佑 13 佐藤稔英 20 阿部清伸 7 糸長建人 1 吉田祐太朗 5 桑原良輝 14 吉永真輝 26 岩尾愛子 4 吉川昌宏

(杵築市役所) (昭和電工) (杵築速見消防組合) (市農業委員会) (ｳｴﾙﾊｳｽしらさぎ) (杵築速見消防組合) (拓殖大学) (大分キヤノン) (大分農業文化公園) (JAフーズおおいた)

6 10 佐伯市 B1 1 小川尚人 10 岡田泰典 20 束木原次義 17 染矢雄二 6 清松拓真 8 木原雄大 14 宿野圭佑 5 清松翔真 27 盛田真知子 13 川下尚亮

(大和冷機工業) (ダイハツ九州) (ソニー生命) (第一博愛寮) (拓殖大学) (日本文理大学) (大分高専) (太平洋セメント) (みなみ保育園) (別府自衛隊)

7 2 豊後高田市 B2 9 尼子啓 13 高橋元陽 8 大畑祐樹 19 石元公明 1 成重諒 2 福田有馬 12 安藤雅也 4 岩尾始門 26 大江美咲 14 河野友彰

(豊後高田市役所) (菅組) (栗元石油) (九州瑞穂) (豊後高田市役所) (国士舘大学) (豊後高田市役所) (LEED-TEC) (関西大学) (大分県庁)

8 9 由布市 B3 3 山夲悠矢 4 手嶋純輝 11 三浦通 19 松林和幸 16 松岡太嗣 7 日野雅也 2 麻生勇介 1 工藤俊昌 26 仲道世莉奈 17 小手川大海

(大分大学) (大分大学) (湯布院自衛隊) (湯布院自衛隊) (スポーツデポ) (日野装飾) (城西大学) (工藤農園) (湯布院自衛隊) (住友化学)

9 7 国東市・東国東郡 B4 1 𠮷崎正行 4 徳丸大樹 11 矢野智也 20 岩本孝信 13 長木将斗 3 松岡涼真 14 有馬実輝哉 12 鹿島将大 27 平塚真菜 6 柿本友彦

(宮川仏壇) (野中エンタプライズ) (スガテック) (別府自衛隊) (九州大学・院) (拓殖大学) (福岡大学) (大分県庁) (佛教大学) (児玉病院)

10 4 別府市 B5 5 大野力 13 荒巻翼 12 三重野正道 18 河村剛 4 西大地 1 古賀顕典 14 河野拓実 21 平岡俊哉 26 大石美希 8 浦川良夢

(ドラッグストアモリ) (別府自衛隊) (木下医院) (別府自衛隊) (別府自衛隊) (アルソック福岡) (麗澤大学) (別府市役所) (別府大学短大部) (別府自衛隊)

11 12 臼杵市 B6 15 山本卓司 3 松下源記 6 秋田幸宏 16 渡辺陽介 5 梅津圭佑 14 児玉陸斗 11 大戸強平 20 久野高志 26 東美沙 7 児玉洋一郎

(臼杵市消防署) (大分大学) (野津中・教) (臼杵市消防署) (フンドーキン醤油) (拓殖大学) (戸高鉱業社) (フンドーキン醤油) (大泊郵便局) (臼杵市消防署)

12 16 玖珠郡 C1 12 富田賢也 13 衛藤雅浩 19 梅木清秀 17 麻生大輔 3 佐藤黎治 2 中村雄人 1 姫野直人 14 田中宏樹 27 浅野明 4 姫野明人

(玖珠自衛隊) (加藤病院) (玖珠自衛隊) (山の手中・教) (大分大学) (玖珠町役場) (玖珠自衛隊) (大分県警) (広島市立大学) (日鉄ビジネスサービス大分)

13 3 宇佐市 C2 14 後藤貴裕 17 橋本典尚 3 吉田圭吾 20 小野烈 6 矢野陽介 8 廣岡隆二 15 高藤夕揮 23 石田善彦 26 井本歩 16 木村泰秀

(TOTOファインセラミックス) (佐藤第一病院) (大分高専) (豊後高田郵便局) (九州総合スポーツカレッジ) (広美社) (海田市自衛隊) (吉野プラスチックス) (宇佐市役所) (日本製鉄大分)

14 6 速見郡 C3 6 東田竜弥 7 成松拓郎 17 近藤伸行 22 河野幸夫 2 寺田康平 4 阿部傑 11 鈴木聖矢 3 宮村直哉 25 平野ゆかり 13 宇都宮潤也

(湯布院自衛隊) (日出町教委) (アムコー・テクノロジー) (別府市役所) (翼リゾート) (杵築速見消防組合) (別府市役所) (公立学校共済組合) (主婦) (大分県庁)

15 1 中津市 C4 1 中嶋椎南 3 高倉靖広 17 平野優斗 21 元近啓之 6 川野邦彦 4 木暮歩夢 16 北野謙蔵 24 吉原裕智 26 大塚彩也香 10 塩内広祐

(北九州市立大学) (中津消防署) (ダイハツ九州) (中津消防署) (ダイハツ九州) (日本文理大学) (ダイハツ九州) (宇佐西部中・教) (九州総合スポーツカレッジ) (ダイハツ九州)

16 11 津久見市 C5 12 江藤寛知 19 草場真二 14 川野匠摩 18 田中秀貴 10 日下範樹 15 丸山雅裕 11 伊東顕太郎 4 寺岡功太郎 27 宇都宮伶菜 6 小手川寛弥

(長崎外国語大学) (日本製鉄大分) (九州総合スポーツカレッジ) (県立農業大学校・職) (日本製鉄大分) (日豊オノダ) (大分海運) (津久見市消防署) (津久見小・教) (中津東高・教)

速報サイト → ( http://www.oita-press.co.jp/ekiden) 下段は出走回数
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