
第34回大分県クラブ対抗駅伝競走大会
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区分 No チーム名 監督 １区 ２区 ３区 ４区 ５区 補欠１ 補欠２ 補欠３ 運営委員１ 運営委員２

1 サニーハイツＡ(文理大) 石橋　　修 有林　龍生 今満　樹利 安永　彬人 吉村　健一 渡辺　慎也 白川　智也

2 第一くれない荘(文理大) 山田　泰史 久富　大嗣 山口　大地 一瀬　雅人 田崎二千翔 副島　将平 井出　大成

3 ＦishingＭastars（文理大） 石橋　　修 山﨑　将平 北原　隆慎 薬師寺典亮 手嶋壮一郎 宮原　直大

4 第二くれない荘(文理大) 山田　泰史 松田涼太郎 遠藤　那央 米倉　光祐 松原　善英 末𠮷　左京

5 第三くれない荘(文理大) 石橋　　修 森口　翔平 扇　　晃平 今冨　史也 木原　雄大 下郡　潤平

6 日本製鉄大分製鉄所 草場　真二 日下　範樹 矢野　智也 後藤　大地 齊藤　うた 木村　泰秀 岡田　圭司 田嶋　昭彦

7 大分県庁陸上部 小野　純一 足立　裕紀 佐藤　正幸 添田　宏和 板清　淳一 姫嶋　達也 小野　純一 有馬　義信

8 ダイハツ九州Ａ 橋本　圭司 川野　邦彦 後藤　智晃 塩内　広祐 友松　真吾 亀安　勇斗 北野　謙蔵

9 ダイハツ九州Ｂ 橋本　圭司 山口　高明 阿南　諒磨 弓場　大輝 平野　優斗 本川　雄二 北野　謙蔵

10 大分大学 玉江　和義 池田　寛人 山崎　桜生 今須　　翔 安東　孝郎 手嶋　純輝

11 城島高原陸上競技部 杉﨑　浩二 山本　祐希 山本　　剛 山本　滉太 杉﨑　浩二 中村　大海

12 中津東Ａ 小手川寛弥 木部　翔太 小手川寛弥 成松　星流 篠原　和磨 下田　智晴

13 竹田市陸協Ａ 髙橋孝一郎 志賀　勇輝 倉原　　郁 佐藤　志鳳 佐田　修一 吉野　　空 志賀　直樹 渡邉　陽介

14 竹田市陸協Ｂ 髙橋孝一郎 志賀　太一 野仲　勝彦 佐藤　雄太 甲斐　正寿 内田　智稀 志賀　直樹 渡邉　陽介

15 竹田市陸協Ｃ 髙橋孝一郎 志賀　祥一 冨松　南那 河野　唯士 吉川　　誠 吉野　隆史 志賀　直樹 渡邉　陽介

16 竹田市陸協Ｄ 髙橋孝一郎 志賀　　篤 阿曽生友美 吉良　　進 後藤　哲美 三辻　成春 志賀　直樹 渡邉　陽介

17 豊後大野市Ａ 神志那浩治 土谷　智紀 野村　友伸 白石　晃平 後藤　秀文 加藤　大智 三嶋　晃宏 小野　千里

18 豊後大野市Ｂ 神志那浩治 三浦　寛士 藤田　光明 後藤　佳希 小高　宏之 浦松　孝輝 三嶋　晃宏 小野　千里

19 宇佐市陸上競技協会Ａ 渡瀬　修一 矢野　陽介 隈田　祐介 石田　善彦 今野　剛志 安部　　暢 木之下翔太

20 宇佐市陸上競技協会Ｂ 渡瀬　修一 廣岡　隆二 井本　　歩 小野　　烈 渡瀬　修一 後藤　貴裕

21 臼杵市Ａ 伊東　貞一 梅津　圭佑 児玉洋一郎 山本　卓司 秋田　幸宏 大戸　強平 伊東　貞一 渡辺　陽介

22 臼杵市Ｂ 伊東　貞一 久野　高志 三浦　和也 松下　源記 平川　幸彦 渡辺　陽介 伊東　貞一 小松　英樹

23 玖珠郡Ａ 姫野　昭彦 後藤　航大 姫野　直人 佐藤　黎治 衛藤　雅浩 中村　雄人

24 玖珠郡Ｂ 姫野　昭彦 佐藤　勝人 森　浩二郎 梅木　清秀 澤村　勝也 小野　誠介

25 玖珠郡Ｃ 姫野　昭彦 佐藤　寿樹 田島　　丈 麻生　大輔 田中幸志郎 高森　達弥

26 由布市陸協Ａ 溝口　誠志 日野　雅也 柴田　恭兵 松岡　太嗣 梅野　理久 山夲　悠矢 山下　直宏 甲斐田修一 槌田　雄一 甲斐田修一

27 由布市陸協Ｂ 溝口　誠志 小手川大海 三浦　　通 松林　和幸 安西  佑騎　 工藤　俊昌 山下　直宏 甲斐田修一 槌田　雄一 甲斐田修一

28 津久見市 田中　秀貴 丸山　雅裕 石井　修三 田中　秀貴 石川　章一 上田　忠弥 林　　昌輝 大西　俊介

29 くにさきＡ 松崎　寿彦 松本　有起 吉崎　正行 柿本　友彦 古達　駿也 一丸　泰広 安部　佳祐 吉武佑太郎

30 くにさきＢ 松崎　寿彦 鹿島　将大 堂園　一徹 徳丸　大樹 佐藤　秀樹 清和　大貴 永畑　　正 松崎　寿彦

31 日田市陸協Ａ 遠坂　洋行 穴井　雄大 長尾　貴幸 後藤　和人 高倉　健一 財津　広樹 竹谷　真人

32 日田市陸協Ｂ 江田　重寿 三笘　天義 川原　幸治 大井　貴夫 中島　勝憲 衛藤　勇喜 米本　和馬

33 中津市陸協 戸曽　正博 木暮　歩夢 長尾　淳平 奥西　瑞希 高倉　靖広 中原　義浩 恩塚　誠斗

34 豊後高田市Ａ 中島　純一 河野　友彰 岩尾　始門 安藤　雅也 栗　　誠哉 成重　　諒 石元　公明 日浦　　誠

35 豊後高田市Ｂ 西田　巨樹 尼子　　啓 小池　悠介 高橋　元陽 川野　将希 西田　巨樹 藤重　博明 有馬　義信

36 杵築市陸協Ａ 麻生　健一 佐藤　隆佑 佐藤　稔英 吉川　昌宏 高司　悠佑 糸長　建人 糸長　建人

37 杵築市陸協Ｂ 麻生　健一 工藤　達也 阿部　清伸 吉永　真輝 麻生　健一
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38 杵築市陸協Ｃ 麻生　健一 平野　勇太 河野　雅也 宇都宮琉太 中野　真希

39 大分市Ａ 吉田　　研 宮本　剛志 橋本　裕太 十川　裕次 田中　大地 重田　一成 吉田　　研

40 大分市Ｂ 吉田　　研 久保　壮大 町野　　宏 平田　洋一 橋口　靖則 金沢　　健 小手川忠嗣

41 別府自衛隊 蒲生　健児 浦川　良夢 大鍛冶秀優 森　辰之助 藤本　裕也 西　　大地 大原　将隆 後藤　太志

42 第４２即応機動連隊Ａ 西坂　真悟 園田　勝貴 櫻井　翔吾 福田　　渉 永山　　拓 吉田　　大 渡邊　友郎

43 第４２即応機動連隊Ｂ 西坂　真悟 桑原　崇晃 黒木　拓実 植嶋　晋也 浦川　尚樹 田邊　　俊 宇藤　康大

44 都城自衛隊Ａ 黒木　明宏 西川　良介 脇田　　進 溝下　　翔 古園　直也 川越　隆暉 松本　叶夢 田中　慎太郎 高橋　　洋 内枦保　舞

45 都城自衛隊Ｂ 黒木　明宏 田中　慎太郎 松本　叶夢 末永　保貴 中村　俊貴 齋藤　拓哉 黒木　鴻太 内枦保　舞 高橋　　洋 内枦保　舞

46 陸自大村第４施設大隊Ａ 家永　雄一 大山　賞之 淵上　拓人 川村　訓大 中尾　慶太 松田　憲二 中窪　浩希 南條　純市

47 陸自大村第４施設大隊Ｂ 家永　雄一 中窪　浩希 大崎　健貴 家永　雄一 安藤　暢康 南條　純市 岩松　祐真 前田　圭太

48 国分自衛隊 廣原　光弘 森　　康平 川口　大善 末満　博也 池田　智史 立元　翔悟 奥平　　仁 黒木　雄太 黒木　雄太

49 中津東Ｂ 小手川寛弥 谷口　　蓮 高倉　拓巳 大倉　伊央 元近　孝哉 福田　稔典

50 竹田高校 西木場優二 古庄　彪真 浅倉　　碧 上野　斗夢 加藤　柊斗 佐藤　圭一郎 熊田　壮馬 山崎　大地

51 大分舞鶴高校Ａ 添田　順子 松本　倖河 藍澤　朋来 坪根　望実 塩﨑　桜太 松尾　朋弥 添田　順子

52 大分舞鶴高校Ｂ 添田　順子 赤峰　尚輝 吉良　隼輝 中野　創太 河西　遼太郎 鈴木　隆太 添田　順子

53 大分雄城台高校 赤嶺　昌彦 植木　太陽 楳木　遥斗 工藤　克樹 目原　良悟 影山　昴 赤嶺　昌彦

54 藤蔭高校Ａ 河津　卓哉 詫間　　僚 佐藤　主理 弘瀨壮一朗 丸山　　赳 藤井　健登

55 藤蔭高校Ｂ 河津　卓哉 衛藤　健太 松尾　悠太 鹿毛　智典 佐藤　竜輝 山内　健宏 笹渕　智暉

56 柳ヶ浦高校 木之下　翔太 羽田　新世 大木　恭沙 大東　陽司 宮内　廉斗 柏木　天空 荒巻　太陽 土矢　颯介 新谷　龍旦 宮崎　龍玄

57 鶴崎工業Ａ 泥谷　和幸 日高　拓夢 森本　聡太 首藤　充希 太田　瑠星 安東　慶介

58 鶴崎工業Ｂ 泥谷　和幸 関　　優樹 久我　駿太 佐藤　勘太

59 日本文理大学附属高校 大見　健二 小野　雄聖 五嶋　昂希 三田井颯汰 林　　駿甫 川野　慧吾 岡野　　心
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