
第６４回全国高等学校男子駅伝競走大会　福岡県予選大会　選手名簿
会　場　嘉麻市嘉穂総合運動公園陸上競技場周辺コース　　　    　期　日　平成２５年１０月２７日（日）
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番号 学　校　名 監督名 選手名 選手名 選手名 選手名 選手名 選手名 選手名 選手名 選手名 選手名

1 大牟田 赤池　　健 泉　　翔馬③ 大山　憲明③ 川﨑　椋太③ 古賀　裕樹③ 徳永　晃希③ 中村　耕司③ 堀　　龍彦③ 吉田　亮壱③ 高園　真徳② 鬼塚　翔太①

2 九州国際大付 河野　浩三 緒方　喬平③ 柊元　亨喬③ 小浦　　純③ 柳澤　宏太③ 西村　拓美③ 大石　拓巳② 土井　大輔② 伊規須圭甫② 岡本　光平② 中山　　謙①

3 純　真 宮本　研次 小手川智紀③ 安藤　健吾③ 福江　亮太③ 白濱　宏樹② 一宮　槙志② 石飛　貴啓② 宅島　健太② 宮田　　僚① 佐藤　友怜① 上土井雅大①

4 自由ヶ丘 岸本　隆雄 上木　大我③ 宮風呂祐樹③ 森　　巧也③ 山口　健弘② 田中　　建② 星野　全輝② 西﨑　　諒② 福島　奈槻① 中武　祐樹① 鶴田　和博①

5 福大大濠 平　　繁則 光安　尚輝③ 安村　　凌③ 谷口耕一郎③ 七田　剛規③ 矢野　陸雄② 田中　飛貴② 中川　楓太① 松岡　宏幸① 塩田　智大① 舟津　彰馬①

6 福岡第一 中山　　徹 東　　颯太③ 鬼塚　　傑③ 鬼塚　恭世② GITHAE MICHAEL② 小向得浩樹③ 竹原　克史③ 竹原　寛士③ 山川　竜生③ 田之上資博① 毛利　亮太①

7 東海大五 田代　修一 本田　一成③ 吉崎　健悟② 碓井　修人② 米倉　慎悟② 石井　祐斗② 西牟田行貴② 河野　泰毅① 橋本　龍弥① 白石　　壮① 中嶋　孝哉①

8 柳　川 城崎　倫寛 櫻木健次朗③ 久保山大雅② 杉　優一郎② 竹ノ上隆成② 野田　湧樹② 林　　脩哉② 増田　純平① 太田　哲郎③ 荒巻　　諒②

9 宗　像 野村　武利 永田　　築③ 那須　乗斗③ 八尋　洸也③ 八尋　貴史③ 秋田　　実② 井上　正博② 鈴木　康太② 坂本　凌太② 井田真太郎① 川合　航也①

10 飯　塚 佐藤幸之助 寺田　雄輝③ 久保　和也③ 釼木　　匠③ 鈴見　侑大② 地福　詩音② 石嵜　雅也② 齋藤　寿暁② 松下　　巧② 高山　謙太① 宮園　　剛②

11 九産大九州 酒井賢太郎 馬場　祐輔② 宮崎　匠美③ 林　　潤平② 村山　侃生① 生地　勝馬③ 佐伯　航平② 宮崎　礼央①

12 筑　紫 水上　　徹 浦田　　陸③ 大庭　僚介③ 村元　俊一③ 今井佑一郎② 円城寺琢麻② 後藤　隆介② 本田　　崚② 吉田太一郎② 新吉屋拓生① 若田　　薫①

13 小倉工 島元　晴治 下村　紘輝③ 林田新之助③ 伊達　勇作② 岡部　誉広② 井上　裕輝② 永元　蒼士② 小田　涼平① 田部　宗典① 長田　智也① 梶原　大靖①

14 希望が丘 井上　文男 山本　兼三③ 福光　　悠③ 中村　憲人③ 吉田　誠也③ 金城　克己② 長谷川　詢② 時川　朋也① 時川　昌也① 本川　喜斗① 黒川　雄也①

15 八女工 緒方　弘昌 矢山佳津樹② 大塚　章弘② 尾崎　　輝① 山田　　竣③ 小川　聖人② 龍　　一彰② 渡辺　優志② 古賀太一郎① 石川　竜希①

16 小　倉 松本　和男 江原　駿太② 川口　高弘② 長友　優樹② 伊藤　泰我① 伊藤　駿宏① 野口　耕平① 山田　誠周① 兒玉　哲尚① 山縣　章正①

17 直　方 脇添　寿男 吉武　建人③ 鞘師　慶盛③ 山口　瑞樹③ 領家　正人③ 新見　　彬② 三舟　和喜② 盛坪　隆幸② 内川　龍彦① 中山　元気① 中川　　廉①

18 有明高専 井上　仁志 釘崎　公暉③ 中村　匠吾③ 古川　拓実③ 荒木　宏斗② 伊木田隼弥② 大橋　竜太② 境　　耕平② 本田　時法② 武藤　正明① 平川　朔弥②

19 修猷館 尾倉　穂高 上田　暁之③ 中里見　楽③ 吉開　太一③ 小島　穂高② 野見山泰成② 濱本　大弘② 亀井　悠佑② 吉田晃一郎② 田島　佑朋① 兵動　聖七①

20 東福岡 植木　貴頼 松田　涼輔② 日高周太朗② 平義　直也② 東納　拓海② 笠木　　肇① 好田　智紀② 川波　弘典② 井上　凌介① 羽野　将太① 古賀　　健①

21 門司学園 大塚　　洋 大森　滉太② 藤本凛太郎② 中村　　颯② 大谷　基也② 岡田　　晃② 永野　慶太② 伊藤　大昭① 野澤　栄貴① 宮原　彰吾① 恩田　大輝①

22 九産大九産 福薗　一丸 藤田　航平③ 早川　翔太③ 大木　将也② 田子森将一② 松田雄太郎② 髙﨑　　遼② 田中遼太郎① 八島　雅希① 川添　龍司① 日下部卓哉①

23 筑　前 平野　理子 緒方　悠馬③ 田畑　拓郎③ 池田　渉太② 倉冨　竜維② 桜木　尊樹② 下原　將禎② 吉村　哲平② 川原　　樹② 沼館　拓弥① 井田　晴也①

24 福岡工 北島　　亮 上村　康皓③ 坂田　幹太③ 東上　未来② 桑原　拓也② 東福　　努② 久冨　航己② 佐藤　史也① 中原　雅也① 南原健太郎① 吉岡　拓海①

25 福岡舞鶴 吉田　明博 永田　　嵐③ 原田祥太郎② 黨　　達也② 片岸祐一郎② 山中　基暉② 工藤　克浩② 谷口　巧樹② 針川　興一① 栗木　大河① 田中　　翔①

26 小　郡 末次　丈晴 佐々木遼也② 野田　辰博② 立石　　翔② 原　秀一郎② 原武　大暉② 柴田　智也① 盛　　将嘉① 馬場　聖大① 諸藤　大揮② 緒方　祐樹②

27 春　日 真弓　豊企 穴井　　亮③ 野中　基克② 菊池　斎太② 中村　優也② 八千古嶋龍② 三澤　謙太① 冨來　昌哲① 清水　　廉①

28 八　幡 徳一　秀昭 渡邉　　駿③ 浦下　雅史② 小柳　祐貴② 瀬戸口裕貴② 成松　義将② 吉武　歩人② 疋田　幸大① 宅見　和弘① 木村　治敦① 野口　陸生①

29 北　筑 林　　伸治 海馬　尚斗③ 為成　俊洋③ 伊勢　一貴② 讃井　直之② 吉松　賢利② 信行　宏紀② 山田総一朗① 阿部　友樹① 古子　永遠① 原田　　彬①

30 小倉南 大神　弘巳 松井　祐樹③ 見雪　圭佑③ 丹村　晃樹③ 浅山　良太③ 豊福　武士③ 細川京太郎① 西田　龍馬① 笠松　直哉① 近　　駿介① 黒谷　亮太①

31 嘉　穂 野口　高志 吉柳　敦弘② 藤島進太郎② 上田　大介① 内野　優喜① 肘井　大地① 新原　健斗① 廣重　文也① 福森　　龍①

32 福　岡 藤崎　　忠 田中　星羽③ 猪狩　洋太② 末國　雅貴② 中上　智文② 半田　拓海② 木山　　匠② 藤　　悠里② 本司　澄空② 荒牧　航平① 川崎　裕哉①
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