
第２４回大牟田駅伝　女子

主催：大牟田市陸上競技協会

とき:2020年1月12日

第1区(2.06km  6'44") 諏訪公園西駐車場 ～ 諏訪公園多目的広場北 

第2区(2.06km  6'49") 諏訪公園多目的広場北 ～ 諏訪公園多目的広場北 

第3区(2.06km  6'49") 諏訪公園多目的広場北 ～ 諏訪公園多目的広場北 

第4区(2.06km  6'52") 諏訪公園多目的広場北 ～ 諏訪公園多目的広場北 

第5区(2.06km  6'54") 諏訪公園多目的広場北 ～ 諏訪公園多目的広場北 

総距離 10.3km(35'23")

ﾅﾝﾊﾞｰ チーム名 監督名 選手 選手 選手 選手 選手 選手 選手

1 筑前高校A 山﨑  義秋 山田    萌 河野  涼香 川野菜乃花 小磯  詩織 渡辺  羽南

2 筑前高校B 山﨑  義秋 安達  朱梨 山本  亜子 有浦  万貴 大久保有姫 江口    舞

3 AUF 一宮  槙志 家永  彩花 平野  真由 木戸  美風 藤田美沙紀 原  詩央里 大賀ももこ

4 壱岐中 米谷  光正 渕上  彩乃 田中  佑果 釜本  一花 小川  寧々 中村    葵 楢﨑友里奈 八木  晴香

5 横手中 頼田  剛希 田端    栞 石倉  みゆ 菅原  蒼生 寺岡  夏実 林田  萌果 上東  莉緒 石倉  あみ

6 宮ノ陣中 秋山  英幸 寺尾  愛美 吉村  茜音 山田  桜子 江頭咲百合 中山  華音 大石  優來 堤    楓夏

7 宮原中 松藤  秀樹 糸永  千紘 大石ゆりあ 椛島  愛花 河野  芳音 菊次  萌心 渡辺  小桃 岩下  夢佳

8 筑邦西中 原口  稔親 牟田    櫻 髙田  葉月 森山  徳子 仲    紗愛 稲吉  由衣 田中  光琴

9 那珂中 近藤  隆太 小嶋  歩実 宮田  彩世 中村  凉歌 三上  華穂 有馬    慶 緒方  千遥 増田  來美

10 福岡田隈中 草場  裕介 西田美乃里 佐々木帆乃 副島世璃奈 大野  千歩 田端    柚 真名子桜凪 柳本  喜璃

11 本城陸上ｸﾗﾌﾞＡ 中尾  孝昭 有田  美海 矢野  汐栞 下郡  杏実 井上  はな 山香あおい 永松    優

12 本城陸上ｸﾗﾌﾞＢ 中尾  孝昭 松浦智紗希 日高  優衣 山香亜花音 平野  尚莉 安部  友花 白土  星来

13 未来陸上ｸﾗﾌﾞ 平田  伸介 樫本  心子 菅野  姫星 川野なつみ 村上  和歌 高田    琴 有富  春菜 田島  純怜

14 湯川中 藤田  菜摘 橋本ひなた 前田  夏野 赤瀨  優那 中薗  由依 石﨑  心愛 瀧深  心夢 吉村実乃果

15 山鹿中学校 立山  智絵 石川美沙希 星子  仁美 緒方  萌衣 緒方  陽花 福盛  穂花 緒方  咲花 笹原  美優

16 福岡城南中Ａ 有田  慶彦 久保  舞美 山本  真緒 永松  輝留 田畑  真帆 本田  唯花 松本明香里 森田  珠央

17 福岡城南中Ｂ 有田  慶彦 松本明香里 森田  珠央 江口  采花 小柳結未佳 五十嵐ひなた 江口  月菜 宮村  果歩

18 福岡城南中Ｃ 有田  慶彦 江口  月菜 宮村  果歩 小林  那緒 柴田  美空 山中  律果 井上理央奈 木又  詩乃

19 hearty　girls 有田  慶彦 庭瀬  沙耶 西谷  紀香 多田  妃奈 羽江亜津紗 川﨑  琴羽

20 守恒中 髙橋  浩士 原田  沙紀 永吉  愛佳 良永  ゆら 原田  理央 新名  幸歩 安本    楓 古子    英

21 曽根中 村山  徳子 杉本  彩香 野元    渚 堀田  芽生 中薮    紗 末森  彩葉 遠藤  暖果 松川  鈴佳

22 青嵐陸上クラブ 村山  徳子 西村  美桜 鍵村  美波 照山  咲希 松川  鈴佳 中薮    紗 菖蒲  茉央 末森  彩葉

23 まどかＲＣ 大坪  幸夫 酒井  紗也 西村真理奈 保楊枝乃綾 石橋  佳奈 伊藤  純茄 伊藤  友優 酒井  美優

24 下山門馬美 坂本  圭美 大賀  羽和 兵頭  美咲 井上  花歩 川口梨晴樹 志賀  実咲

25 下山門湯尼里彩 坂本  圭美 田上  優楽 戸畑    葵 野口  真心 小代  莉央 馬場  彩世

26 姪浜中A 吉村  元伸 明石  初花 田中  芽依 石松  七華 長    涼葉 山口  輝子 島津  小春 亀井　彩花

27 姪浜中B 吉村  元伸 緒方  麻央 藤井　里奈 島津  小春 亀井  彩花 野上萌々夏 田中  芽依 山口　輝子

28 姪浜中C 吉村  元伸 松田  未悠 古閑  彩夏 櫻井  由菜 小嶋    椛 亀井  花恵 野上  めい 首藤    晴

29 姪浜中D 吉村 元伸 首藤 晴 井福 琴音 緒方 惺子 野上 めい 末永 ほのか 古閑 彩夏 小嶋 椛



第３５回大牟田駅伝　中学の部

主催：大牟田市陸上競技協会

とき:2020年1月12日

第1区(3.06km  9'07") 諏訪公園西駐車場東 ～ 諏訪公園西駐車場東 

第2区(3.06km  9'24") 諏訪公園西駐車場東 ～ 諏訪公園西駐車場東 

第3区(3.06km  9'21") 諏訪公園西駐車場東 ～ 諏訪公園西駐車場東 

第4区(3.06km  9'37") 諏訪公園西駐車場東 ～ 諏訪公園西駐車場東 

第5区(3.06km  9'13") 諏訪公園西駐車場東 ～ 諏訪公園西駐車場東 

総距離 15.3km(48'29")

ﾅﾝﾊﾞｰ チーム名(※印はｵｰﾌﾟﾝ参加) 監督名 選手 選手 選手 選手 選手 選手 選手

1 壱岐中Ａ 米谷  光正 石橋  和也 土屋  恭佑 藤野  幹大 桑原  士道 篠原    颯 立山  大智 池田  志尚

2 壱岐中Ｂ 米谷  光正 土屋  恭佑 藤野  幹大 髙木  壱星 池田  志尚 古賀  唯人 森田  櫂大 篠原    颯

3 横手中A 頼田  剛希 大久保智哉 岡田  明輝 濵田  晴輝 緒方  智紀 古賀  大貴 大塚  凌矢 廣岡  利保

4 横手中B 頼田  剛希 石井  駿成 利光  孝允 伊藤  光聖 荒木  勇哉 石塚  寿也 橋本  迅牙

5 横手中C 頼田  剛希 南郷  佑斗 伊藤  温大 島村  大海 平間  功佑 西原  大哉 中島  瑞貴 藤    貴允

6 宮ノ陣中 秋山  英幸 永田  悠貴 溝上    遼 倉重  太一 松藤  大和 城島  結月 小川  奈義

7 宮原中 藤木  浩二 江藤  小虎 有田  晴紀 川村孝太郎 松本  和也 藤森隆之介 古賀  大暉 畑田  麦土

8 筑邦西中 原口  稔親 宮﨑    剛 柿本  侑成 黒木  健太 竹下    悠 尾形  大智

9 heartyRCⅢ 近藤  隆太 青木  龍翔 鷹野    翔 花本  史龍 末廣  歩睦 鎌田  匡梁

10 那珂中Ａ 近藤  隆太 青柳  凜央 阿部  輝翼 河内山生高 大須賀蒼斗 髙木宗之介

11 那珂中Ｂ 近藤  隆太 井手迫眞人 谷川  凜久 速水  康成 宮囿  光成 中村  陸努

12 ※福岡田隈中 草場  裕介 佐藤  孝祐 鬼木  玖都 奥田  拓巳 田中  善人 西田美乃里 柳本  喜璃 城戸  紀美

13 本城陸上ｸﾗﾌﾞ 中尾  孝昭 長谷川軍治 山田  拓真 石井  弘希 松浦  蒼大 木村  俊介 重住  駿介 平野  拓也

14 未来陸上ｸﾗﾌﾞA 平田  伸介 安達凜太郎 山本  凌聖 林    真志 前田  健太 静間  功大

15 未来陸上ｸﾗﾌﾞB 平田  伸介 中野  貫太 白井  優成 恒成  俊弥 矢野  悠斗 荒木  夢翔 鎌木  秀伍 唐川  晴天

16 須恵中 古江  剛志 古江  統矢 石橋  拓真 稲永  光陽 桑原    輝 平  勝太郎 赤澤  諒一 渡邉  時生

17 湯川中 藤田  菜摘 下中野篤将 神吉  喜一 田中  陽翔 浦野  雄平 茂山  勇斗 森本  好誠 大久保幸亮

18 山鹿中学校 立山  智絵 池田  大晟 長迫  和貴 田中  藍夢 菅野  雄太 池田  有輝

19 大牟田田隈中A 塚本  光紀 松尾  蹴斗 片山翔弥斗 岡田  蒼唯 濱地  嵐大 徳永  拓未 宮地謙太朗 川口  大輝

20 大牟田田隈中B 塚本  光紀 坂本  凌大 大塚  貴弥 篠原  陽向 稲益  寛太 坂口  聖幸 北本  柊羽 吉田  篤史

21 福岡城南中Ａ 有田  慶彦 太田  敢乙 堺    海尋 奥村倖ノ介 串間    翼 松田  祐真 曽根田陽紀 市川  晴琉

22 福岡城南中Ｂ 有田  慶彦 入江  勇太 曽根田陽紀 市川  晴琉 奥村祐ノ介 渡邊晃一郎

23 福岡城南中学校Ｃ 有田  慶彦 井元  匠音 梶原  聡司 久本  天優 江口  淳心 宮崎  和真

24 曽根中A 村山  徳子 荒尾  波瑠 久保  遼人 上田  壱斗 岩本    翼 佐藤  晴稀 山田  青蓮 永瀬  詩大

25 曽根中B 村山  徳子 山田  青蓮 安田  朔矢 寺尾  雄大 藤井  陸熙 宮田  蒼生 永瀬  詩大 宮島    奏

26 曽根中C 村山  徳子 久保  茉潤 森本  守勇 佐藤  有悟 大澤  俊介 寺田  奏斗 永瀬  詩大 宮島    奏

27 青嵐陸上ｸﾗﾌﾞ 村山  徳子 佐藤  恵伍 馬越  悠生 二ノ宮広大 岡田  直樹 永易    聖 永瀬  詩大 安田  朔矢

28 宅峰中 松島  竜太 野田  顕臣 松浦  衣吹 安武    翼 前田  琉亜 古賀  蓮人 園田  凌大 坂口    昊

29 下山門中 坂本  圭美 山上  勇希 石井  優温 戸畑  太我 山口康太朗 小池  桃太 林田  悠来 今井  和輝

30 姪浜中A 吉村  元伸 佐藤  陽樹 野崎    想 鷺直  悠真 高橋  悠太 下釜  知己 梅崎  大司 吉留  光葉



31 姪浜中B 吉村  元伸 大澤  悠起 梅崎  大司 吉留  光葉 瀬戸純之介 式見  朔也 下釜  知己 尾崎  璃空

32 姪浜中C 吉村　元伸 竹村　逸希 大倉　広平 有福　北斗 横山　蒼空 尾崎　璃空



第３４回　大牟田駅伝　高校の部

主催：大牟田市陸上競技協会

とき:2020年1月12日

第1区(4.59km 13'12") 諏訪公園テニスコート横 ～ 諏訪公園テニスコート横 

第2区(4.59km 13'20") 諏訪公園テニスコート横 ～ 諏訪公園テニスコート横 

第3区(4.59km 13'53") 諏訪公園テニスコート横 ～ 諏訪公園テニスコート横 

第4区(4.59km 13'49") 諏訪公園テニスコート横 ～ 諏訪公園テニスコート横 

第5区(4.59km 13'46") 諏訪公園テニスコート横 ～ 諏訪公園テニスコート横 

総距離 22.95km( 1ﾟ09'15")

ﾅﾝﾊﾞｰ チーム名 監督名 選手 選手 選手 選手 選手 選手 選手

1 折尾愛真高校 木野  行純 清水    宙 丸岡  優希 松本  玲和 白石  滉己 土川  礼可 小森  雄太 坪井  愛陽

2 大牟田高校駅伝ユニ 赤池    健 赤池    陸 鬼塚  秀斗 田島  龍聖 中野  清正 吉冨  純也 村本    翔

3 大牟田高校トラックユニ 松岡  悟史 川﨑  颯大 児玉    稜 神谷  青輝 菅原  良太 田中    廉 坂根  寛大

4 大牟田高校クロサブ 赤池もやい 太田  蒼生 馬場  日向 林  虎大朗 福場仁之甫 丸野  源太 古賀  文也

5 大牟田高校シロサブ 徳永    保 青森    駿 荒巻  朋煕 馬場  賢人 水﨑    隼 渡部  匠海 荒木  暉登

6 筑前高校Ａ 山﨑  義秋 林    新葉 田畑  悠利 秀島    陸 白水  龍弥 藤丸  慎吾 井上    暖 内藤竜二郎

7 筑前高校Ｂ 山﨑  義秋 田代  明向 平野  皓大 柴尾  円笙 有住  哲平 松浦    凌 内藤  大瑚 佐藤  大長

8 東海大福岡Ａ 田代  修一 有本    逸 片渕  大晴 川江  智広 早川  大地 行實  哲平 篠崎  颯真 占部  大空

9 東海大福岡Ｂ 田代  修一 塩川  啓太 尾崎  仁哉 片田  拓巳 平岡    惇 松本    翔 西中  悠馬 竹本  晴真

10 東海大福岡Ｃ 田代  修一 上里  聡史 上里  誠司 山﨑    諒 濱砂  遙人 船越  悠太 竹本  晴真 上妻  海翔

11 有明高専 井上  仁志 杉本鴻太郎 嘉村  秋音 金沢  晴翔 垂水  蓮寿 西村  陽翔 髙本  桜太 溝田  嵩弥

12 八代東高校Ａ 前田  重信 吉永    翔 奥村  一輝 武内  洸樹 上田    碧 地下  瀬奈 檜前  雄史 中神  陸人

13 八代東高校Ｂ 前田  重信 古嶋  悠人 森下  颯渡 田中  遥琉 山本柊介　 米    隼平 関本  成剛 村上  未来



第１１回　大牟田駅伝　一般ショートの部

主催：大牟田市陸上競技協会

とき:2020年1月12日

第1区(3.06km  8'57") 諏訪公園ソフト場東 ～ 諏訪公園ソフト場東 

第2区(3.06km  8'59") 諏訪公園ソフト場東 ～ 諏訪公園ソフト場東 

第3区(3.06km  9'07") 諏訪公園ソフト場東 ～ 諏訪公園ソフト場東 

第4区(3.06km  8'45") 諏訪公園ソフト場東 ～ 諏訪公園ソフト場東 

第5区(3.06km  8'34") 諏訪公園ソフト場東 ～ 諏訪公園ソフト場東 

総距離 15.3km(45'53")

ﾅﾝﾊﾞｰ チーム名 監督名 選手 選手 選手 選手 選手 選手 選手

1 福岡中部連合 谷口  彰悟 谷口  彰悟 大石  祐輝 田中  飛斗 池田  泰生 佐藤  優吏

2 ARITA UNITED 有田  大将 有田  大将 井下  元気 一宮  槙志 廣山  誉英 平田    聡 西  聡太朗 高橋  直人

3 AUF 一宮  槙志 一宮  槙志 古賀  聖崇 菊池  竜矢 西  聡太朗 満田  健斗 高橋  直人 嶋田  悠汰

4 三井金属 下川  大介 小堺  太郎 松藤  隆文 下川  大介 古賀  智浩 帆足  友徳

5 三井化学A 渡辺  康博 池田  浩康 川添  祐之 井下三紀夫 渡辺  康博 松本  誠二 塚本  政次 末友    海

6 三井化学B 渡辺  康博 末友    海 市川  文明 塚本  政次 吉永    航 上畠  秀允 井下三紀夫 浦田  秀雄

7 三井化学C 渡辺  康博 西    翔平 吉田  実代 佐藤    誠 内田    健 中元  基嗣 渡辺  康博 川添  祐之

8 三井化学D 渡辺  康博 浦田  秀雄 浦    大輔 出口    修 谷    政幸 池田  浩康 市川  文明 西    翔平

9 村上RC 田子森将一 笠木    肇 財前  大志 田子森将一 辻田  浩暉 原田祥太郎



第33回　大牟田駅伝　一般ロング

主催：大牟田市陸上競技協会

とき:2020年1月12日

第1区(4.59km 13'46") 諏訪公園テニスコート横 ～ 諏訪公園テニスコート横 

第2区(4.59km 13'33") 諏訪公園テニスコート横 ～ 諏訪公園テニスコート横 

第3区(4.59km 13'17") 諏訪公園テニスコート横 ～ 諏訪公園テニスコート横 

第4区(4.59km 13'39") 諏訪公園テニスコート横 ～ 諏訪公園テニスコート横 

第5区(4.59km 13'50") 諏訪公園テニスコート横 ～ 諏訪公園テニスコート横 

総距離 22.95km( 1ﾟ08'48")

ﾅﾝﾊﾞｰ チーム名 監督名 選手 選手 選手 選手 選手 選手 選手

1 竜北ｸﾗﾌﾞ 山本    崇 岩城  平童 山内    崇 平田  悠人 塚本  悠斗 関本  成剛 山本    崇


