
順位 記　録 氏　　　名 所　　　属 順位 記　録 氏　　　名 所　　　属 順位 記　録 氏　　　名 所　　　属

1 14.52 森　太一 三養基陸協 1 16.15 中島将貴 唐津消防 51 .21 山口　剛 山代体協
2 .54 堤　拓郎 佐世保市陸協 2 .21 川原政人 九州文化学園 52 .22 松口雄一 伊中校区
3 15.13 西村　茂 東原庠舎中央 3 .23 鳥羽虹貴 MRC佐世保 53 .25 木寺光昭 北方ＭＣ
4 .14 福地宏行 サセボジョガーズ 4 .23 小林浩都 北陵高校 54 .32 末吉建作 伊万里市役所

5 .17 池田祐樹 有田陸協 5 .25 原　悠介 伊万里高校 55 .32 田口亜利美 ﾗﾝﾗﾝﾗﾝ佐賀

6 .23 川﨑貴裕 鳥栖陸協 6 .25 川端勇樹 MRC佐世保 56 .36 江副彰浩 橋本病院
7 .28 三原叶雅 神崎吉野ヶ里 7 .26 山脇大輝 波佐見 57 .47 執行健司 伊万里有田消防

8 .31 宇佐美聖也 唐津消防 8 .29 峯脇洋平 伊万里有田消防 58 .52 副島義門 大川内体協

9 .32 加川英文 SUMCO伊万里 9 .34 寺田翔馬 伊万里有田消防 59 .55 岩野文博 青嶺中校区

10 .33 田崎二千翔 肥前体協 10 .34 近藤直希 北陵高校 60 19.01 坂口勇樹 伊中校区
11 .36 山口晃良 鬼塚体協 11 .34 古賀慶彦 SUMCO伊万里 61 .23 相良忠昭 佐世保市
12 .37 山田悠斗 伊万里高校 12 .35 杉光俊信 SUMCO伊万里 62 .25 内山直樹 伊万里市役所

13 .40 北村弘樹 立花体協 13 .36 土田将太 東山代体協 63 .39 山口豊彦 南波多体協

14 .41 黒川和樹 山代体協 14 .41 小田川貴宏 二里体協 64 .47 福井雄一 佐世保市
15 .41 満園貴一 佐世保市陸協 15 .43 山口祐貴 杵藤消防 65 .49 山下英樹 鬼塚体協
16 .45 谷村浩輔 波佐見町 16 .50 正林　淳 サセボジョガーズ 66 .57 寺澤大輔 鳥栖市
17 .45 川村訓大 大村市陸協 17 .50 林　聖史 玄海体協 67 20.21 竹内康教 多久陸協
18 .48 坂取健斗 SUMCO伊万里 18 .50 大藪優一郎 九州文化学園

19 .49 田中京太郎 ﾗﾝﾗﾝﾗﾝ佐賀 19 .54 松尾寛幸 有田体協
20 .49 香月徳重 ﾗﾝﾗﾝﾗﾝ佐賀 20 .57 荒木宏文 伊中校区
21 .53 江頭大地 北凌高校 21 .59 廣川勝一 啓成中校区
22 .54 峯脇高平 神崎市役所 22 17.01 山口恭平 啓成中校区
23 .55 堀田悠介 玄海体協 23 .2 三枝松海人 九州文化学園

24 .56 山内博揮 佐世保重工 24 .2 伊藤　樹 九州文化学園

25 .58 松本千弘 SUMCO伊万里 25 .7 小川大作 有田体協
26 .58 森下義仁 多久市陸協 26 .8 谷村浩輔 波佐見
27 .58 森　俊博 肥前体協 27 .8 中山兼治 肥前体協
28 .59 下平弦気 大川内体協 28 .10 山口茂幸 山代体協
29 16.01 川原健太 多久市陸協 29 .14 田中鉄男 伊万里市役所

30 .4 佐々木博文 ﾗﾝﾗﾝﾗﾝ佐賀 30 .20 秋好貞好 東山代体協
31 .5 永尾幸大 二里体協 31 .23 平 山 欣 史 大 川 体 協
32 .9 光岡健一 玄海体協 32 .27 池 田 裕 城 大 川 体 協
33 .9 犬塚友貴 牧島体協 33 .29 福島靖正 伊万里有田消防

34 .12 碇　幸樹 神崎吉野ヶ里 34 .32 諸田雄一郎 多久陸協
35 .13 酒井玲雄 佐世保市陸協 35 .33 飛松大智 山代体協
36 .15 佐々木隆文 二里体協 36 .34 大川内友規 松浦体協
37 .17 西岡文太郎 二里体協 37 .37 齋藤歩夢 伊万里高校
38 .27 西島滉希 肥前体協 38 .38 池田智康 伊万里市役所

39 .28 中島優大 啓成中校区 39 .42 大曲耕平 有田体協
40 .28 平山貴裕 大川体協 40 .43 田中譲嗣 伊万里有田消防

41 .59 齋藤裕樹 伊万里体協 41 .44 中山兼治 肥前体協
42 17.02 山本英史 サセボジョガーズ 42 .45 末次　勇 多久陸協
43 .5 田中佑也 多久市陸協 43 .48 熊川伸也 南波多体協
44 .16 大坪俊介 多久市陸協 44 .49 田中孝幸 二里体協
45 .38 塚原大和 多久市陸協 45 .51 関　賢一郎 伊万里市役所

46 .58 和嶋　奨 伊中校区
47 .59 浜田裕弥 九州文化学園

48 .59 山口真彦 武雄陸協
49 18.15 山口俊成 青嶺中校区
50 .17 山浦　晃 東山代体協

☆伊万里市★
月例記録会成績
【R2.12.20】

伊万里市国見台競技場

【　男子　５０００ｍ　】 １組目 【　男子　５０００ｍ　】 ２組目 【　男子　５０００ｍ　】 ２組目

(事務局談）コロナに始まりコロナに終わる十二鬼月の月例記録会。まだまだ
ブーム続く”鬼滅の刃”とこれから始まる”無限駅伝”。東西松浦または県内
一周へ望む各鬼殺隊チームが集結し、これまでに体験したことのない争いが展
開された。三養基隊の森太一選手はラスト、全集中”カミソリの呼吸”にて堤
選手を引き離しｶｰﾆﾊﾞﾙに続くＶ2。また地元では、成長著しいＳＵＭＣＯ隊加
川選手が、ラストは宇佐美選手の”火の呼吸”にやられるも自己ベスト更
新、、。更にＮｉＺｉＵでもなくＳunＺiUでもなくＳｉＺｉＵのエース北村、
世界の岩永を驚かす15：40で今年最後の月例を締めくくった復活多き月例でし
た。さあ令和３年のドアをみんなで開けましょ-か。



順位 記　録 氏　　　名 所　　　属 順位 記　録 氏　　　名 所　　　属 順位 記　録 氏　　　名 所　　　属

1 8.58 村川恵太 ＨＤＣ 1 10.26 山口　綾 啓成中 1 3.08 岡本　楓 七山ジュニア

2 9.24 溝上賢伸 白石高校 2 .32 前田華穂 啓成中 2 .12 黒川裕斗 牧島ジュニア

3 .36 野口周大 伊万里中 3 .36 松尾咲希 無所属 3 .17 相良斗真 牧島ジュニア

4 .36 加茂瑞樹 七山中 4 .51 内野彩愛 伊万里中 4 .20 平川遼眞 打上ジュニア

5 .41 吉木涼真 啓成中 5 .58 峯　桜子 伊万里中 5 .23 松尾秀汰朗 牧島ジュニア

6 .42 出雲雄也 伊万里高校 6 .16 北村夏稟 伊万里中
7 .43 樋口空汰 啓成中 7 .29 山田真樹 MRC佐世保

8 .47 田 中 雄 登 伊万里中 8 .36 森なつみ MRC佐世保

9 .47 岡本　翔 七山中 9 11.36 藤瀬月希 啓成中学
10 .48 青 木 拓 翔 伊万里中 10 .45 執行　結 国見中
11 .56 原　直太郎 国見中 11 .54 山戸萌子 伊万里高校

12 .58 北島大翔 啓成中 12 .58 下平羚央 伊万里中 順位 記　録 氏　　　名 所　　　属

13 10.03 井本颯太 無所属 13 12.07 神田五環 国見中 1 3.25 岡本　凛 七山ジュニア

14 .3 岸川　眞 無所属 14 .9 山田歩美 啓成中学 2 .32 前田柚季 伊万里三香

15 .5 青 木 輝 琉 志 佐 中 15 .9 前田美樹 有田体協 3 .40 松尾帆花 IRRC
16 .5 古川利樹 無所属 16 .37 内山京泉 伊万里中 4 .41 柴田　杏 伊万里三香

17 .7 平田吏翼 無所属 17 .53 富永華穂 無所属 5 .43 前田琴美 IRRC
18 .8 住 祐 希 伊万里中 18 .28 植松愛結 青嶺中
19 .8 相良流我 啓成中
20 .13 稲 葉 遥 飛 伊万里中
21 .14 上野拓斗 国見中
22 .15 西村　礼 無所属
23 .16 原　周太郎 無所属
24 .24 三 浦 大 和 伊万里中
25 .32 掛岡敦征 無所属
26 .34 吉田晃平 無所属
27 .36 熊川晴彦 無所属
28 .43 植 松 蒼空 青嶺中学
29 .44 吉田信瑛 無所属
30 .45 井本颯雅 無所属
31 .48 松 尾 雄基 有田体協
32 .51 大塚純司 国見中
33 11.01 山口晃義 無所属
34 .5 川上悠馬 国見中
35 .12 渡 辺 廉 研 啓 成 中 学
36 .17 河野貴広 無所属
37 .17 川添祐季 無所属
38 .20 加藤瑳久弥 伊万里中
39 .22 芳野健太郎 伊万里中
40 .31 高木謙知 伊万里中
41 .32 中山隼翔 無所属
42 12.10 林 蒼 太 伊万里中
43 .10 池田碧仁 伊万里中
44 .26 下 平 羚 央 伊万里中
45 13.04 徳永歩陸 伊万里中
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【　女子　３０００ｍ　】 【　男子Jr　１０００ｍ　】 

☆伊万里市★
月例記録会成績
【R2.12.20】

伊万里市国見台競技場

(事務局談）コロナに始まりコロナに終わる十二鬼月の月例記録会。まだまだ
ブーム続く”鬼滅の刃”とこれから始まる”無限駅伝”。東西松浦または県
内一周へ望む各鬼殺隊チームが集結し、これまでに体験したことのない争い
が展開された。三養基隊の森太一選手はラスト、全集中”カミソリの呼吸”
にて堤選手を引き離しｶｰﾆﾊﾞﾙに続くＶ2。また地元では、成長著しいＳＵＭ
ＣＯ隊加川選手が、ラストは宇佐美選手の”火の呼吸”にやられるも自己ベ
スト更新、、。更にＮｉＺｉＵでもなくＳunＺiUでもなくＳｉＺｉＵのエー
ス北村、世界の岩永を驚かす15：40で今年最後の月例を締めくくった復活多
き月例でした。さあ令和３年のドアをみんなで開けましょ-か。

【　男子　３０００ｍ　】 


