
第10回久留米長距離記録会

期日: 2020年11月22日 男子決勝一覧表
競技会場:久留米総合スポーツセンター県立陸上競技場

月日 種目 風 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

11/22
一般男子

1500m
江島  瑞葵(2) 4:10.87 岡村  啓夢(2) 4:11.36 牛嶋  勇斗(2) 4:24.56 寺島  竜晴(1) 4:34.85 牟田  直哉(1) 4:38.88 平島  遼河(1) 4:38.91 玉利  隼人(1) 4:40.17

三潴高 祐誠 江南中 三潴高 久留米大附設 祐誠 三潴中

11/22
一般男子

3000m
宮原  星南(3) 9:23.70 金丸  拓未(2) 9:39.45 川副  剛煌(1) 10:02.23 吉村  涼太(2) 10:37.81 成瀬  佳行(2) 10:53.65 西山惇之助(1) 12:07.31 西  覇乃介(2) 12:12.81

諏訪中 小郡RC 小郡RC 牟田山中 江南中 江南中 江南中

11/22
一般男子

5000m
岡部    令 15:15.24 冨髙  一成 16:08.41 大津    誠 16:26.77 稲田  功一 16:29.73 山口  駿哉 16:34.70 喜多村陽斗(2) 16:36.44 佐田  聖夜(2) 16:36.57

ladder 北九州RiC トヨタ九州RC 舞鶴RC 福岡県庁 八女工 八女工



8位

松林  大輔(1) 4:42.29

牟田山中

中村    徹 16:42.51

福岡県庁



第10回久留米長距離記録会

期日: 2020年11月22日 女子決勝一覧表
競技会場:久留米総合スポーツセンター県立陸上競技場

月日 種目 風 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

11/22
一般女子

1500m
中村  愛琉(1) 4:57.49 平田  結衣(1) 5:12.38 窪田  桜彩(1) 5:29.15 小髙愛結奈(1) 5:37.19 長岡  麗愛(1) 5:50.98

高牟礼中 三潴中 牟田山中 高牟礼中 三潴中

11/22
一般女子

3000m
田原  璃来(1) 10:48.18 井手麻保子(1) 11:21.59 吉永  梨華(2) 12:31.60

小郡RC 久留米大附設 三潴中



8位



第１０回久留米長距離記録会

期日: 2020年11月22日 記録表 (男子・決勝)
競技会場:久留米総合スポーツセンター県立陸上競技場

月日 種目 組 風 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属

11/22
一般男子

1500m
1 1 倉光  奏多(1) 江南中 4:47.15 2 江口  龍聖(2) 三潴中

　
5 桑島  優基(2) 江南中 5:03.13 6 姫野  稀良(1) 小郡RC

　
9 田中  聖悟(2) 諏訪中 5:10.30 10 平田  紘翔(1) 小郡RC

　
13 山村  喜一(2) 祐誠 5:16.71 14 砥綿  健臣(1) 江南中

11/22
一般男子

1500m
2 1 江島  瑞葵(2) 三潴高 4:10.87 2 岡村  啓夢(2) 祐誠

　
5 牟田  直哉(1) 久留米大附設 4:38.88 6 平島  遼河(1) 祐誠

　
9 平田  晴翔(1) 小郡RC 4:45.31 10 西木  維吹(1) 祐誠

　
13 青野  祥太(2) 江南中 4:56.81

11/22
一般男子

3000m
1 1 宮原  星南(3) 諏訪中 9:23.70 2 金丸  拓未(2) 小郡RC

　
5 成瀬  佳行(2) 江南中 10:53.65 6 西山惇之助(1) 江南中

11/22
一般男子

5000m
1 1 岡部    令 ladder 15:15.24 2 冨髙  一成 北九州RiC

　
5 山口  駿哉 福岡県庁 16:34.70 6 喜多村陽斗(2) 八女工

　
9 大里  修也(2) 三潴高 16:45.59 10 菓子野  晴(1) 八女工

　
13 深井  幸宏(3) 九州共立 17:03.91 14 溝田  泰弘 福岡県庁

　
17 坂田  英之 福岡県庁 17:32.40 18 永松  優輝(1) 八女工



記録表 (男子・決勝)

記録 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属 記録

4:52.91 3 西牟田陽大(1) 三潴中 4:53.76 4 陣内  徠誠(1) 三潴中 4:55.09

5:05.47 7 本田  大和(1) 牟田山中 5:06.61 8 永田  祐樹(1) 三潴高 5:09.85

5:10.69 11 江口  翔大(1) 三潴中 5:15.02 12 衛藤    洋(1) 小郡RC 5:15.62

5:18.38 15 八谷  匠真(1) 小郡RC 5:19.37 16 境    海斗(2) 祐誠 5:27.54

4:11.36 3 牛嶋  勇斗(2) 江南中 4:24.56 4 寺島  竜晴(1) 三潴高 4:34.85

4:38.91 7 玉利  隼人(1) 三潴中 4:40.17 8 松林  大輔(1) 牟田山中 4:42.29

4:46.97 11 堤    智史(2) 祐誠 4:48.83 12 古賀  大智(1) 祐誠 4:52.26

9:39.45 3 川副  剛煌(1) 小郡RC 10:02.23 4 吉村  涼太(2) 牟田山中 10:37.81

12:07.31 7 西  覇乃介(2) 江南中 12:12.81

16:08.41 3 大津    誠 トヨタ九州RC 16:26.77 4 稲田  功一 舞鶴RC 16:29.73

16:36.44 7 佐田  聖夜(2) 八女工 16:36.57 8 中村    徹 福岡県庁 16:42.51

16:57.61 11 川口  浩二 福岡県庁 16:58.74 12 西尾  慎也 福岡県庁 17:01.35

17:14.22 15 鹿毛  森吏(2) 三潴高 17:17.57 16 中島  愁麻(1) 八女工 17:29.10

17:59.33 19 栫    宏隆 福岡県庁 19:17.84



第10回久留米長距離記録会

期日: 2020年11月22日 記録表 (女子・決勝)
競技会場:久留米総合スポーツセンター県立陸上競技場

月日 種目 組 風 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属

11/22
一般女子

1500m
1 1 中村  愛琉(1) 高牟礼中 4:57.49 2 平田  結衣(1) 三潴中

　
5 長岡  麗愛(1) 三潴中 5:50.98

11/22
一般女子

3000m
1 1 田原  璃来(1) 小郡RC 10:48.18 2 井手麻保子(1) 久留米大附設



記録表 (女子・決勝)

記録 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属 記録

5:12.38 3 窪田  桜彩(1) 牟田山中 5:29.15 4 小髙愛結奈(1) 高牟礼中 5:37.19

11:21.59 3 吉永  梨華(2) 三潴中 12:31.60


