
北九州市立大学「同窓の絆たすき」 
嘉飯山支部リレー・ウォーク！ 

 

１．実施日時 3月 20日（火） 9時～ 

２．実施内容 

飯塚市役所～国道 201号線（烏尾峠）～県道 95号線（田川後藤寺方面） 

 ～国道 322 号線～田川市役所まで、全長 14.6 ㎞を 3 班に別れて交代でリレー

し、田川支部及び豊前・築上支部にタスキを引き継ぎます。 

  終了後には、筑豊ハイツにて懇親会を実施します。 

 

３．スケジュール 

 時間 スケジュール 班構成等 備考 

9時 出発式 

  支部長挨拶 

  本部幹事長挨拶 

 詩吟披露 

  スケジュール等説明 

  

9時 20分 全員で出発 

飯塚市役所 

  ～飯塚アイスパレス   1.6㎞ 

 

全員で！ 

 

 

 

 

 

 

 

9時 45分 1班 

飯塚アイスパレス 

～筑豊運転免許試験場前 

セブンイレブンまで 3.2㎞ 

 

1班 

 大中・馬場・ 

小村 

 

1 班以外は筑豊ハイ

ツで待機（ハイツバス

利用） 

 

10時 30分 2班引継 

筑豊運転試験場前セブンイレブン 

～道の駅「いとだ」まで 4.6㎞ 

 

2班 

 大中・石松・ 

松岡 

 

11時 40分 3班引継 

道の駅「いとだ」 

 ～田川市役所まで 5.2㎞ 

3班 

 大中・小鶴・ 

井出・長谷川 

 

12時 40分    4班合流 

国道 322号線桜町交差点 

 ～田川市役所まで 1.0㎞ 

 

4班 

 支部長他 

 役員等 

4 班は筑豊ハイツバ

スで合流点へ 

13時 田川市役所着 

 田川支部及び豊前・築上支部に 

「たすき」引き渡し 

 筑豊ハイツバス 

  …3、4 班をハイ

ツへ 

13時 30分 筑豊ハイツ着   

14時 懇親会   



 

 

 

リレー・ウォーク参加者一覧表 

 氏名 卒年 
懇親

会 
備考   氏名 卒年 

懇親

会 
備考 

1 福田 吉典 S28    26 薄井 清広 S47   

2 齋藤 照雄 S31 ○   27 上田 高志 S48 ○  

3 高熊 絹恵 S32 ○   28 織間 学 S48 ○  

4 畠中 基親 S32    29 手柴 信夫 S51 ○  

5 原  功 S32 ○   30 小鶴 康博 S53 ○  

6 松尾 正 S32 ○   31 古川 宏 S55   

7 木原 範恭 S33 ○ 支部長  32 井出 洋史 S56 ○  

8 松熊 修 S34    33 森口 幹男 S56   

9 米原 大輔 S35 ○   34 石松 美久 S59 ○  

10 岩本 洋 S35 ○   35 石松 香織 S59   

11 川野 寛 S35    36 馬場 健一郎 H2 ○  

12 大塚 和弘 S36 ○   37 小村 慎次 H2 ○  

13 坂口 文隆 S36    38 田中 志乃 H6   

14 山下 新一郎 S38    39 長谷川 栄二 H7 ○  

15 大中 輝幸 S39 ○   40 松尾 芳徳 H7   

16 鉄井 明洋 S41    41 松岡 良任 H10   

17 田中 日本明 S42 ○        

18 金尾 勲 S42    本部応援  

19 渡部 浩行 S42 ○    氏名 卒年 
懇親

会 
備考 

20 林  信義 S43 ○    加藤 正己 S44 ○ 幹事長 

21 永嶋 優 S43 ○    早水 弘明 S39 ○  

22 坂口 憲治 S46 ○    蔵園  徹 S62 ○  

23 小金丸 護 S46 ○    田中 美里 H12 ○ 田川支部 

24 金子 由美 S46 ○        

25 福田 良人 S46         

 


