
　歴代成績（男子）

都道府県 学校名 タイム 都道府県 学校名 タイム 都道府県 学校名 タイム 都道府県 学校名 タイム 都道府県 学校名 タイム 都道府県 学校名 タイム

1 兵　庫 陵南 56.57 兵　庫 陵南 57.03 福　岡 曽根 55.59 福　岡 曽根 56.02 福　岡 友泉 58.21 群　馬 中之条 57.18

2 千　葉 白山 57.02 熊　本 小川 57.04 千　葉 大津ヶ丘 56.40 熊　本 小川 56.24 滋　賀 水口 58.39 栃　木 芳賀 57.24

3 静　岡 御殿場西 57.16 福　島 石川 57.24 兵　庫 一宮南 56.48 群　馬 中之条 56.51 熊　本 小川 58.52 京　都 詳徳 57.28

4 熊　本 小川 57.22 千　葉 鎌ヶ谷五 57.32 福　島 石川 57.01 兵　庫 有馬 57.18 愛　知 竜海 59.00 広　島 中央 57.39

5 宮　崎 妻 57.46 埼　玉 勝瀬 57.32 滋　賀 水口 57.20 広　島 熊野東 57.23 千　葉 小見川 59.02 佐　賀 白石 57.47

6 長　崎 佐々 57.48 奈　良 香芝 57.32 熊　本 小川 57.28 愛　知 竜海 57.23 佐　賀 白石 59.09 奈　良 香芝 57.52

7 岩　手 北陵 57.49 群　馬 嬬恋東 57.34 佐　賀 白石 57.28 秋　田 千畑 57.31 奈　良 八木 59.10 千　葉 栗ヶ沢 58.08

8 栃　木 足利二 57.50 佐　賀 国見 57.37 群　馬 中之条 57.29 奈　良 八木 57.44 広　島 三原第五 59.14 大　阪 豊中第十一 58.17

9 広　島 磯浜 57.53 岩　手 北陵 57.39 新　潟 津南 57.31 佐　賀 白石 57.54 兵　庫 中部 59.18 兵　庫 宝殿 58.23

10 愛　知 光陵 57.56 茨　城 笠間 57.42 広　島 熊野東 57.36 徳　島 貞光 58.00 山　口 島田 59.19 福　岡 城山 58.46

11 埼　玉 上尾上平 58.12 福　岡 曽根 57.45 鹿児島 牧園 57.36 宮　城 玉川 58.04 栃　木 佐野北 59.35 静　岡 三方原 58.46

12 鹿児島 星峰 58.21 長　崎 時津 57.45 岩　手 北陵 57.39 栃　木 市貝 58.10 群　馬 安中第一 59.39 埼　玉 北坂戸 58.48

13 山　口 熊毛 58.28 山　口 萩第一 57.50 大　分 西 57.40 京　都 綾部 58.13 高　知 窪川 59.40 熊　本 小川 58.53

14 奈　良 香芝 58.29 宮　崎 上野 57.53 愛　知 旭 57.47 岡　山 井原 58.13 大　分 南生 59.42 大　分 南生 58.56

15 佐　賀 白石 58.32 富　山 西條 58.01 秋　田 千畑 57.56 静　岡 長田南 58.13 静　岡 三方原 59.43 山　口 熊毛 59.01

16 福　岡 曽根 58.32 鹿児島 星峰 58.12 岐　阜 泉 57.57 山　梨 櫛形 58.14 神奈川 市場 59.50 宮　城 鶴が丘 59.04

17 島　根 安来第三 58.33 愛　知 竜海 58.17 鳥　取 赤碕 58.04 山　口 島田 58.14 京　都 詳徳 1.00.05 宮　崎 紙屋 59.06

18 群　馬 安中一 58.38 鳥　取 北瞑 58.31 山　口 萩第一 58.06 長　崎 小佐々 58.28 長　崎 志佐 1.00.09 長　野 裾花 59.06

19 大　分 直入 58.43 長　野 赤穂 58.32 福　井 小浜第二 58.07 千　葉 小金南 58.32 福　井 小浜第二 1.00.13 鳥　取 湖東 59.07

20 京　都 大住 58.47 岐　阜 下呂 58.34 奈　良 香芝 58.09 大　阪 福泉南 58.46 茨　城 鉾田南 1.00.14 愛　知 竜南 59.07

21 大　阪 吹田六 58.48 広　島 磯浜 58.34 山　形 飯豊 58.16 茨　城 世矢 58.46 山　形 松山 1.00.14 福　島 尚英 59.07

22 神奈川 厚木小鮎 58.56 岡　山 邑久 58.34 富　山 石動 58.18 福　井 小浜第二 58.50 石　川 田鶴浜 1.00.16 富　山 石動 59.08

23 福　島 梁川 58.58 大　阪 長瀬 58.37 長　崎 巖原 58.21 福　島 富岡第一 58.54 岡　山 邑久 1.00.16 鹿児島 皇徳寺 59.08

24 愛　媛 御荘 58.58 新　潟 津南 58.38 神奈川 万騎が原 58.21 岩　手 東和 58.55 新　潟 小千谷南 1.00.18 石　川 辰口 59.13

25 宮 城 槻木 59 06 栃 木 足利二 58 44 大 阪 清風 58 22 滋 賀 水口 59 17 宮 城 鶴が丘 1 00 23 新 潟 中条 59 15

順位 熊本熊本
第1回

熊本
第５回

滋賀
第３回 第４回

熊本
第６回

滋賀
第２回

25 宮　城 槻木 59.06 栃　木 足利二 58.44 大　阪 清風 58.22 滋 賀 水口 59.17 宮 城 鶴が丘 1.00.23 新 潟 中条 59.15

26 岐　阜 下呂 59.08 秋　田 合川 58.44 宮　城 鶴が丘 58.25 埼　玉 勝瀬 59.21 富　山 山室 1.00.25 長　崎 志佐 59.21

27 鳥　取 河北 59.18 大　分 久住 58.47 宮　崎 上野 58.26 鹿児島 大崎 59.22 埼　玉 大井西 1.00.27 山　梨 長坂 59.22

28 秋　田 合川 59.22 東　京 川口 58.48 栃　木 山辺 58.33 神奈川 南下浦 59.24 大　阪 小津 1.00.30 東　京 八王子第六 59.24

29 岡　山 邑久 59.26 静　岡 御殿場西 58.57 茨　城 世矢 58.38 東　京 暁星 59.26 三　重 菰野 1.00.42 山　形 山形第一 59.27

30 徳　島 新野 59.42 徳　島 神山 59.02 長　野 赤穂 58.39 和歌山 白浜 59.32 岩　手 奥中山 1.00.52 愛　媛 津島 59.28

31 石　川 辰口 59.50 山　形 飯豊 59.04 青　森 大鰐 58.42 沖　縄 南風原 59.37 福　島 二本松第三 1.00.56 岡　山 邑久 59.32

32 滋　賀 水口 59.55 山　梨 双葉 59.05 徳　島 貞光 58.45 開催地 西原 59.46 愛　媛 津島 1.00.58 滋　賀 水口 59.36

33 福　井 小浜第二 59.59 宮　城 白石 59.21 愛　媛 川東 58.58 香　川 香川第一 59.50 山　梨 櫛形 1.01.05 和歌山 海南第一 59.36

34 山　形 蔵王第一 1.00.00 福　井 小浜第二 59.25 和歌山 笠田 59.01 大　分 臼杵西 59.52 香　川 龍雲 1.01.06 高　知 窪川 59.38

35 東　京 暁星 1.00.03 京　都 宇治 59.28 岡　山 井原 59.03 宮　崎 三股 59.56 青　森 東北 1.01.12 岩　手 山田 59.38

36 茨　城 大久保 1.00.04 石　川 田鶴浜 59.30 埼　玉 勝瀬 59.08 山　形 第一 1.00.07 宮　崎 紙屋 1.01.21 徳　島 高浦 59.43

37 三　重 光風 1.00.09 三　重 亀山 59.46 山　梨 大月東 59.10 富　山 石動 1.00.09 鹿児島 平成 1.01.21 茨　城 鉾田南 59.46

38 長　野 須坂東 1.00.11 北海道 南が丘 59.54 静　岡 焼津 59.16 鳥　取 大栄 1.00.17 秋　田 合川 1.01.28 福　井 小浜第二 59.48

39 山　梨 塩山 1.00.12 神奈川 御幸 59.55 開催地 西原 59.19 岐　阜 中山 1.00.19 長　野 諏訪南 1.01.30 島　根 仁多 59.49

40 香　川 高松 1.00.20 香　川 香川第一 1.00.12 三　重 中部 59.24 北海道 福島 1.00.20 徳　島 半田 1.01.35 岐　阜 大垣西部 59.59

41 富　山 吉江 1.00.24 滋　賀 日野 1.00.18 東　京 川口 59.29 新　潟 南 1.00.23 和歌山 白浜 1.01.38 開催地 城山 1.00.21

42 青　森 野辺地 1.00.33 和歌山 笠田 1.00.20 島　根 第一 59.36 三　重 倉田山 1.00.24 北海道 大中山 1.01.40 香　川 大野原 1.00.44

43 新　潟 津南 1.00.33 愛　媛 御荘 1.00.23 沖　縄 与勝 59.47 青　森 大鰐 1.00.26 島　根 仁多 1.01.46 秋　田 田代 1.00.47

44 開催地 北部 1.00.42 開催地 西原 1.00.25 北海道 日新 1.00.04 長　野 信濃 1.00.44 開催地 城山 1.02.03 北海道 柏丘 1.00.48

45 北海道 八雲 1.01.03 島　根 横田 1.00.41 京　都 宇治 1.00.09 島　根 旭丘 1.01.05 東　京 八王子第六 1.02.09 神奈川 南下浦 1.01.04

46 和歌山 笠田 1.01.07 高　知 片島 1.00.43 香　川 香川第一 1.00.51 愛　媛 津島 1.01.13 鳥　取 湖東 1.02.31 三　重 倉田山 1.01.17

47 高　知 香 1.01.47 沖　縄 佐敷 1.01.43 石　川 東部 1.01.03 石　川 河北台 1.01.15 沖　縄 コザ 1.02.58 青　森 野辺地 1.01.57

48 沖　縄 美里 1.02.50 青　森 七戸 1.02.14 高　知 中村 1.01.14 高　知 中村 1.01.53 岐　阜 東山 1.03.48 沖　縄 本部 1.02.32
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都道府県 学校名 タイム 都道府県 学校名 タイム 都道府県 学校名 タイム 都道府県 学校名 タイム 都道府県 学校名 タイム 都道府県 学校名 タイム

千　葉 小見川 56.29 群　馬 中之条 57.16 奈　良 香芝 56.40 福　岡 元岡 56'47 埼　玉 住吉 56'51 福　岡 日の里 55'46

山　口 熊毛 57.32 千　葉 小見川 57.26 埼　玉 富士見台 56.45 千　葉 逆井 57'33 熊　本 小川 57'07 千　葉 山田 56'05

島　根 仁多 57.33 山　口 熊毛 57.45 兵　庫 加古川中部 56.46 栃　木 市貝 57'40 千　葉 古ヶ崎 57'17 茨　城 十王 56'17

福　岡 比良松 57.36 兵　庫 押部谷 58.11 広　島 三原第五 57.17 滋　賀 明富 57'48 愛　媛 東 57'25 鳥　取 桜ヶ丘 56'25

広　島 熊野 57.46 熊　本 小川 58.29 山　形 松山 57.39 徳　島 半田 57'51 京　都 西賀茂 57'26 栃　木 芳賀 56'25

兵　庫 押部谷 57.53 広　島 松賀 58.31 静　岡 麁玉 57.41 神奈川 山王 57'57 栃　木 市貝 57'40 宮　城 吉岡 56'41

静　岡 麁玉 58.08 山　梨 白根巨摩 58.35 熊　本 小川 57.41 茨　城 十王 58'00 長　崎 大村 57'42 広　島 八本松 56'44

栃　木 芳賀 58.08 埼　玉 富士見台 58.40 千　葉 逆井 57.48 兵　庫 山手 58'01 滋　賀 明富 57'46 滋　賀 土山 56'49

埼　玉 吉見 58.08 長　野 裾花 58.47 福　島 東和 57.52 広　島 三原第五 58'01 福　岡 元岡 57'53 静　岡 北 56'51

茨　城 鉾田南 58.14 愛　知 石巻 58.52 京　都 綾部 58.04 福　島 植田東 58'12 神奈川 山王 57'57 熊　本 三加和 56'54

熊　本 小川 58.15 滋　賀 水口 58.53 山　口 田布施 58.06 埼　玉 富士見台 58'14 兵　庫 塩瀬 57'58 和歌山 松洋 57'11

福　島 西袋 58.24 京　都 綾部 58.56 愛　知 石巻 58.14 福　井 鯖江 58'21 岩　手 大宮 58'07 群　馬 中之条 57'12

岡　山 邑久 58.39 奈　良 香芝 58.57 秋　田 花輪第一 58.19 山　口 田布施 58'22 群　馬 吉岡 58'10 愛　知 石巻 57'16

長　野 裾花 58.39 福　岡 比良松 59.22 福　岡 元岡 58.20 群　馬 嬬恋東 58'35 福　島 植田東 58'14 京　都 蜂ヶ岡 57'21

奈　良 香芝 58.47 栃　木 芳賀 59.22 栃　木 真岡 58.25 大　阪 豊中第十一 58'43 新　潟 南 58'15 山　形 飛鳥 57'27

山　梨 白根巨摩 58.48 佐　賀 白石 59.27 富　山 城端 58.31 佐　賀 川登 58'47 山　形 飛鳥 58'16 大　阪 西 57'32

群　馬 太田城西 58.50 静　岡 麁玉 59.37 岡　山 邑久 58.38 開催地 熊毛 58'49 島　根 仁多 58'19 山　口 田布施 57'34

開催地 水口 58.53 茨　城 十王 59.38 鳥　取 河原 58.42 愛　知 石巻 58'51 鳥　取 東 58'19 岐　阜 古川 57'40

大　分 直入 59.02 徳　島 鴨島第一 59.38 山　梨 櫛形 58.45 山　梨 敷島 58'53 宮　城 玉川 58'22 埼　玉 東 57'40

鳥　取 湖東 59.04 岐　阜 大垣西部 59.40 佐　賀 白石 58.45 富　山 城端 58'57 鹿児島 宮浦 58'37 山　梨 櫛形 57'47

福　井 万葉 59.12 福　島 鹿島 59.54 開催地 萩西 58.51 奈　良 香芝 59'00 北海道 大中山 58'37 長　崎 波佐見 57'49

青　森 東北 59.18 大　阪 芝谷 1.00.05 宮　城 玉川 58.52 秋　田 花輪第一 59'03 広　島 向丘 58'41 兵　庫 新宮 57'49

東　京 八王子第六 59.18 長　崎 生月 1.00.26 群　馬 吉岡 59.03 高　知 窪川 59'06 岐　阜 古川 58'42 長　野 鉢盛 57'52

京　都 宇治 59.20 鹿児島 第一鹿屋 1.00.27 香　川 観音寺 59.08 鹿児島 第一鹿屋 59'10 山　梨 白根巨摩 58'48 秋　田 比内 58'02

宮 城 しらかし台 59 26 三 重 陽和 1 00 33 神奈川 桐蔭 59 18 愛 媛 津島 59'18 愛 知 石巻 58'55 高 知 西土佐 58'02

第８回 第１０回

山口
第１１回

千　葉
第９回

山口
第７回

滋賀 山口
第１２回

千　葉

宮　城 しらかし台 59.26 三　重 陽和 1.00.33 神奈川 桐蔭 59.18 愛 媛 津島 59 18 愛 知 石巻 58 55 高　知 西土佐 58 02

滋　賀 能登川 59.26 宮　崎 三股 1.00.35 長　崎 吉井 59.21 岩　手 北陵 59'24 静　岡 北 58'58 佐　賀 塩田 58'13

香　川 土庄 59.36 大　分 久住 1.00.41 滋　賀 水口 59.30 石　川 津幡南 59'31 大　阪 西 58'59 鹿児島 喜入 58'14

愛　知 六ツ美北 59.39 東　京 暁星 1.00.41 愛　媛 今治西 59.32 青　森 東北 59'32 青　森 東北 58'59 徳　島 豊浜 58'15

大　阪 福泉南 59.40 和歌山 大成 1.00.41 長　野 裾花 59.35 東　京 暁星 59'35 富　山 城端 59'02 奈　良 都祁 58'19

宮　崎 三股 59.42 宮　城 青葉 1.00.42 島　根 横田 59.43 京　都 亀岡 59'38 長　野 伊那 59'11 島　根 仁多 58'19

神奈川 桐蔭学園 59.46 沖　縄 本部 1.00.45 茨　城 下館南 59.44 宮　崎 小林 59'55 和歌山 河南 59'13 宮　崎 中郷 58'21

新　潟 妙高 59.49 鳥　取 湖東 1.00.47 徳　島 半田 59.44 長　崎 大瀬戸 59'57 佐　賀 伊万里 59'15 愛　媛 東 58'34

長　崎 厳原 59.55 神奈川 逗子 1.00.53 岩　手 奥中山 59.47 熊　本 下益城城南 1ﾟ00'01 茨　城 鉾田南 59'15 青　森 東北 58'37

秋　田 大館東 1.00.08 石　川 津幡南 1.01.03 鹿児島 牧園 59.55 大　分 三重 1ﾟ00'04 香　川 半田 59'16 開催地 幕張本郷 58'42

鹿児島 田代 1.00.11 福　井 小浜第二 1.01.07 大　分 三重 59.59 長　野 野沢 1ﾟ00'07 奈　良 香芝 59'23 大　分 久住 58'57

三　重 川越 1.00.13 富　山 石動 1.01.12 新　潟 岡南 1.00.07 山　形 山形第十 1ﾟ00'12 宮　崎 三股 59'25 福　島 矢吹 59'01

岩　手 花巻 1.00.17 北海道 日新 1.01.16 岐　阜 藍川東 1.00.13 静　岡 湖東 1ﾟ00'20 石　川 野田 59'34 新　潟 西 59'03

山　形 松山 1.00.23 香　川 観音寺 1.01.17 福　井 小浜第二 1.00.15 北海道 大中山 1ﾟ00'22 大　分 北 59'35 石　川 津幡 59'08

北海道 羊丘 1.00.23 岩　手 一戸 1.01.19 大　阪 芝谷 1.00.21 沖　縄 港川 1ﾟ00'35 山　口 田布施 59'39 香　川 阿南 59'09

沖　縄 コザ 1.00.33 開催地 大内 1.01.23 宮　崎 妻 1.00.38 宮　城 玉川 1ﾟ00'40 沖　縄 国頭 59'49 北海道 大中山 59'12

高　知 窪川 1.00.33 岡　山 邑久 1.01.28 北海道 大中山 1.01.00 和歌山 日進 1ﾟ01'01 高　知 西土佐 1゜00'19 神奈川 山王 59'13

富　山 城端 1.00.45 新　潟 妙高 1.01.43 和歌山 松洋 1.01.02 岐　阜 古川 1ﾟ01'05 福　井 小浜第二 1゜00'28 岩　手 湯本 59'27

佐　賀 白石 1.00.57 愛　媛 新居浜東 1.01.58 高　知 東津野 1.01.12 鳥　取 大山 1ﾟ01'12 岡　山 邑久 1゜00'30 富　山 速星 59'28

徳　島 半田 1.01.01 青　森 東北 1.01.58 東　京 暁星 1.01.26 島　根 菱川東 1ﾟ01'31 東　京 暁星 1゜00'32 沖　縄 名護 59'40

愛　媛 新居浜東 1.01.12 山　形 松山 1.02.17 青　森 大鰐 1.01.29 香　川 協和 1ﾟ01'38 三　重 倉田山 1゜00'36 東　京 第二 59'41

岐　阜 稲羽 1.01.15 秋　田 協和 1.02.40 沖　縄 コザ 1.02.04 岡　山 邑久 1ﾟ01'55 徳　島 内海 1゜00'55 福　井 小浜 59'49

和歌山 明和 1.01.34 島　根 旭丘 1.03.30 石　川 津幡南 1.02.04 三　重 川越 1ﾟ01'57 秋　田 協和 1゜01'04 三　重 内部 1ﾟ00'32

石　川 邑知 1.02.56 高　知 奈半利 1.04.48 三　重 橋南 1.02.27 新　潟 小千谷南 1ﾟ02'38 開催地 幕張本郷 1゜01'05 岡　山 妹尾 1ﾟ00'33
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千　葉 逆井 57'53 広　島 八本松 57'04 山梨 八田 56'35 福岡 河東 56'37 群　馬 吉岡 57'25” 神奈川 田奈 56'45” 1

広　島 八本松 58'03 栃　木 芳賀 57'37 広島 八本松 57'21 群馬 吉岡 56'57 福　岡 河東 57'31” 広島 西条 56'56” 2

京　都 綾部 58'18 山　梨 八田 57'38 千葉 逆井 57'45 愛知 六ツ美北 57'40 栃　木 佐野北 57'32” 徳島 北島 57'09” 3

福　岡 菅生 58'30 兵　庫 山手 57'47 群馬 吉岡 57'50 千葉 松戸第四 57'46 兵　庫 山手 57'34” 千葉 我孫子 57'12” 4

鳥　取 桜ヶ丘 58'44 長　崎 崎辺 57'47 栃木 芳賀 57'52 栃木 西那須野 57'52 香　川 大野原 58'01” 埼玉 松山東 57'13” 5

兵　庫 緑が丘 58'53 千　葉 風早 57'50 埼玉 富士見 57'57 三重 千代崎 58'00 千　葉 我孫子 58'06” 福岡 城南 57'16” 6

山　梨 櫛形 58'57 山　口 田布施 57'58 山口 田布施 58'00 山口 柳井 58'05 愛　媛 角野 58'17” 兵庫 山手 57'21” 7

岐　阜 古川 58'57 富　山 城端 58'08 鹿児島 吉野 58'07 神奈川 松林 58'08 埼　玉 富士見 58'24” 茨城 泉丘 57'23” 8

静　岡 御殿場 59'18 宮　崎 三股 58'14 静岡 富士岡 58'09 福井 中央 58'08 山　口 田布施 58'26” 群馬 赤堀 57'24” 9

愛　知 石巻 59'18 埼　玉 男衾 58'26 宮崎 緑が丘 58'25 広島 西条 58'25 静　岡 麁玉 58'30” 山梨 櫛形 57'28” 10

長　野 松川 59'28 宮　城 しらかし 58'28 兵庫 中郷 58'25 埼玉 富士見 58'26 神奈川 松林 58'32” 鹿児島 阿久根 57'35” 11

群　馬 吉岡 59'32 山　形 藤島 58'28 神奈川 万騎が原 58'27 新潟 津南 58'27 開催地 平生 58'33” 栃木 真岡 57'43” 12

山　口 平生 59'39 鳥　取 桜ヶ丘中 58'29 京都 綾部 58'45 宮城 多賀城 58'30 広　島 三原第五 58'35” 静岡 富士岡 57'43” 13

栃　木 芳賀 59'44 新　潟 小千谷南 58'30 愛知 東部 58'47 愛媛 角野 58'31 宮　城 多賀城 58'53” 青森 名川 57'44” 14

宮　城 しらかし台 59'44 静　岡 長泉北 58'33 長野 東 58'56 兵庫 北条 58'34 秋　田 八幡平 59'01” 秋田 花輪 57'53” 15

山　形 飛鳥 59'45 開催地 桑山 58'33 長崎 福江 59'00 岐阜 古川 58'37 長　野 駒ヶ根東 59'04” 山口 萩東 57'55” 16

佐　賀 東陵 59'55 茨　城 中郷 58'38 沖縄 沖縄東 59'01 茨城 波崎第二 58'41 熊　本 人吉第二 59'08” 福井 鯖江中央 57'56” 17

滋　賀 土山 59'56 群　馬 吉岡 58'40 愛媛 東 59'04 熊本 坂本 58'50 茨　城 八千代第一 59'08” 熊本 松橋 57'59” 18

高　知 鏡野 59'57 熊　本 清和 58'40 熊本 坂本 59'08 鳥取 桜ヶ丘 58'53 鳥　取 気高 59'09” 石川 津幡南 58'08” 19

秋　田 八幡平 59'59 香　川 大野原 58'42 秋田 花輪第一 59'09 富山 速星 58'55 山　形 山形第十 59'15” 北海道 上富良野 58'08” 20

埼　玉 上青木 1ﾟ00'03 岐　阜 古川 58'46 福井 中央 59'10 福島 湯本第一 58'58 徳　島 美馬 59'18” 長野 駒ヶ根東 58'14” 21

愛　媛 東 1ﾟ00'05 岩　手 有住 58'53 福岡 菅生 59'14 静岡 富士岡 58'58 福　島 中央台南 59'20” 長崎 日宇 58'15” 22

奈　良 香芝 1ﾟ00'10 滋　賀 土山 58'57 茨城 泉丘 59'19 大分 青山 59'02 石　川 津幡南 59'20” 京都 亀岡 58'18” 23

熊　本 三加和 1ﾟ00'17 徳　島 三好 58'57 山形 第二 59'20 山梨 櫛形 59'04 長　崎 真城 59'25” 新潟 吉田 58'22” 24

徳 島 池田 1ﾟ00'22 福 島 鏡石 59'04 佐賀 山内 59'20 長崎 真城 59'04 岩 手 黒石野 59'26” 大阪 東陽 58'23” 25
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山口 順位
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山口
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千　葉
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山口
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山口

徳　島 池田 1 00 22 福　島 鏡石 59 04 佐賀 山内 59 20 長崎 真城 59 04 岩 手 黒石野 59 26 大阪 東陽 58 23 25

長　崎 大瀬戸 1ﾟ00'22 愛　媛 東 59'08 福島 白河中央 59'32 島根 大東 59'05 三　重 久居 59'28” 滋賀 水口 58'26” 26

鹿児島 鹿屋東 1ﾟ00'25 佐　賀 伊万里 59'18 新潟 分水 59'44 佐賀 武雄 59'18 佐　賀 白石 59'31” 岐阜 大垣東 58'29” 27

香　川 阿南 1ﾟ00'29 鹿児島 吉野 59'21 開催地 太華 59'52 東京 西戸山 59'23 宮　崎 大淀 59'38” 岡山 吉備 58'35” 28

福　島 泉崎 1ﾟ00'34 大　分 稙田 59'25 徳島 三好 59'57 長野 駒ヶ根東 59'32 岡　山 吉備 59'41” 岩手 山田 58'37” 29

三　重 港 1ﾟ00'36 三　重 亀山中部 59'37 青森 東北 1ﾟ00'00 滋賀 土山 59'39 奈　良 富雄 59'42” 鳥取 河北 58'44” 30

岡　山 妹尾 1ﾟ00'36 愛　知 前林 59'42 岐阜 古川 1ﾟ00'04 開催地 萩東 59'43 福　井 小浜第二 59'43” 福島 中央台南 58'48” 31

東　京 第四 1ﾟ00'42 大　阪 春木 59'44 東京 羽村第一 1ﾟ00'07 香川 大野原 59'44 鹿児島 頴娃 59'52” 香川 大野原 58'48” 32

和歌山 松洋 1ﾟ00'52 島　根 大社 59'48 岩手 山田 1ﾟ00'14 北海道 的場 59'45 富　山 雄山 59'55” 開催地 田布施 58'54” 33

宮　崎 三股 1ﾟ01'00 石　川 田鶴浜 59'50 奈良 香芝北 1ﾟ00'19 奈良 香芝東 59'50 愛　知 沓掛 59'58” 愛媛 新居浜北 58'56” 34

島　根 益田 1ﾟ01'04 京　都 高龍 1ﾟ00'21 三重 宮川 1ﾟ00'20 岡山 旭東 59'54 島　根 益田東  1ﾟ00'02” 宮崎 三股 58'58” 35

新　潟 燕 1ﾟ01'06 神奈川 港南 1ﾟ00'22 石川 北辰 1ﾟ00'20 京都 東輝 59'56 和歌山 野上  1ﾟ00'09” 愛知 石巻 59'06” 36

岩　手 室根 1ﾟ01'19 秋　田 花輪第一 1ﾟ00'36 鳥取 河北 1ﾟ00'21 和歌山 野上  1ﾟ00'00 大　阪 東陽  1ﾟ00'22” 高知 香我美 59'07” 37

石　川 田鶴浜 1ﾟ01'20 和歌山 松洋 1ﾟ00'47 滋賀 土山 1ﾟ00'31 鹿児島 帖佐  1ﾟ00'01 京　都 高龍  1ﾟ00'27” 佐賀 塩田 59'09” 38

大　分 久住 1ﾟ01'22 奈　良 御所 1ﾟ01'04 大阪 東雲 1ﾟ00'36 大阪 貝塚第四  1ﾟ00'02 北海道 的場  1ﾟ00'27” 三重 名張北 59'13” 39

神奈川 初声 1ﾟ01'24 岡　山 総社東 1ﾟ01'07 香川 大野原 1ﾟ00'36 石川 津幡南  1ﾟ00'04 新　潟 吉田  1ﾟ00'45” 大分 三重 59'15” 40

青　森 野辺地 1ﾟ01'26 福　井 小浜　 1ﾟ01'09 和歌山 御坊 1ﾟ00'45 山形 山形第十  1ﾟ00'13 滋　賀 甲南  1ﾟ00'48” 宮城 多賀城 59'42” 41

沖　縄 名護 1ﾟ01'34 東　京 八王子四 1ﾟ01'31 岡山 邑久 1ﾟ00'48 沖縄 沖縄東  1ﾟ00'24 大　分 久住  1ﾟ00'53” 奈良 香芝 59'58” 42

大　阪 第十一 1ﾟ01'40 沖　縄 南風原 1ﾟ01'51 宮城 鶴が丘 1ﾟ00'56 秋田 花輪第一  1ﾟ00'26 沖　縄 沖縄東  1ﾟ01'13” 東京 西戸山  1ﾟ00'14” 43

茨　城 市立助川 1ﾟ02'10 北海道 大中山 1ﾟ04'26 高知 東 1ﾟ00'57 宮崎 日章学園  1ﾟ00'32 東　京 深川第三  1ﾟ01'13” 山形 鳥海八幡  1ﾟ00'21” 44

富　山 城端 1ﾟ02'22 青　森 野辺地 DNS 富山 志貴野 1ﾟ01'41 高知 安田  1ﾟ00'35 岐　阜 羽島  1ﾟ01'15” 和歌山 下津第二  1ﾟ00'32” 45

北海道 羊丘 1ﾟ03'05 長　野 松川 DNF 島根 第一 1ﾟ02'12 青森 十和田  1ﾟ00'38 山　梨 韮崎西  1ﾟ01'33” 沖縄 今帰仁  1ﾟ0１'17” 46

福　井 明道 1ﾟ03'11 高　知 佐中 DNS 大分 稙田東 1ﾟ02'52 徳島 三好  1ﾟ00'46 高　知 香長  1ﾟ02'25” 島根 出雲第三  1ﾟ0１'29” 47

開催地 渋谷教育学園幕張 1ﾟ04'19 福　岡 菅生 DNS 北海道 上富良野 1ﾟ03'41 岩手 見前南  1ﾟ00'53 青　森 野辺地  1ﾟ04'22” 富山 城端  1ﾟ0１'33” 48
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