
1区  3km 2区  3km 3区  3km 4区  3km 5区  3km 6区  3km

No ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ チーム名 監督名
スタート
　～  第1中継点

第1中継点
　～  第2中継点

第2中継点
　～  第3中継点

第3中継点
　～  第4中継点

第4中継点
　～  第5中継点

第5中継点
　～  ゴール 補員 補員 補員

1 1 北海道 北見市立東陵中学校 佐藤　隆延 平野　聖悟(3) 平野　竜聖(3) 木村　慶輝(2) 齊藤　陽真(3) 佐藤　昂成(2) 谷崎　友基(3) 鈴木　匠(3) 川村　純一朗(3) 　

2 2 青森 東北町立東北中学校 鶴ヶ崎　知己 成田　鈴太郎(2) 松尾　鴻雅(1) 黒川　卓(2) 沼田　一哉(2) 野田頭　海(1) 大久保　博世(1) 吹越　大清(3) 久保田　聖斗(3) 下浅　翔(2)

3 3 岩手 洋野町立種市中学校 佐藤　信之 小橋　新(3) 玉澤　拓海(3) 城内　貴央(3) 野口　一穂(1) 小林　月都(3) 川戸　匠(3) 大久保　友貴(3) 北山　大地(2) 林　海斗(2)

4 4 宮城 岩沼市立岩沼西中学校 土井　康義 三條　拓士(2) 亀井　壮太(3) 島津　達洋(3) 星　宇宙(3) 千尋　晟羅(2) 五十嵐　多玖(3) 髙橋　一成(2) 門脇　大和(2) 　

5 5 秋田 北秋田市立鷹巣中学校 田中　一也 松尾　淳之介(3) 三沢　悠也(3) 佐藤　大星(3) 長谷川　海斗(3) 亀山　侑斗(2) 畠山　卓士(2) 高橋　拓也(3) 三澤　和季(2) 佐藤　慎太郎(2)

6 6 山形 山形市立第十中学校 荒木　誠司 森　優太(3) 大澤　駿(2) 遠藤　拓郎(3) 熊澤　一誠(3) 佐々木　守(3) 海老名　裕也(3) 大沼　駿哉(2) 監物　琢杜(2) 齋藤　柊(3)

7 7 福島 二本松市立東和中学校 長正　壮平 佐久間　幸希(3) 木村　郁也(3) 鴫原　大晟(3) 紺野　響生(1) 本田　幸太(3) 佐久間　菜月(3) 近内　弥侑(3) 武藤　晴夏(1) 太田　航介(2)

8 8 茨城 常陸太田市立峰山中学校 鈴木　一美 山縣　和仁(3) 寺門　秀(3) 檜山　俊介(3) 鈴木　斗志矢(3) 冨田　翔太(3) 間宮　滉一(3) 梶山　樹(3) 萩谷　駿太(2) 小林　拓也(3)

9 9 栃木 塩谷町立塩谷中学校 枝　昌史 廻谷　賢(3) 斎藤　聖峰(3) 長谷川　瑠星(3) 君嶋　祐治(3) 森田　拓実(3) 丸山　司(3) 阿久津　司(3) 柿沼　大輝(3) 手塚　聡史(2)

10 10 群馬 中之条町立中之条中学校 里見　裕 石橋　卓也(3) 廣川　大知(3) 富澤　達弘(2) 冨沢　泰平(3) 齋藤　大海(3) 清水　崚汰(2) 綿貫　一瀬(3) 剱持　丈(3) 飯塚　那智(1)

11 11 埼玉 越谷市立栄進中学校 生方　基之 福浦　晶太(3) 鈴木　烈剛(3) 原　直輝(2) 佐藤　駿也(2) 中野　裕翔(2) 伊藤　大喜(3) 斉藤　陸佑(3) 星野　雄大(2) 橋本　新(1)

12 12 千葉 松戸市立旭町中学校 宮里　剛 青木　良憲(3) 中根　滉稀(3) 小林　彬寛(3) 関谷　海人(3) 日下部　壮(3) 田代　啓輔(3) 本木　慎吾(3) 猪野　佳宏(3) 澤村　亮汰(3)

13 13 東京 目黒区立東山中学校 工藤　工 藤田　知之(3) 井上　昂明(2) 土江　浩太郎(3) 三上　多聞(3) 森山　敦喜(2) 山名　開登(3) 辻　均(3) 笹尾　慎吾(3) 奥　恭典(1)

14 14 神奈川 横浜市立金沢中学校 小宮　昌志 濱田　康宏(3) 越川　堅太(3) 石川　湧大(3) 青木　優和(3) 松崎　伶惟(3) 平野　恭崇(3) 向井　駿介(3) 木内　裕斗(2) 北見　嶺(1)

15 15 山梨 南アルプス市立櫛形中学校 上田　直人 長谷川　孝太(2) 金森　良太(3) 築野　凌(3) 津久井　裕太(3) 穂坂　元紀(3) 樋泉　侑弥(3) 勝俣　雄登(2) 佐藤　歩(3) 山岸　陽太(3)

16 16 新潟 十日町市立吉田中学校 太島　誠 関口　恭(3) 横山　徹(2) 柳　悠(2) 佐藤　勝(3) 廣田　珠輝(3) 中嶋　竜之介(1) 佐野　裕也(3) 佐藤　寛(2) 相崎　有哉(2)

17 17 長野 駒ヶ根市立東中学校 土屋　健太 島　龍之介(3) 所河　北斗(3) 萩原　拓海(3) 馬場　隆夫(2) 滝澤　拓輝(1) 滝澤　代聖(3) 宮脇　大輝(2) 宮澤　将生(3) 林　友也(3)

18 18 富山 黒部市立桜井中学校 濱浦　幸恵 松倉　頼人(2) 冨士　慶蔵(3) 飯田　一樹(3) 長田　拓海(3) 石田　舞也(3) 福島　和(3) 猪又　亮佑(3) 村田　祐樹(2) 平岡　憲人(3)

19 19 石川 中能登町立鹿西中学校 中井　秀人 三浦　創太(2) 吉田　大海(3) 中内　龍也(2) 佐近　伊吹(3) 西　宏泰(3) 甲部　好幸(3) 谷口　佳久(2) 日光　諒弥(2) 鉾木　航(3)

20 20 福井 鯖江市鯖江中学校 宮本　和行 斉藤　駿(3) 八田　知己(3) 有田　恭也(2) 清水　裕太(3) 久我　圭孝(3) 林　貴裕(3) 堂下　陽平(3) 嶋田　祥観(3) 夏梅　拓也(2)

21 21 静岡 小山町立小山中学校 秋岡　達郎 藤曲　寛人(3) 小野寺　悠(2) 柳原　千也(2) 臼井　匡亮(3) 岩田　翔太(3) 岩田　尚大(3) 松本　大雅(3) 田代　想(2) 室伏　将司(3)

22 22 愛知 豊川市立東部中学校 山田　恭義 稲田　峻大(3) 齋藤　幹峻(3) 田中　智也(3) 後藤　敦哉(3) 稲田　航大(3) 小林　福茂(3) 千藤　瑛司(3) 八郷　浩紀(3) 山本　起弘(3)

23 23 三重 鈴鹿市立神戸中学校 角谷　和宏 塚本　樹也(3) 永戸　悠太郎(2) 杉本　一八(3) 小林　謙太(3) 津田　羅偉(2) 山田　大翔(2) 山口　順平(1) 笠原　大雅(2) 田川　昂誠(1)

24 24 岐阜 飛騨市立古川中学校 大谷　和文 清水　友斗(3) 今村　健司(3) 重山　源斗(2) 秋田　祐真(3) 根尾　学(3) 山本 兼土(3) 三栖　悠太郎(2) 阪本 周也(3) 酒井　瞭(3)

25 25 滋賀 甲賀市立城山中学校 吉岡　昌美 川島　貴哉(3) 千葉　直輝(2) 麻原　璃玖(3) 山本　穂高(3) 川崎　新太郎(2) 堀　宏貴(3) 辻井　智哉(2) 関谷　駿史(2) 藤田　英(2)

26 26 京都 京都市立西賀茂中学校 深見　幸司 小島　大輝(3) 松本　竜太(2) 鉄尾　泰造(2) 吉田　音哉(2) 吉田　律哉(2) 林　紘平(2) 松久　亮介(2) 平石　佑馬(1) 板井　翼(1)

27 27 大阪 泉大津市立東陽中学校 阪口　真由美 東　裕作(3) 山口　智也(3) 木岡　龍一(3) 稲垣　佑樹(3) 久井　一平(2) 川口　真(3) 澤　佳駿(2) 丸小野　永寿(2) 大森　凪(3)

28 28 兵庫 加古川市立山手中学校 宮永　年郎 西園　颯斗(2) 池田　親(3) 原塚　友貴(2) 山口　和樹(2) 柳　拓麻(3) 坂元　祐喜(1) 岡田　陽(2) 池田　典明(1) 閑念　拓臣(1)

29 29 奈良 香芝市立香芝東中学校 寺下　昌宏 中井　拓実(3) 中久保　翼(3) 内　秀太(3) 井上　雅典(2) 中川　航(1) 梅谷　穂志亜(1) 重藤　高彰(1) 白石　正信(1) 泉本　智則(3)

30 30 和歌山 美浜町立松洋中学校 平川　雅之 池内　拓郎(3) 川合　隼平(3) 吉川　真(2) 大石　海斗(3) 松元　大晟(3) 福田　翔(3) 中嶋　頌磨(2) 稲田　悠人(1) 岡田　柊哉(3)

31 31 鳥取 鳥取市立湖東中学校 岸本　剛 寺谷　悠人(2) 南後　建太(3) 西尾　亮祐(3) 影井　友哉(2) 亀谷　直輝(3) 南後　海里(1) 小坂　諒平(3) 安藤　佑一(3) 寺谷　研人(3)

32 32 島根 益田市立横田中学校 多久和　孝司 植木　滉一郎(3) 椋　航平(3) 和崎　裕(3) 石川　健太(2) 大田　拓磨(3) 長谷川　廉(3) 藤枝　悠太(2) 山崎　大地(3) 松本　優(3)

33 33 岡山 岡山市立旭東中学校 森　和雄 水元　一貴(3) 徳永　翼(3) 小野　一貴(1) 竹内　大将(3) 小幡　直紀(3) 谷合　太一(3) 清水　聖史(2) 矢部　樹(1) 　

34 34 広島 三原市立第五中学校 池田　義和 中山　駿(3) 田中　智久(3) 清政　祐貴(3) 中村　玲滋(3) 古寺　貴史(3) 石田　尚也(2) 泉　勇希(2) 高辻　弘一(2) 中本　翔太(1)

35 35 山口 萩市立萩東中学校 西村　武士 中村　駆(3) 横山　恒之(3) 岩崎　真弥(2) 岡　竜生(2) 田中　大稀(1) 長岡　岬汰(3) 藤田　海(3) 福間　敦也(1) 内山　智貴(3)

36 36 香川 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 三宅　健司 冨原　拓(3) 西本　空良(2) 上谷　勇樹(3) 白川　佑樹(3) 図子　翔也(1) 白川　晋也(2) 森　健太(3) 吉田　賢明(2) 藤森　靖哉(3)

37 37 徳島 美馬市立美馬中学校 新開　優也 戸島　拓海(3) 土井　晴樹(3) 土井　拓海(2) 戸島　広大(1) 上田井　佑磨(3) 岡島　瑞季(3) 香西　真太朗(3) 田中　敬司(2) 酒井　亨仁(2)

38 38 愛媛 宇和島市立吉田中学校 福岡　拓矢 河野　聖也(1) 今川　斗真(3) 長山　真也(2) 伊藤　聡史(3) 中川　蒼惟(2) 松浦　亮(3) 中島　大和(3) 中谷　功希(3) 山田　裕也(1)

39 39 高知 香南市立香我美中学校 木村　憲章 福守　勇魚(3) 野口　大地(3) 千屋　直輝(2) 千屋　祐太(3) 片岡　悠太(3) 岩川　尭世(3) 青木　心(2) 高橋　成樹(3) 西岡　京生(3)

40 40 福岡 北九州市立守恒中学校 竹村 繁広 福島　奈槻(3) 髙橋　達也(2) 伊藤　駿宏(3) 日吉　陸斗(2) 西田　龍馬(3) 守口　琉征(3) 髙尾　尚樹(1) 藤江　聖斗(2) 宮崎　礼央(3)

41 41 佐賀 伊万里市立伊万里中学校 林　良孝 松本　隆佑(3) 川原　信(3) 青木　光(3) 渕上　慶一郎(3) 松尾　太志朗(3) 山﨑　大聖(2) 大串　直樹(3) 池田　拓夢(3) 原口　亮太(3)

42 42 長崎 諫早市立西諌早中学校 村井　博史 金丸　逸樹(3) 竹下　怜央(2) 原武　幸徳(3) 森　一平(2) 川良　昂世(2) 松尾　将太郎(2) 上杉　裕太(3) 下見　和也(3) 井ノ上　裕太(2)

43 43 熊本 宇城市立不知火中学校 入江　清次 山下　凌(3) 浦野　翔太郎(3) 田尻　悠成(1) 坂田　光(3) 吉良　大樹(1) 中川　翔太(3) 中溝　優(2) 中川　達哉(2) 平木　航大(3)

44 44 大分 大分市立坂ノ市中学校 宿理　智明 小野　知大(1) 古賀　柾成(3) 川﨑　耕平(2) 関　穂嵩(2) 佐藤　亨(3) 幸　昂志(3) 渡邉　泰地(2) 溝口　陸真(1) 髙橋　一朗(1)

45 45 宮崎 三股町立三股中学校 國丸　泰司 田野　翼(3) 宮崎　柔之介(3) 重留　昂洋(2) 前田　航輝(2) 上村　友翼(1) 國分　康平(3) 川越　聖史(2) 山田　俊輔(1) 宮崎　誠(1)

46 46 鹿児島 鹿屋市立第一鹿屋中学校 岡田　政仁 坂倉　恭平(2) 郷原　一眞(2) 土屋　佑太(3) 郷原　仁成(3) 川野　啓太(3) 横山　喬亮(3) 井上　竜(1) 眞鍋　憲弘(1) 上別府　奨真(3)

47 47 沖縄 名護市立名護中学校 玉城　健司 嘉手苅　柊希(3) 宮城　響(2) 山城　幹太(3) 仲村　將吾(3) 又吉　青空(2) 細川　尊瑛(3) 森元　一真(3) 池原　圭泰(3) 岸本　幸平(3)

48 48 開催地 柳井市立柳井中学校 豊島　正行 花田　凌一(3) 久貞　海斗(3) 窪田　健作(3) 早瀬　亮雅(3) 石川　歩夢(3) 迫田　千秋(3) 武田　康佑(3) 重岡　諒行(3) 石丸　大記(2)

第20回全国中学校駅伝大会  オーダー用紙　男子


