
男子の部
№ ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ チーム名 監督名 １区 ２区 ３区 ４区 ５区 ６区 補員１ 補員２ 補員３

1 1 釧路市立景雲中学校 本田　貢 かなはし　けいすけ たねいち　るい とびしま　りく ただ　ゆうま さかがみ　しょうま すがわら　けいと くりはら　ゆうすけ かばさわ　しょう たかはし　しゅん

金橋　佳佑(3) 種市　類(3) 飛島　陸玖(2) 多田　勇馬(3) 坂上　奨真(3) 菅原　啓人(3) 栗原　佑輔(3) 椛澤　翔(2) 高橋　駿(1)
2 2 東北町立東北中学校 向中野　大作 まつお　こうが ふっこし　しんや おおくぼ　ひろせ のだがしら　かい おかやま　たいち はまだ　しょうえい おおしま　なおや まつお　りょうが くぼた　りゅうせい

松尾　鴻雅(3) 吹越　清陽(3) 大久保　博世(3) 野田頭　海(3) 岡山　泰智(1) 浜田　照英(2) 大嶋　直哉(2) 松尾　凌雅(1) 久保田　琉聖(2)

3 3 盛岡市立見前中学校 高柳　純彦 よしだ　ゆうと おぐら　あさひ よしだ　たくろう もり　かいと さとう　れん くぼ　こうたろう よしだ　ゆういちろう おだしま　なおたか なかむら　こうた

吉田　優斗(3) 小倉　朝陽(2) 吉田　拓郎(3) 森　海斗(3) 佐藤　蓮(3) 久保　晃太郎(3) 吉田　雄一朗(2) 小田島　有隆(3) 中村　宏大(2)

4 4 名取市立第二中学校 大槻　健一 さえき　けんた おおえ　あきのり きせ　とうま こばやし　こうへい ふくし　ひかる おおとも　ゆうき さいとう　ゆうさく いとう　ひろと あぼ　たくま
佐伯　健太(3) 大江　彰紀(3) 喜瀬　統真(3) 小林　航平(2) 福士　洸(3) 大友　湧貴(3) 齋藤　雄作(2) 伊藤　潤人(1) 阿保　匠真(2)

5 5 美郷町立美郷中学校 鈴木　潤 すずき　れお とざわ　たくと いとう　しょうご くめ　まっくす きくた　まさき さとう　りょうた せたがわ　しんや てるい　りく たかはし　りくと

鈴木　玲央(2) 戸沢　拓人(3) 伊藤　聖護(3) 久米　真楠(3) 菊田　昌希(3) 佐藤　稜汰(3) 瀬田川　真也(3) 照井　陸(3) 髙橋　陸斗(2)

6 6 上山市立南中学校 竹嶋　祐 えんどう　りょうすけ きむら　かいと うの　こうたろう さとう　せいや いしやま　ゆうと えんどう　そうた おおさわ　よしはる　 かがみ　こうへい きむら　みさき

遠藤　凌佑(3) 木村　海翔(2) 宇野　光太郎(1) 佐藤　聖夜(3) 石山　優斗(3) 遠藤　壮汰(3) 大澤　慶陽(2) 鏡　浩平(2) 木村　岬(1)
7 7 田村市立船引中学校 佐藤　洋平 すくもた　けんじ げんば　りゅうたろう いがり　ゆうた ほしの　ひろと しろいし　ともひろ わたなべ　りゅうへい さとう　りゅうが こいずみ　けん よしだ　たかなお

粠田　健司(3) 玄葉　隆太郎(3) 猪狩　佑太(3) 星野　裕人(2) 白石　智大(3) 渡辺　龍平(3) 佐藤　龍雅(3) 小泉　健(2) 吉田　公尚(3)

8 8 常陸太田市立瑞竜中学校 横山　勉 かたね　ようへい こばやし　たつや すずき　りゅうせい ふくしま　まさのり さとう　けい かわさき　るい むとう　こうだい しらいし　ひかる せきやま　けいた

片根　洋平(3) 小林　竜也(2) 鈴木　流世(3) 福島　正訓(3) 佐藤　圭(3) 川﨑　瑠唯(3) 武藤　広大(3) 白石　光(2) 関山　蛍太(2)

9 9 那須塩原市立三島中学校 渋井　博之 さいとう　はやた はたけやま　りく おおや　ひかる よしざわ　たくみ たなか　ひろのぶ ほしの　しょうた きむら　りょう よしだ　れん おかやま　ひなた

齋藤　迅太(3) 畠山　大陸(3) 大谷　陽(3) 吉澤　巧(3) 田中　宏宜(3) 星野　翔太(3) 木村　凌(3) 吉田　蓮(2) 岡山　日向(3)

10 10 前橋市立富士見中学校 加藤　雅史 あらい　ひろき はぎわら　ゆうさく いけだ　けんじ てらしま　けいいち あくざわ　りゅうせい かばさわ　きさし いそだ　しょうた いい　しゅうじ まえがわ　ともきち

新井　大貴(2) 萩原　悠策(3) 池田　賢治(3) 寺嶌　渓一(3) 阿久澤　隆成(2) 樺澤　綺颯志(3) 磯田　将太(3) 伊井　修司(1) 前川　知吉(3)

11 11 さいたま市立宮原中学校 佐藤　友彬 えんどう　ゆうすけ かしわ　ゆうご はらだ　りゅうせい えんどう　まさや きねぶち　りゅうや かたおか　けい ばば　しょうた くろす　ゆうと しばさき　りょうへい

遠藤　優介(3) 柏　優吾(2) 原田　龍生(2) 遠藤　雅也(3) 杵渕　竜弥(2) 片岡　奎(2) 馬場　翔大(2) 黒須　優翔(2) 芝﨑　亮平(2)

12 12 我孫子市立白山中学校 樋口　清和 なかみつ　さとし さいとう　しゅうへい そわ　ゆうた にしむら　しゅんき ふじわら　もと にわ　ひろと かと　たくま わだ　ゆうと はやしだ　しゅんいちろう

中光　捷(3) 齋藤　周平(2) 曽波　優太(3) 西村　駿輝(3) 藤原　基(3) 丹羽　宏斗(3) 加登　拓真(2) 和田　佑斗(2) 林田　隼一郎(1)

13 13 あきる野市立西中学校 下山　良成 まつもと　わたる とちぎ　ほだか はまにし　ゆうすけ おかべ　しょうま いとう　りゅう なかむら　つばさ さとう　しゅうへい まちや　のぶたつ たしろ　けいすけ

松本　航(3) 栃木　穂高(3) 濱西　勇輔(2) 岡部　翔真(3) 伊藤　竜(2) 中村　翼(3) 佐藤　周平(2) 町屋　伸龍(2) 田代　啓将(3)

14 14 横浜市立金沢中学校 大槻　康勝 いそべ　ゆたか きたみ　れい かべす　りゅうや かいづか　たいき すずき　しぶき おざき　りょう いぬやま　えいと むらもと　たつひこ ひぐち　りょうた

磯部　豊(2) 北見　嶺(3) 壁寸　竜弥(3) 貝塚　泰基(3) 鈴木　志吹(2) 尾﨑　涼(2) 犬山　瑛斗(3) 村本　龍彦(2) 樋口　凌大(2)

15 15 笛吹市立石和中学校 岩澤　優治 つちや　まさや ふじまき　たかし あめみや　しょう らいじょう　しょうたろう なりた　ともき たなか　めい たなか　りき ふるや　たくみ まるやま　りきや

土屋　雅也(2) 藤巻　天(3) 雨宮　聖(3) 来城　祥太郎(3) 成田　知希(2) 田中　芽意(2) 田中　莉生(1) 古屋　匠(1) 丸山　力也(2)

16 16 小千谷市立小千谷中学校 山本　仁士 おやなぎ　しゅうや さとう　ひろむ たなか　けいと ごう　しょういちろう みやざき　りょうしゅう ほし　しゅんのすけ やなぎた　ひろと かみむら　ゆうすけ まるやま　てんらい

小柳　周也(3) 佐藤　広夢(3) 田中　圭人(3) 郷　翔一朗(3) 宮崎　遼周(3) 星　駿之介(3) 栁田　大翔(2) 上村　祐輔(2) 丸山　天雷(3)

17 17 長野市立東部中学校 久保田　美智子 たかはし　ゆうき いがらし　じゅき こやま　そうや くらしま　ゆうた こまむら　そうま こばやし　ゆうき こいけ　ひかる まつやま　しゅうへい なかそね　ともや

高橋　勇輝(3) 五十嵐　珠己(3) 小山　颯也(3) 倉嶋　優太(3) 駒村　壮眞(3) 小林　祐輝(3) 小池　輝(3) 松山　周平(3) 中曽根　朋弥(2)

18 18 魚津市立東部中学校 立花　宏之 ほその　じょうじ まの　けんたろう なりせ　いつき はまだ　こうへい ただいし　よしき きた　けにすうぇいん やまぐち　りゅうのすけ よしさき　いぶき 　
細野　丈二(3) 間野　健太郎(2) 成瀬　樹(1) 濱田　航平(3) 只石　佳暉(3) 北　ｹﾆｽｳｪｲﾝ(3) 山口　龍之介(2) 吉崎　息吹(1)

19 19 七尾市立田鶴浜中学校 高田　丘 やまもと　あらし まち　さんご つじぐち　はやと かわばた　けんしん もり　りょうと さたけ　だいき さたけ　しょう まえはた　りゅうせい いしだ　ひろゆき

山本　嵐(3) 町　桟吾(2) 辻口　隼人(3) 川端　健心(3) 森　諒人(2) 佐竹　大輝(3) 佐竹　翔(1) 前畑　隆成(2) 石田　裕之(2)

20 20 越前市万葉中学校 木下　喜仁 みやした　てっぺい おおつか　りく きのした　けいご つちだ　けんし たなか　りきと だいら　しょうと まつした　りょうせい おがた　けんご みよし　りょうと

宮下　哲平(3) 大塚　理功(3) 木下　馨吾(3) 土田　拳士(2) 田中　琳貴和(3) 大良　渉人(3) 松下　怜聖(1) 尾形　憲吾(2) 三好　涼斗(1)

21 21 浜松市立北浜中学校 杉原　勇蔵 ましつま　しょうご まつしま　たくや すずき　きわむ かば　りょうすけ やなぎはら　ゆうじ すずき　なおき よしだ　えいすけ さかもと　てるあき ふるはし　たつや

松島　彰吾(3) 松島　拓也(2) 鈴木　究(2) 椛　亮介(2) 柳原　勇志(1) 鈴木　尚輝(3) 芳田　衛祐(2) 坂本　照晃(3) 古橋　龍也(3)

22 22 岡崎市立矢作中学校 宮澤　元紀 はせべ　わたる うつぎ　　しゅうた いとう　あやと いとう　たいき ますだ　ひろお わきた　あきひで わきた　ようすけ せづつ　ともや おだ　じゅんき

長谷部　航(3) 宇都木　秀太(2) 伊藤　礼人(3) 伊藤　太貴(3) 増田　大朗(3) 脇田　晃秀(3) 脇田　耀介(3) 瀬筒　智哉(2) 織田　淳生(1)

23 23 鈴鹿市立神戸中学校 鈴木　要 たがわ　こうせい ふくだ　たいき やまぐち　じゅんぺい かみじょう　まさき かみの　りょうた おくやま　かんた かわきた　いっさ いちはら　りょうた はっとり　ゆうすけ

田川　昂誠(3) 福田　泰生(2) 山口　順平(3) 上條　真輝(3) 神野　亮太(3) 奥山　幹太(2) 川北　一颯(3) 市原　領大(3) 服部　有佑(2)

24 24 高山市立中山中学校 田口　智洋 すずき　せいら なかだ　こういちろう ながた　かずま ほりかわ　こうや なおい　あさと かんばやし　たつき かわはら　ふちか おおぬき　たくと あらかわ　りょうすけ

鈴木　青空(3) 中田　滉一朗(2) 永田　一真(3) 堀川　虹哉(2) 直井　亜沙斗(1) 上林　樹生(2) 川原　生寛(2) 大貫　卓斗(3) 荒川　僚介(3)

25 25 彦根市立南中学校 北川　正人 よしおか　こうき よしだ　りゅういち まつもと　りゅうのすけ きたがわ　れいや おくだ　ひろや わかばやし　たく ふじた　しゅうへい ひびや　じゅん もり　たかし
吉岡　幸輝(3) 吉田　隆一(3) 松本　龍ノ助(3) 北川　怜弥(3) 奥田　寛也(2) 若林　拓(3) 藤田　脩平(2) 日比谷　潤(2) 森　隆志(2)

26 26 京都市立桂中学校 片山　典子 しみず　はると おぐら　こういち いしおか　たつき おかもと　かいへい くわた　ともみ こばやし　しゅんや やぎ　りょうた おじま　たくと みやざき　こうき

清水　晴斗(3) 小倉　光一(3) 石岡　樹生(3) 岡本　海平(2) 鍬田　朋海(2) 小林　峻也(3) 八木　遼太(3) 小島　拓人(1) 宮崎　紘希(1)

27 27 茨木市立西中学校 石田　卓也 まえだ　そうま あらい　かずき ももはら　りゅうせい こじま　しんや しももと　けいと なが　りくと ふくもと　ひろゆき にいなえ　ゆうたろう ふくもと　ゆたか

前田　颯真(3) 新井　和貴(3) 桃原　龍聖(3) 小島　慎也(2) 下元　圭人(3) 永　陸人(3) 福本　洋之(2) 新家　裕太郎(2) 福本　豊(3)
28 28 加古川市立山手中学校 本岡　雄太 かんねん　たくみ おおにし　りつ にしう　ゆうき みやた　りょう さかもと　ゆうき はた　ゆうだい さかた　たくみ かみえす　やまと おかだ　ひろ

閑念　拓臣(3) 大西　立(3) 西宇　佑騎(2) 宮田　亮(3) 坂元　祐喜(3) 畠　侑大(3) 坂田　拓未(3) 上江洲　寿麻斗(2) 岡田　宙(1)
29 29 橿原市立光陽中学校 殿村　義博 もりもと　しょうや くらもと　こうき さいき　けいすけ みやもと　ゆうすけ もり　しんたろう わかばやし　しゅん いしこ　まさき あずま　ふみや ふじもと　なおき

森本　翔也(3) 倉本　晃希(3) 濟木　圭介(2) 宮本　侑典(3) 森　進太郎(3) 若林　駿(3) 石古　真輝(3) 東　史也(3) 藤本　尚軌(3)

30 30 海南市立亀川中学校 湯川　征悟 すだ　りょう たにぐち　まさや なかの　たいき いなだ　こうた なかまえ　そうた つじもと　けんや きど　ないる はしもと　ゆいと ささくら　たくま

須田　諒(3) 谷口　将也(3) 中野　太貴(3) 稲田　晃太(3) 中前　壮太(3) 辻本　兼也(2) 木戸　七維滝(3) 橋本　結登(1) 笹倉　拓真(3)

31 31 鳥取市立中ノ郷中学校 澤田　翔 にしはら　だいき たなか　みき よしだ　ひびき やすだ　しょうた おくもと　ゆうき くるまい　りゅうた やまね　ゆうが たまき　えいいち くわた　だいすけ

西原　大貴(3) 田中　海希(3) 吉田　響稀(3) 安田　翔太(1) 奥本　裕貴(3) 車井　隆太(2) 山根　侑河(3) 玉木　英一(3) 桑田　大輔(1)

32 32 出雲市立第一中学校 三井　麻莉 まきはら　こうき ふじはら　れんま あだち　さつき くろだ　あつと やまさき　こうだい なかにし　たかほ おぐろ　けんたろう つちえ　たいち やまさき　ゆうだい

槇原　洸槻(3) 藤原　蓮磨(3) 足立　皐月(3) 黒田　敦斗(3) 山崎　宏大(3) 仲西　峻穂(3) 小黒　健太朗(2) 土江　大智(2) 山崎　雄大(1)

33 33 岡山市立吉備中学校 横山　純子 なごう　はるき たかしま　こうだい はやし　のぞむ よねやま　こうへい わきもと　たける わかばやし　はると かわはら　ゆうき つぼい　だいご たけなみ　きんたろう

名合　治紀(3) 高嶋　光大(3) 林　望(3) 米山　航平(3) 脇本　岳(3) 若林　陽大(2) 河原　悠樹(3) 坪井　大悟(3) 武南　金太郎(2)

34 34 坂町立坂中学校 竹下　雄介 かじやま　りんたろう ますき　ゆうと いわもと　にちか ほそさこ　かいき ひのきだに　りょうた あさの　なるみ たけぞえ　けいじ おかだ　ゆうや まつやま　りく

梶山　林太郎(2) 増木　祐斗(1) 岩本　二千翔(2) 細迫　海気(1) 桧谷　亮汰(2) 浅野　成海(3) 竹添　慧史(1) 岡田　勇哉(2) 松山　陸(2)
35 35 萩市立萩東中学校 髙木　菜満恵 ながおか　きょうた たなか　だいき いわさき　だいち なりまつ　じょう むらかみ　まさき ふくま　あつや しげむら　ゆうき まつばら　こうた かめや　たくと

長岡　京汰(2) 田中　大稀(3) 岩崎　大智(2) 成松　丈(3) 村上　正樹(1) 福間　敦也(3) 重村　悠貴(2) 松原　宏太(3) 亀屋　拓仁(3)

36 36 小豆島町立小豆島中学校 中村　徹也 むかい　ゆうすけ あけだ　しょうま ふくい　けんじ まさご　たくと もりおか　ゆうと たけがみ　せな やぎ　まさと なかた　きょうすけ おおいし　あさひ

向井　悠介(3) 明田　翔真(2) 福井　謙二(3) 真砂　拓冬(2) 森岡　祐斗(3) 竹上　世那(3) 八木　優聡(3) 中田　恭介(2) 大石　朝陽(1)

37 37 美馬市立美馬中学校 藤田　勝久 としま　こうだい まえだ　けいご としま　よしたか うやま　まさと きた　たける いわさ　みずき きた　こうき おかむら　りょうたろう さかい　だいち

戸島　広大(3) 前田　桂吾(2) 戸島　義貴(3) 宇山　真郷(2) 喜多　健生(2) 岩浅　瑞樹(2) 喜多　昂生(2) 岡村　亮太郎(1) 酒井　大地(2)

38 38 新居浜市立西中学校 矢野　有香 まつたに　そうた そなみ　ゆうが たかつき　こうたろう たなか　まさと かみもと　えいご いで　ともや おおざわ　たかや まなべ　せいら やの　りょうすけ

松谷　蒼太(3) 曽波　祐我(2) 髙月　光太郎(3) 田中　雅人(1) 紙本　英悟(3) 井出　智也(3) 大澤　貴也(2) 眞鍋　聖良(1) 矢野　良典(3)

39 39 香南市立香我美中学校 木村　憲章 うすき　かいる たいの　ゆうすけ たいの　けいすけ なかむら　ふみや おざき　よう はまぐち　みゅうた かわさき　こうた いわした　きりと あきやま　なおき

臼木　翔惟瑠(3) 田井野　悠介(2) 田井野　啓介(2) 中村　文哉(2) 尾崎　陽(3) 浜口　弥夢太(3) 川崎　皓太(1) 岩下　桐人(1) 秋山　侃樹(3)

40 40 北九州市立曽根中学校 高瀬　美玲 えら　ゆうた かわなみ　ゆうや むらた　れん つぼい　ひろき いけだ　かつし まつもと　こうよう おおくぼ　ともき なりかわ　ゆうだい つつみ　たつや

恵良　祐太(3) 川浪　侑也(2) 村田　廉(2) 坪井　宏樹(3) 池田　克史(2) 松本　光陽(3) 大久保　執稀(3) 成川　雄大(2) 堤　達也(2)
41 41 白石町立有明中学校 門田　芳彦 とみなが　かいら やまさき　しょうへい もり　ともや くりやま　りょう みつやま　こうへい みぞくち　りょうや きのした　じゅんや かたふち　ないと くぼ　じゅんや

冨永　開来(3) 山﨑　将平(3) 森　智哉(3) 栗山　諒(3) 光山　浩平(2) 溝口　椋也(3) 木下　潤也(2) 片渕　乃士(3) 久保　純也(3)

42 42 時津町立時津中学校 丸尾　梨華 とみなが　ゆうゆ もりもと　しょうた えじま　ゆうじ いのうえ　よしひろ やました　ゆきと のぐち　たいが しもがま　もとい やまのうち　けんじ うすい　しんたろう

冨永　裕憂(2) 森本　翔太(2) 江島　勇次(3) 井上　慶大(2) 山下　由希斗(3) 野口　大雅(3) 下釜　基(2) 山之内　賢二(2) 臼井　信太朗(2)

43 43 八代市立第一中学校 星田　章広 うめき　たつや しげた　きょうすけ うえむら　まさと のいり　こうすけ うえむら　だいすけ うえむら　ようすけ うえむら　まさき かたやま　かいと しまだ　りお
梅木　達陽(3) 茂田　京介(3) 上村　真慧(3) 野入　康介(2) 上村　大介(3) 上村　洋介(3) 上村　真生(3) 片山　海人(2) 島田　凜生(1)

44 44 大分市立坂ノ市中学校 宿理　智明 いたい　りゅうき おの　ちひろ はしづめ　あきひろ おおた　りゅうせい ひめの　たつや みぞぐち　りくま ゆき　さとし ふじた　けんせい きのした　とわ

板井　琉起(3) 小野　知大(3) 橋爪　暁弘(2) 太田　瑠星(1) 姫野　辰也(2) 溝口　陸真(3) 幸　聖士(3) 藤田　賢成(2) 木下　時羽(2)

45 45 宮崎市立大淀中学校 田原　義雄 おともり　りんたろう かわち　しゅうや ひだか　たいちろう なかの　なおや わきた　たかまさ みやま　あおば こはた　しんたろう なおはら　こうへい うちやま　けい

乙守　倫太朗(3) 川内　秀哉(3) 日髙　汰一朗(3) 中野　直弥(3) 脇田　教聖(3) 深山　碧巴(3) 木幡　真太郎(3) 猶原　康平(3) 内山　圭(3)
46 46 奄美市立朝日中学校 前原　成明 ながた　ともや しげのぶ　たくみ みねしま　みお とくやま　たくま ほんだ　しょうけん おおやま　しょういち わたり　らいむ さこち　こうし 　

永田　朋哉(3) 重信　拓海(2) 峯島　稔央(3) 德山　拓磨(2) 本田　彰剣(3) 大山　尚一(3) 渡　来夢(3) 迫地　航士(3)

47 47 石垣市立大浜中学校 崎田　尚孝 しまぶくろ　たいゆう いど　てんま たもと　りゅうな たふく　えいと もりた　ひろと おおしろ　たける うえち　たかや ふくち　たかまる うけもり　ひかる

島袋　太佑(3) 井戸　天馬(2) 田本　隆凪(3) 田福　英刀(2) 森田　大翔(2) 大城　岳(3) 上地　貴也(3) 福地　高丸(3) 請盛　光(1)
48 48 周南市立富田中学校 江村　達男 かわだ　けいすけ のむら　けんた はらだ　だいち くたら　しゅうじ あおき　せいや かわむら　たかふみ いしざき　あつや にしやま　ひろたか こじま　たいと

川田　啓祐(3) 野村　健太(3) 原田　大地(3) 久樂　修治(3) 青木　誠也(3) 河村　崇文(3) 石﨑　敦也(3) 西山　弘隆(3) 小島　泰斗(3)

第22回全国中学校駅伝大会  オーダー用紙


