
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 岩見沢市立光陵中学校 尾形　浩介 木村　一輝(3) 関　瞬ノ介(3) 原　旬平(3) 吉田　達弥(3) 鈴木　克弥(3) 平山　広大(3) 五十嵐　友基(1) 　 　

2 2 東北町立東北中学校 五十嵐　康彦 松尾　凌雅(2) 浜田　照英(3) 漆戸　陸(3) 大嶋　直哉(3) 蛯名　克樹(2) 竹ケ原　信(2) 岡山　泰智(2) 井上　暖翔(2) 荒木　拓海(1)

3 3 雫石町立雫石中学校 高橋　知浩 村田　涼輔(3) 杉田　真英(2) 柿木　奎又(2) 佐々木　玖弥(3) 小坂　辰明(3) 瀬川　元気(3) 照井　紀之(3) 横欠　秀斗(1) 高橋　優大(1)

4 4 仙台市立高砂中学校 小野寺　篤 鈴木　陽斗(3) 加藤　琉鳥(3) 青木　健亮(3) 五十嵐　優太(1) 喜早　駿介(2) 新川　匠海(2) 鎌田　聖哉(2) 阿部　颯斗(2) 長田　拓海(2)

5 5 大仙市立太田中学校 皆方　信悦 清水川　晴人(3) 高階　陽希(3) 東内　優篤(3) 戸澤　祥樹(3) 藤原　玲央(2) 佐藤　雅哉(3) 髙橋　佑(2) 佐藤　昂太(2) 煤賀　洋大(2)

6 6 山形市立第十中学校 鈴木　滋雄 須貝　哲也(3) 武田　瑞樹(3) 後藤　瞭太(3) 瀬野　佑月(3) 西村　直熙(3) 松岡　龍生(3) 中村　瑠吾(3) 小関　昂寛(3) 佐藤　光(2)

7 7 会津若松市立第五中学校 齋藤　守 大川原　翔(3) 後藤　大輝(3) 佐々木　空(3) 石田　健太朗(3) 二瓶　拓海(3) 押田　拓実(2) 長谷川　聖(3) 國分　史苑(3) 須佐　鷹秋(2)

8 8 北茨城市立中郷中学校 伊藤　義隆 長山　勇貴(3) 作山　雅紀(3) 菊地　廉(3) 小室　聖(3) 莊司　優斗(3) 山谷　昌也(3) 阿部　拓夢(2) 高村　駿也(2) 小山田　太郎(2)

9 9 大田原市立大田原中学校 髙橋　尚孝 青木　翔(2) 松本　翼(3) 川田　雅大(3) 松山　和希(2) 伊藤　昴(3) 工藤　巧夢(1) 佐々木　崚也(3) 郡司　義晶(3) 町田　直紀(1)

10 10 前橋市立富士見中学校 加藤　雅史 伊井　修司(2) 新井　颯人(2) 船津　望光(3) 新井　大貴(3) 下田　好輝(3) 阿久澤　隆成(3) 林　慧太(3) 小屋原　翔斗(3) 小見　貴則(1)

11 11 さいたま市立宮原中学校 佐藤　友彬 片岡　奎(3) 原田　龍生(3) 芝﨑　亮平(3) 柏　優吾(3) 黒須　優翔(3) 杵渕　竜弥(3) 前島　一穂(3) 馬場　翔大(3) 牧野　海威(1)

12 12 鎌ケ谷市立第五中学校 岡﨑　崇典 笹目　竣平(3) 中島　稜貴(3) 中村　昇太(3) 永山　龍吉(3) 横尾　真輝斗(3) 石井　睦巳(3) 東　龍之介(3) 傳野　龍矢(3) 藤澤　陽太(3)

13 13 足立区立第十一中学校 合田　大地 鍜治　武尊(3) 美甘　一碧(3) 鍜治　晃(1) 小野　留維(3) 飯川　慧(2) 杉原　悠太(2) 大村　涼馬(3) 上村　晃輔(2) 鶴澤　惇心(2)

14 14 茅ケ崎市立松林中学校 剱持　義昭 古屋　凜太朗(2) 安田　慎太郎(3) 石川　昌樹(3) 熊澤　優良(3) 關　日向(3) 力石　暁(2) 井戸田　祐也(2) 加藤　裕真(1) 　

15 15 笛吹市立石和中学校 有泉　千佳 土屋　雅也(3) 田中　莉生(2) 成田　知希(3) 本田　海斗(3) 古屋　匠(2) 田中　芽意(3) 丸山　力也(3) 保坂　隆矢(2) 池谷　颯志(2)

16 16 小千谷市立小千谷中学校 関　翔弥 長橋　悠真(2) 上村　祐輔(3) 栁田　大翔(3) 大矢　雄大(2) 渡辺　藍人(2) 中野　正貴(3) 渡辺　智也(2) 五十嵐　浩輔(1) 笹﨑　啓汰(3)

17 17 長野市立川中島中学校 野澤　重典 佐々木　柊馬(3) 越　陽汰(1) 三井　航志(2) 三井　悦志(2) 小林　礼生(3) 丸山　拓真(2) 池田　悠大(2) 竹林　諒(3) 原山　歩夢(2)

18 18 立山町立雄山中学校 中野　誠治 上田　悠真(2) 吉田　詠司(2) 土肥　嵩己(3) 西田　嵩琉(2) 堀　尋成(1) 村井　匠(2) 奥村　一貴(2) 阿閉　一樹(1) 跡池　優(2)

19 19 七尾市立田鶴浜中学校 高田　丘 森　諒人(3) 町　桟吾(3) 船山　拓真(3) 赤坂　優人(2) 中村　将来(1) 佐竹　翔(2) 山本　謙利(1) 西住　祐二(3) 得能　孝太(2)

20 20 越前市武生第一中学校 大塚　智也 伊藤　光翼(3) 渡邉　晴生(3) 清水　悠雅(3) 佐々木　涼介(2) 片山　璃玖(2) 中川　空(3) 佐々木　岳史(2) 奥山　大誠(3) 山野　光貴(3)

21 21 浜松日体中学校 庄内 俊司 鈴木　創太(1) 村松　泰地(3) 山本　雄飛(3) 松岡　皐己(3) 平野　敬大(3) 鈴木　創士(3) 山本　鏡志朗(3) 神田　丞(2) 佐藤　颯人(3)

22 22 江南市立古知野中学校 片桐　大 堀江　暁(3) 米谷　悠希(3) 永谷　連太郎(3) 磯野　陽太(3) 三輪　俊太(3) 大澤　龍平(3) 本多　桜空(2) 三輪　大祐(2) 林　健太(2)

23 23 川越町立川越中学校 波多野　大我 端野　光将(2) 太田　大晴(3) 水谷　駿介(1) 後藤　大輝(3) 西村　颯太(3) 渡邉　理雄(2) 田中　励弥(1) 出島　亘輝(3) 小林　丈留(1)

24 24 高山市立中山中学校 田口　智洋 堀川　虹哉(3) 岩島　共汰(1) 中田　滉一朗(3) 川原　生寛(3) 岩島　昇汰(1) 直井　亜沙斗(2) 橋本　達也(3) 小出　祐太(3) 仲村　颯祐(1)

25 25 大津市立南郷中学校 天野　直幸 岩田　直人(3) 居田　優太(2) 石畠　由宇(3) 國門　厚志(3) 千畑　篤士(3) 古田　七海(2) 村瀬　凜(3) 横井　尚輝(1) 　

26 26 京都市立樫原中学校 田淵　亜実 吉岡　尚紀(3) 服部　祐伎人(2) 奥村　蓮(3) 川見　暁(3) 山本　瑞樹(3) 辻井　大樹(3) 有家　颯也(3) 水谷　颯佑(2) 鳥井　理央(3)

27 27 柏原市立桜坂中学校 植野　元慎 渡部　弥来(3) 西　秀明(3) 民谷　浩二(2) 竹中　流星(3) 川野　大輝(3) 守山　直樹(3) 西田　葵(3) 有田　颯音(2) 辻　廣樹(3)

28 28 加古川市立陵南中学校 日坂　佳祐 平田　恵大(3) 橋本　優斗(3) 山田　祐斗(3) 三宅　友哉(3) 山本　圭汰(3) 藤本　珠輝(3) 廣瀬　拓海(2) 岡田　大晟(2) 大串　陸(1)

29 29 香芝市立香芝東中学校 寺下　昌宏 土坂　舜(3) 鈴木　大(3) 当麻　尊裕(2) 藤田　拓実(1) 古川　元(1) 山本　勘太(1) 大坪　和馬(3) 　 　

30 30 紀美野町立野上中学校 大野　祐嗣 水越　陸(3) 樋瀬　翔希(2) 東山　乃重瑠(3) 吉見　侑輔(2) 片畑　弥偲(1) 段木　彪我(3) 東　響樹(3) 中田　琉玖(2) 中西　源太郎(2)

31 31 鳥取市立南中学校 青野　学 石本　一樹(2) 岡田　耕作(3) 北脇　秀人(3) 山田　健人(2) 富山　佳紀(3) 西川　雄貴(3) 古井　秀幸(3) 後藤　佑也(2) 植田　葉月(2)

32 32 出雲市立河南中学校 河村　靖宏 高見　真拓(3) 杵築　悠人(3) 吉川　竜輝(3) 米山　哲平(2) 高見　歩武(1) 今若　流(3) 高見　希武(1) 高見　祐輔(2) 田中　塁(3)

33 33 岡山市立吉備中学校 横山　純子 若林　陽大(3) 山下　空良(2) 山崎　舜介(3) 丸岡　陸哉(2) 澤田　直央斗(3) 武南　金太郎(3) 佐竹　玲来(3) 蜂谷　惇(3) 武　純也(2)

34 34 坂町立坂中学校 得能　麻衣 梶山　林太郎(3) 増木　祐斗(2) 細迫　海気(2) 中野　春希(1) 竹添　慧史(2) 岩本　二千翔(3) 二井矢　颯希(1) 松本　純大(2) 久保　亮太(1)

35 35 萩市立萩東中学校 川本　哲平 長岡　京汰(3) 岩崎　大智(3) 村上　正樹(2) 楢林　蒼大(2) 山中　優輝(3) 重村　悠貴(3) 岩田　李薫(2) 坂本　右京(3) 泉山　隼人(1)

36 36 観音寺市立大野原中学校 真鍋　清 井下　大誌(3) 木山　達哉(3) 藤川　大輝(2) 佐伯　昌哉(2) 藤川　恵汰(2) 木山　克哉(3) 藤岡　駿之介(1) 豊永　雅貴(3) 米谷　啓吾(2)

37 37 美馬市立美馬中学校 藤田　勝久 岩浅　瑞樹(3) 岡村　亮太郎(2) 宇山　真郷(3) 喜多　健生(3) 前田　桂吾(3) 喜多　昂生(3) 曽我部　玲音(3) 酒井　大地(3) 藤田　康輔(3)

38 38 新居浜市立西中学校 矢野　有香 曽波　祐我(3) 橋川　大雅(2) 眞鍋　聖良(2) 田中　雅人(2) 塩崎　達也(3) 岸　望海(3) 神野　泰輝(3) 戸屋　耀弘(3) 大澤　貴也(3)

39 39 香南市立香我美中学校 木村　憲章 田井野　悠介(3) 田井野　啓介(3) 岩下　桐人(2) 川﨑　皓太(2) 十萬　尊琉(2) 中村　文哉(3) 濱口　夢楽(1) 臼木　友羅(3) 山﨑　敬太(3)

40 40 北九州市立曽根中学校 高瀬　美玲 村田　廉(3) 成川　雄大(3) 池田　克史(3) 堤　達也(3) 南　颯真(3) 川浪　侑也(3) 奥浦　智隼(2) 坪井　慎吾(3) 井上　翔磨(3)

41 41 伊万里市立青嶺中学校 菅　知佳 小島　勇気(3) 中島　一成(2) 藤本　竜汰(3) 森野　大樹(3) 井手　晃大(3) 松本　一晟(3) 中村　拓哉(3) 高田　廉太郎(2) 福川　仁(2)

42 42 時津町立時津中学校 藤本　忠彦 冨永　裕憂(3) 森本　翔太(3) 白井　大稀(3) 小林　大晟(1) 井上　慶大(3) 下釜　基(3) 淺田　朋来(3) 平松　健(3) 里﨑　航平(3)

43 43 宇土市立鶴城中学校 村田　浩昭 宮川　雄斗(3) 横原　琉星(3) 藤川　拓瑞(3) 坂口　優真(2) 内田　征冶(2) 東原　愛斗(2) 藤本　雄大(3) 古堀　翠(3) 芥川　創唯(3)

44 44 大分市立坂ノ市中学校 宿理　智明 姫野　辰也(3) 太田　瑠星(2) 萱島　和(1) 水野　博斗(3) 幸　晃太郎(2) 橋爪　暁弘(3) 木下　時羽(3) 藤田　賢成(3) 江藤　拓磨(3)

45 45 都城市立妻ケ丘中学校 米田　透 福永　創史(3) 樋口　典亮(3) 赤垣　龍平(3) 吉川　聡一郎(3) 中山　稜太(3) 永岡　大季(1) 泊　諒哉(3) 谷川　陽紀(2) 髙山　レオン(2)

46 46 姶良市立帖佐中学校 石井　翼 加藤　大誠(3) 指宿　正登(3) 鮫島　翔太(2) 今藤　健輝(2) 山下　諒真(3) 山﨑　修登(3) 隈元　崇志(3) 黒木　敬太(3) 西ノ園　悠太(3)

47 47 沖縄市立宮里中学校 平良　徳彦 金城　岳(3) 久場　啓裕(2) 長嶺　慶助(3) 友利　高啓(3) 藤原　仁(3) 浦崎　洋介(3) 津波古　大(2) 藏元　健太(3) 上里　魁星(3)

48 48 柳井市立柳井中学校 河野　明弘 古閑　幹(3) 古閑　樹(3) 武田　昌悟(3) 井阪　拓真(3) 村上　新斗(3) 山家　銀太(3) 川本　大貴(2) 國宗　佑(1) 東條　吏起(1)

第23回全国中学校駅伝大会  オーダー用紙


