
一般・学生（１０，０００ｍ）参加競技者ランキング

順位 記　録 F 所　属 予想区
1 10,000m  27:47.76 21 静岡 太田　智樹 ｵｵﾀ ﾄﾓｷ [F1] トヨタ自動車 第３区
2 10,000m  27:48.22 46 鹿児島 市田　孝 ｲﾁﾀﾞ ﾀｶｼ [F2] 旭化成 第３区
3 10,000m  27:48.27 20 福井 難波　天 ﾅﾝﾊﾞ ﾀｶｼ [F1] トーエネック 第３区
4 10,000m  27:49.88 10 群馬 塩尻　和也 ｼｵｼﾞﾘ ｶｽﾞﾔ [F2] 富士通 第７区
5 10,000m  27:50.64 33 岡山 岡本　雄大 ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ [F3] サンベルクス 第７区
6 10,000m  27:50.93 4 宮城 今江　勇人 ｲﾏｴ ﾕｳﾄ [F1] GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 第７区
7 10,000m  27:51.64 9 栃木 菊地　駿弥 ｷｸﾁ ｼｭﾝﾔ [F1] 中国電力 第７区
8 10,000m  27:53.79 24 岐阜 大池　達也 ｵｵｲｹ ﾀﾂﾔ [F3] トヨタ紡織 第７区
9 10,000m  27:55.97 11 埼玉 川瀬　翔矢 ｶﾜｾ ｼｮｳﾔ Ｈｏｎｄａ 第３区

10 10,000m  27:57.99 27 大阪 小林　歩 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ ＮＴＴ西日本 第７区
11 10,000m  27:59.90 18 富山 森山　真伍 ﾓﾘﾔﾏ ｼﾝｺﾞ ＹＫＫ 第３区
12 10,000m  28:00.86 34 広島 中野　翔太 ﾅｶﾉ ｼｮｳﾀ 中央大 補欠Ａ
13 10,000m  28:01.24 14 神奈川 丹所　健 ﾀﾝｼｮ ｹﾝ 東京国際大 第７区
14 10,000m  28:02.22 22 愛知 服部　大暉 ﾊｯﾄﾘ ﾀﾞｲｷ トヨタ紡織 補欠Ａ
15 10,000m  28:03.89 10 群馬 鈴木　勝彦 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ ＳＵＢＡＲＵ 第３区
16 10,000m  28:06.27 4 宮城 吉居　駿恭 ﾖｼｲ ｼｭﾝｽｹ 中央大 第３区
17 10,000m  28:06.34 2 青森 田澤　廉 ﾀｻﾞﾜ ﾚﾝ 駒澤大 第７区
18 10,000m  28:08.71 13 東京 茂木　圭次郎 ﾓｷﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ [F4] 旭化成 第７区
19 10,000m  28:11.31 34 広島 相葉　直紀 ｱｲﾊﾞ ﾅｵｷ 中電工 第７区
20 10,000m  28:11.99 7 福島 高槻　芳照 ﾀｶﾂｷ ﾖｼﾃﾙ 東京農大 第７区
21 10,000m  28:12.47 37 徳島 清水　颯大 ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀﾞｲ 大塚製薬 第３区
22 10,000m  28:13.34 34 広島 𠮷田　圭太 ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾀ [F1] 住友電工 第３区
23 10,000m  28:13.70 45 宮崎 手嶋　杏丞 ﾃｼﾏ ｷｮｳｽｹ 旭化成 第７区
24 10,000m  28:13.78 33 岡山 石原　翔太郎 ｲｼﾊﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 東海大 第３区
25 10,000m  28:15.37 3 岩手 照井　明人 ﾃﾙｲ ｱｷﾄ [F1] ＳＵＢＡＲＵ 第７区
26 10,000m  28:15.95 43 熊本 井川　龍人 ｲｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 早稲田大 第３区
27 10,000m  28:16.68 14 神奈川 内田　隼太 ｳﾁﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 法政大 第３区
28 10,000m  28:18.24 22 愛知 近藤　幸太郎 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 青山学院大 第７区
29 10,000m  28:19.53 28 兵庫 目片　将大 ﾒｶﾀ ﾏｻﾋﾛ 青山学院大 補欠Ａ
30 10,000m  28:19.72 26 京都 西　研人 ﾆｼ ｹﾝﾄ [F1] 大阪ガス 第７区
31 10,000m  28:19.76 28 兵庫 藤本　珠輝 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾏｷ 日本体育大 第７区
32 10,000m  28:20.29 16 新潟 岸本　大紀 ｷｼﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ 青山学院大 第７区
33 10,000m  28:21.72 27 大阪 葛西　潤 ｶｻｲ ｼﾞｭﾝ 創価大 第３区
34 10,000m  28:22.86 12 千葉 横手　健 ﾖｺﾃ ｹﾝ 富士通 第３区
35 10,000m  28:23.69 12 千葉 牟田　祐樹 ﾑﾀ ﾕｳｷ 日立物流 第７区
36 10,000m  28:23.94 22 愛知 田中　秀幸 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ トヨタ自動車 第３区
37 10,000m  28:24.17 30 和歌山 潰滝　大記 ﾂｴﾀｷ ﾋﾛﾉﾘ [F1] 富士通 第３区
38 10,000m  28:25.21 16 新潟 山本　唯翔 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲﾄ 城西大 補欠Ａ
39 10,000m  28:25.37 2 青森 小袖　英人 ｺｿﾃﾞ ﾋﾃﾞﾄ [F2] Ｈｏｎｄａ 第３区
40 10,000m  28:25.71 30 和歌山 若林　宏樹 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 青山学院大 補欠Ａ
41 10,000m  28:26.48 5 秋田 齋藤　椋 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ [F2] 旭化成 第３区
42 10,000m  28:27.45 4 宮城 白井　勇佑 ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ 東京国際大 補欠Ａ
43 10,000m  28:28.05 31 鳥取 岡本　直己 ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ [F7] 中国電力 第３区
44 10,000m  28:28.15 32 島根 伊藤　蒼唯 ｲﾄｳ ｱｵｲ 駒澤大 第３区
45 10,000m  28:28.26 28 兵庫 西川　雄一朗 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 住友電工 第３区
46 10,000m  28:28.86 11 埼玉 荻久保　寛也 ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾄﾓﾔ [F1] ヤクルト 第７区
47 10,000m  28:29.11 33 岡山 円　健介 ﾂﾌﾞﾗ ｹﾝｽｹ 駒澤大 補欠Ａ
48 10,000m  28:30.18 35 山口 阿部　陽樹 ｱﾍﾞ ﾊﾙｷ 中央大 第７区
49 10,000m  28:30.47 19 石川 中西　大翔 ﾅｶﾆｼ ﾀｲｶﾞ 國學院大 第３区
50 10,000m  28:30.97 16 新潟 横山　徹 ﾖｺﾔﾏ ﾃﾂ [F1] 日立物流 第３区
51 10,000m  28:33.22 37 徳島 橋本　尚斗 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾄ 大塚製薬 第７区
52 10,000m  28:33.58 21 静岡 横山　魁哉 ﾖｺﾔﾏ ｶｲﾔ 創価大 第７区
53 10,000m  28:34.05 15 山梨 宮下　隼人 ﾐﾔｼﾀ ﾊﾔﾄ [F1] コニカミノルタ 第７区
54 10,000m  28:34.19 12 千葉 椎野　修羅 ｼｲﾉ ｼｭﾗ 富士通 補欠Ａ
55 10,000m  28:34.39 11 埼玉 森　凪也 ﾓﾘ ﾅｷﾞﾔ Ｈｏｎｄａ 補欠Ａ
56 10,000m  28:35.17 23 三重 坂田　昌駿 ｻｶﾀ ﾏｻﾄｼ ＮＴＮ 第７区
57 10,000m  28:35.60 20 福井 田中　悠登 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 青山学院大 第７区
58 10,000m  28:35.72 8 茨城 赤津　勇進 ｱｶﾂ ﾕｳｼﾝ 駒澤大 補欠Ａ
59 10,000m  28:35.78 23 三重 塩澤　稀夕 ｼｵｻﾞﾜ ｷｾｷ [F1] 富士通 第３区
60 10,000m  28:35.92 6 山形 大野　陽人 ｵｵﾉ ﾊﾙﾄ 大東文化大 第７区
61 10,000m  28:36.36 24 岐阜 熊崎　貴哉 ｸﾏｻﾞｷ ﾀｶﾔ 東洋大 第３区
62 10,000m  28:36.42 36 香川 木山　達哉 ｷﾔﾏ ﾀﾂﾔ 山梨学院大 第７区
63 10,000m  28:36.53 13 東京 石塚　陽士 ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙﾄ 早稲田大 補欠Ａ
64 10,000m  28:36.57 39 高知 松本　稜 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ [F5] トヨタ自動車 第７区
65 10,000m  28:36.96 41 佐賀 山﨑　諒介 ﾔﾏｻｷ ﾘｮｳｽｹ 神奈川大 補欠Ａ
66 10,000m  28:37.90 20 福井 斎藤　将也 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾔ 城西大 補欠Ａ
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67 10,000m  28:38.27 13 東京 嶋津　雄大 ｼﾏﾂﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 創価大 第３区
68 10,000m  28:39.47 10 群馬 石田　洸介 ｲｼﾀﾞ ｺｳｽｹ 東洋大 補欠Ａ
69 10,000m  28:40.44 14 神奈川 児玉　真輝 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻｷ 明治大 補欠Ａ
70 10,000m  28:40.90 35 山口 山野　力 ﾔﾏﾉ ﾁｶﾗ 駒澤大 第３区
71 10,000m  28:41.69 31 鳥取 桑田　大輔 ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｽｹ 創価大 第７区
72 10,000m  28:41.90 15 山梨 北村　惇生 ｷﾀﾑﾗ ｽﾅｵ 山梨学院大 第３区
73 10,000m  28:42.17 7 福島 松山　和希 ﾏﾂﾔﾏ ｶｽﾞｷ 東洋大 補欠Ａ
74 10,000m  28:42.27 42 長崎 吉岡　遼人 ﾖｼｵｶ ﾘｮｳﾄ 三菱重工 補欠Ａ
75 10,000m  28:43.03 8 茨城 鈴木　聖人 ｽｽﾞｷ ｷﾖﾄ [F1] 旭化成 第７区
76 10,000m  28:45.16 44 大分 三代　和弥 ﾐｼﾛ ｶｽﾞﾔ [F1] 戸上電機製作所 第７区
77 10,000m  28:45.39 21 静岡 西澤　侑真 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 順天堂大 補欠Ａ
78 10,000m  28:45.60 45 宮崎 九嶋　恵舜 ｸｼﾏ ｹｲｼｭﾝ 東洋大 第３区
79 10,000m  28:45.87 6 山形 四釜　峻佑 ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ 順天堂大 第３区
80 10,000m  28:46.37 46 鹿児島 石丸　惇那 ｲｼﾏﾙ ｼﾞｭﾝﾅ 創価大 第７区
81 10,000m  28:46.52 25 滋賀 谷口　辰熙 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾂﾋﾛ 大東文化大 補欠Ａ
82 10,000m  28:47.17 8 茨城 湯原　慶吾 ﾕﾊﾗ ｹｲｺﾞ 小森コーポレーション 第３区
83 10,000m  28:47.33 30 和歌山 野村　優作 ﾉﾑﾗ ﾕｳｻｸ 順天堂大 第７区
84 10,000m  28:47.85 45 宮崎 湯浅　仁 ﾕｱｻ ｼﾞﾝ 中央大 補欠Ａ
85 10,000m  28:48.16 38 愛媛 木山　凌 ｷﾔﾏ ﾘｮｳ 大東文化大 補欠Ａ
86 10,000m  28:48.31 42 長崎 的野　遼大 ﾏﾄﾉ ﾘｮｳﾀ 三菱重工 第３区
87 10,000m  28:48.68 40 福岡 山本　歩夢 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾑ 國學院大 第３区
88 10,000m  28:49.13 46 鹿児島 神薗　竜馬 ｶﾐｿﾞﾉ ﾘｮｳﾏ 東海大 補欠Ａ
89 10,000m  28:49.47 9 栃木 廣澤　優斗 ﾋﾛｻﾜ ﾕｳﾄ 日本体育大 第３区
90 10,000m  28:49.49 9 栃木 海老澤　憲伸 ｴﾋﾞｻﾜ ｹﾝｼﾝ 順天堂大 補欠Ａ
91 10,000m  28:50.20 1 北海道 小松　陽平 ｺﾏﾂ ﾖｳﾍｲ [F2] 日立物流 第３区
92 10,000m  28:51.75 18 富山 丸山　幸輝 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ ＹＫＫ 第７区
93 10,000m  28:52.86 41 佐賀 西久保　遼 ﾆｼｸﾎﾞ ﾘｮｳ 青山学院大 第７区
94 10,000m  28:53.50 40 福岡 太田　蒼生 ｵｵﾀ ｱｵｲ 青山学院大 第７区
95 10,000m  28:53.77 1 北海道 藤本　竜 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ 國學院大 補欠Ａ
96 10,000m  28:55.03 35 山口 中村　優吾 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺﾞ [F1] 黒崎播磨 補欠Ａ
97 10,000m  28:55.09 40 福岡 林　虎大朗 ﾊﾔｼ ｺﾀﾛｳ 立教大 補欠Ａ
98 10,000m  28:55.79 19 石川 三上　雄太 ﾐｶﾐ ﾕｳﾀ [F1] 中国電力 第７区
99 10,000m  28:56.00 1 北海道 小野　隆一朗 ｵﾉ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 帝京大 第７区

100 10,000m  28:57.56 25 滋賀 梶谷　優斗 ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳﾄ 東海大 第３区
101 10,000m  28:57.58 37 徳島 宮木　快盛 ﾐﾔｷ ｶｲｾｲ 大塚製薬 補欠Ａ
102 10,000m  28:58.44 47 沖縄 嘉数　純平 ｶｶｽﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 國學院大 補欠Ａ
103 10,000m  29:00.14 31 鳥取 山本　龍神 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｼﾝ 国士舘大 補欠Ａ
104 10,000m  29:00.47 44 大分 柴戸　遼太 ｼﾊﾞｺ ﾘｮｳﾀ 帝京大 補欠Ａ
105 10,000m  29:03.22 32 島根 岩田　拓海 ｲﾜﾀ ﾀｸﾐ [F1] ＪＦＥスチール 第７区
106 10,000m  29:07.79 29 奈良 大森　駿斗 ｵｵﾓﾘ ﾊﾔﾄ 立命館大 第３区
107 10,000m  29:08.88 25 滋賀 安原　太陽 ﾔｽﾊﾗ ﾀｲﾖｳ 駒澤大 第７区
108 10,000m  29:08.94 36 香川 増田　空 ﾏｽﾀﾞ ｿﾗ [F1] 自衛隊体育学校 第３区
109 10,000m  29:09.53 5 秋田 高橋　銀河 ﾀｶﾊｼ ｷﾞﾝｶﾞ 神奈川大 補欠Ａ
110 10,000m  29:10.00 2 青森 村上　大樹 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲｷ [F1] 山梨学院大 補欠Ａ
111 10,000m  29:10.09 23 三重 辻野　恭哉 ﾂｼﾞﾉ ｷｮｳﾔ ＮＴＮ 補欠Ａ
112 10,000m  29:13.51 3 岩手 十文字　優一 ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞ ﾕｳｲﾁ 東洋大 補欠Ａ
113 10,000m  29:13.61 15 山梨 高木　翔瑛 ﾀｶｷ ｼｮｳｴｲ 山梨学院大 補欠Ａ
114 10,000m  29:15.30 27 大阪 呑村　大樹 ﾉﾐﾑﾗ ﾀﾞｲｷ ＮＴＴ西日本 補欠Ａ
115 10,000m  29:15.56 29 奈良 小島　大明 ｺｼﾞﾏ ﾊﾙｱｷ [F4] トヨタ紡織 第７区
116 10,000m  29:17.06 29 奈良 盛本　聖也 ﾓﾘﾓﾄ ｾｲﾔ 日本体育大 補欠Ａ
117 10,000m  29:18.30 43 熊本 赤﨑　暁 ｱｶｻｷ ｱｷﾗ [F2] 九電工 第７区
118 10,000m  29:18.70 38 愛媛 梅崎　蓮 ｳﾒｻﾞｷ ﾚﾝ 東洋大 第７区
119 10,000m  29:19.03 44 大分 日髙　拓夢 ﾋﾀﾞｶ ﾀｸﾑ 帝京大 第３区
120 10,000m  29:20.08 42 長崎 花尾　恭輔 ﾊﾅｵ ｷｮｳｽｹ 駒澤大 第７区
121 10,000m  29:26.50 36 香川 武村　佳尚 ﾀｹﾑﾗ ﾖｼﾋｻ 香川ＲＴ 補欠Ａ
122 10,000m  29:26.76 47 沖縄 大城　義己 ｵｵｼﾛ ﾖｼｷ [F1] トヨタ自動車九州 第７区
123 10,000m  29:27.57 38 愛媛 千守　倫央 ﾁﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ 中央大 第３区
124 10,000m  29:27.58 18 富山 東山　静也 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｼｽﾞﾔ 駒澤大 補欠Ａ
125 10,000m  29:30.48 43 熊本 鶴川　正也 ﾂﾙｶﾜ ﾏｻﾔ 青山学院大 補欠Ａ
126 10,000m  29:30.94 5 秋田 竹村　拓真 ﾀｹﾑﾗ ﾀｸﾏ 東海大 第７区
127 10,000m  29:35.47 7 福島 山口　智規 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾉﾘ [F1] 早稲田大 第３区
128 10,000m  29:38.16 17 長野 木村　暁仁 ｷﾑﾗ ｱｷﾋﾄ 専修大 第３区
129 10,000m  29:44.53 17 長野 上野　裕一郎 ｳｴﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ [F6] セントポールクラブ 第７区
130 10,000m  29:48.67 47 沖縄 上原　琉翔 ｳｴﾊﾗ ﾘｭｳﾄ 國學院大 第３区
131 10,000m  29:52.57 39 高知 岸本　遼太郎 ｷｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ 東洋大 第３区
132 10,000m  30:07.21 26 京都 赤星　雄斗 ｱｶﾎｼ ﾕｳﾄ 駒澤大 補欠Ａ
133 10,000m  30:14.11 17 長野 伊藤　大志 ｲﾄｳ ﾀｲｼ 早稲田大 補欠Ａ
134 10,000m  30:14.12 41 佐賀 間瀬田　純平 ﾏｾﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 早稲田大 第３区
135 10,000m  30:14.48 39 高知 久松　大海 ﾋｻﾏﾂ ﾋﾛﾐ 県庁ランニングクラブ 補欠Ａ
136 10,000m  30:16.78 3 岩手 及川　瑠音 ｵｲｶﾜ ﾙｵﾝ 東洋大 第３区
137 10,000m  30:17.85 24 岐阜 山田　真生 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｷ 立命館大 補欠Ａ
138 10,000m  30:18.60 19 石川 中西　唯翔 ﾅｶﾆｼ ﾕｲﾄ 國學院大 補欠Ａ
139 10,000m  30:27.68 6 山形 志貴　勇斗 ｼｷ ﾊﾔﾄ 青山学院大 補欠Ａ
140 10,000m  30:52.18 32 島根 杉原　健吾 ｽｷﾞﾊﾗ ｹﾝｺﾞ 環太平洋大 補欠Ａ

一般・学生（５，０００ｍ）参加競技者ランキング
順位 記　録 F 所　属 予想区

1 5,000m  13:22.91 26 京都 佐藤　圭汰 ｻﾄｳ ｹｲﾀ 駒澤大 第３区
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高校生（５，０００ｍ）参加競技者ランキング
順位 記　録 F 所　属 予想区

1 5,000m  13:22.99 17 長野 吉岡　大翔 ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾄ 佐久長聖高 第１区
2 5,000m  13:37.46 28 兵庫 長嶋　幸宝 ﾅｶﾞｼﾏ ｿﾅﾀ 西脇工高 第１区
3 5,000m  13:52.18 27 大阪 七枝　直 ﾅﾅﾂｴ ﾅｵ 関大北陽高 第１区
4 5,000m  13:54.90 33 岡山 南坂　柚汰 ﾐﾅﾐｻｶ ﾕｳﾀ 倉敷高 第５区
5 5,000m  13:55.84 43 熊本 楠岡　由浩 ｸｽｵｶ ﾖｼﾋﾛ 慶誠高 第１区
6 5,000m  13:56.18 5 秋田 大野　聖登 ｵｵﾉ ｷﾖﾄ 秋田工高 第１区
7 5,000m  13:56.45 25 滋賀 安原　海晴 ﾔｽﾊﾗ ｶｲｾｲ 滋賀学園高 第５区
8 5,000m  13:56.56 29 奈良 滝本　朗史 ﾀｷﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 智辯カレッジ高 第４区
9 5,000m  13:56.65 28 兵庫 前田　和摩 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 報徳学園高 第５区

10 5,000m  13:56.88 10 群馬 青木　丈侑 ｱｵｷ ｼﾞｮｳ 東京農大二高 補欠Ｂ
11 5,000m  13:57.02 26 京都 柴田　大地 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ 洛南高 第５区
12 5,000m  13:57.15 17 長野 永原　颯磨 ﾅｶﾞﾊﾗ ｿｳﾏ 佐久長聖高 第４区
13 5,000m  13:57.45 28 兵庫 熊井　渓人 ｸﾏｲ ｹｲﾄ 須磨学園高 第４区
14 5,000m  13:57.79 17 長野 山口　竣平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ 佐久長聖高 第５区
15 5,000m  13:58.00 12 千葉 工藤　慎作 ｸﾄﾞｳ ｼﾝｻｸ 八千代松陰高 第４区
16 5,000m  13:59.06 11 埼玉 小山　翔也 ｺﾔﾏ ｼｮｳﾔ 埼玉栄高 第１区
17 5,000m  13:59.46 13 東京 田中　純 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ 城西大城西高 第１区
18 5,000m  13:59.70 3 岩手 工藤　信太朗 ｸﾄﾞｳ ｼﾝﾀﾛｳ 一関学院高 第１区
19 5,000m  13:59.81 12 千葉 綾　一輝 ｱﾔ ｶｽﾞｷ 八千代松陰高 第１区
20 5,000m  13:59.82 1 北海道 大橋　正昊 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 札幌山の手高 第１区
21 5,000m  14:00.00 7 福島 大湊　柊翔 ｵｵﾐﾅﾄ ｼｭｳﾄ 学法石川高 第１区
22 5,000m  14:00.57 26 京都 岡田　開成 ｵｶﾀﾞ ｶｲｾｲ 洛南高 第１区
23 5,000m  14:00.93 29 奈良 植阪　嶺児 ｳｴｻｶ ﾚｲｼﾞ 智辯カレッジ高 第１区
24 5,000m  14:02.11 45 宮崎 佐藤　愛斗 ｻﾄｳ ｱｲﾄ 小林高 第１区
25 5,000m  14:02.90 15 山梨 成沢　翔英 ﾅﾙｻﾜ ｼｮｳｴｲ 山梨学院高 第５区
26 5,000m  14:03.05 33 岡山 桑田　駿介 ｸﾜﾀ ｼｭﾝｽｹ 倉敷高 第１区
27 5,000m  14:03.88 26 京都 大西　裕翔 ｵｵﾆｼ ﾕｳﾄ 京都外大西高 第４区
28 5,000m  14:03.91 34 広島 村上　響 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾋﾞｷ 世羅高 第１区
29 5,000m  14:04.44 28 兵庫 新妻　玲旺 ﾆｲﾂﾞﾏ ﾚｵ 西脇工高 補欠Ｂ
30 5,000m  14:04.47 26 京都 西澤　マハロ ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾊﾛ 洛南高 補欠Ｂ
31 5,000m  14:05.22 35 山口 山﨑　草太 ﾔﾏｻｷ ｿｳﾀ 西京高 第１区
32 5,000m  14:05.93 13 東京 尾熊　迅斗 ｵｸﾞﾏ ﾊﾔﾄ 東京実高 補欠Ｂ
33 5,000m  14:06.11 43 熊本 荒牧　琢登 ｱﾗﾏｷ ﾀｸﾄ 開新高 第４区
34 5,000m  14:06.64 10 群馬 德本　陽 ﾄｸﾓﾄ ﾋﾅﾀ 東京農大二高 第５区
35 5,000m  14:07.51 11 埼玉 松井　海斗 ﾏﾂｲ ｶｲﾄ 埼玉栄高 第４区
36 5,000m  14:07.75 40 福岡 谷本　昂士郎 ﾀﾆﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ 大牟田高 第１区
37 5,000m  14:08.04 33 岡山 檜垣　蒼 ﾋｶﾞｷ ｱｵｲ 倉敷高 第４区
38 5,000m  14:08.19 4 宮城 齊藤　大空 ｻｲﾄｳ ｿﾗ 利府高 第１区
39 5,000m  14:08.33 9 栃木 山口　彰太 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 佐野日大高 第４区
40 5,000m  14:08.73 10 群馬 原田　望睦 ﾊﾗﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 東京農大二高 第１区
41 5,000m  14:08.90 13 東京 鈴木　耕太郎 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 國學院久我山高 第５区
42 5,000m  14:10.39 35 山口 平川　瑠星 ﾋﾗｶﾜ ﾘｭｳｾｲ 西京高 第４区
43 5,000m  14:10.55 9 栃木 山口　聡太 ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ 佐野日大高 第５区
44 5,000m  14:10.56 27 大阪 鳥井　健太 ﾄﾘｲ ｹﾝﾀ 清風高 第５区
45 5,000m  14:10.79 25 滋賀 宮地　大哉 ﾐﾔｼﾞ ﾀﾞｲﾔ 滋賀学園高 補欠Ｂ
46 5,000m  14:11.01 17 長野 松尾　悠登 ﾏﾂｵ ﾊﾙﾄ 佐久長聖高 補欠Ｂ
47 5,000m  14:11.02 21 静岡 野中　恒亨 ﾉﾅｶ ﾋﾛﾐﾁ 浜松工高 第１区
48 5,000m  14:11.15 7 福島 谷中　晴 ﾀﾆﾅｶ ﾊﾙ 帝京安積高 第５区
49 5,000m  14:11.38 8 茨城 小柴　裕士郎 ｺｼﾊﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 水城高 第１区
50 5,000m  14:11.39 24 岐阜 安島　莉玖 ｱﾝｼﾞﾏ ﾘｸ 大垣日大高 第１区
51 5,000m  14:11.68 45 宮崎 池間　凛斗 ｲｹﾏ ﾘｲﾄ 小林高 第５区
52 5,000m  14:12.13 4 宮城 後村　光星 ｱﾄﾑﾗ ｺｳｾｲ 仙台育英高 第４区
53 5,000m  14:12.17 46 鹿児島 池田　結楽 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 出水中央高 第１区
54 5,000m  14:12.78 34 広島 中村　海斗 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 世羅高 第５区
55 5,000m  14:13.64 42 長崎 川原　琉人 ｶﾜﾊﾗ ﾘｭｳﾄ 五島南高 第１区
56 5,000m  14:13.95 21 静岡 杉浦　柊人 ｽｷﾞｳﾗ ｼｭｳﾄ 藤枝明誠高 第５区
57 5,000m  14:14.24 22 愛知 河野　温喜 ｺｳﾉ ﾊﾙｷ 名経大高蔵高 第５区
58 5,000m  14:14.53 44 大分 松井　一 ﾏﾂｲ ﾊｼﾞﾒ 大分東明高 第１区
59 5,000m  14:14.73 33 岡山 植月　俊太 ｳｴﾂｷ ｼｭﾝﾀ 倉敷高 補欠Ｂ
60 5,000m  14:14.78 34 広島 田原　琥太郎 ﾀﾊﾗ ｺﾀﾛｳ 西条農高 補欠Ｂ
61 5,000m  14:15.30 4 宮城 大濱　逞真 ｵｵﾊﾏ ﾀｸﾏ 仙台育英高 補欠Ｂ
62 5,000m  14:15.42 18 富山 高森　そら ﾀｶﾓﾘ ｿﾗ 高岡向陵高 第１区
63 5,000m  14:15.47 42 長崎 牟田　凜太 ﾑﾀ ﾘﾝﾀ 鎮西学院高 第５区
63 5,000m  14:15.47 12 千葉 小河原　陽琉 ｵｶﾞﾜﾗ ﾋｶﾙ 八千代松陰高 第５区
65 5,000m  14:15.61 40 福岡 舩津　類生 ﾌﾅﾂ ﾙｲ 福岡一高 第５区
66 5,000m  14:15.68 43 熊本 椙山　一颯 ｽｷﾞﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 九州学院高 補欠Ｂ
67 5,000m  14:15.80 47 沖縄 前原　颯斗 ﾏｴﾊﾗ ﾊﾔﾄ 北山高 第１区
68 5,000m  14:16.12 15 山梨 内堀　勇 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾕｳ 巨摩高 第１区
68 5,000m  14:16.12 15 山梨 小島　光稀 ｺｼﾞﾏ ﾐﾂｷ 山梨学院高 第４区
70 5,000m  14:16.38 14 神奈川 伊藤　春輝 ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 橘高 第１区
71 5,000m  14:16.58 22 愛知 平松　享祐 ﾋﾗﾏﾂ ｷｮｳｽｹ 中部大一高 第１区
72 5,000m  14:16.73 23 三重 古橋　希翁 ﾌﾙﾊｼ ｷｵ 伊賀白鳳高 第５区
73 5,000m  14:17.02 43 熊本 永本　脩 ﾅｶﾞﾓﾄ ｼｭｳ 九州学院高 第５区
74 5,000m  14:17.47 27 大阪 林　龍正 ﾊﾔｼ ﾘｭｳｾｲ 大阪高 第４区
75 5,000m  14:17.82 1 北海道 廣田　陸 ﾋﾛﾀ ﾘｸ 北海道栄高 第５区
76 5,000m  14:18.31 23 三重 島子　公佑 ｼﾏｺ ｺｳｽｹ 伊賀白鳳高 第１区
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77 5,000m  14:18.34 41 佐賀 谷口　颯太 ﾀﾆｸﾞﾁ ｿｳﾀ 鳥栖工高 第１区
78 5,000m  14:18.71 25 滋賀 柴田　侑 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳ 滋賀学園高 第１区
79 5,000m  14:18.89 1 北海道 野﨑　翔太郎 ﾉｻﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 札幌山の手高 第４区
80 5,000m  14:19.19 45 宮崎 藤本　祐輔 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｽｹ 小林高 第４区
81 5,000m  14:19.30 30 和歌山 安東　海音 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｲﾄ 和歌山北高 第１区
82 5,000m  14:19.55 40 福岡 青木　龍翔 ｱｵｷ ﾘｮｳﾄ 大牟田高 補欠Ｂ
83 5,000m  14:19.75 14 神奈川 古川　達也 ﾌﾙｶﾜ ﾀﾂﾔ 橘高 第５区
84 5,000m  14:19.90 27 大阪 乙守　勇志 ｵﾄﾓﾘ ﾕｳｼ 大阪高 補欠Ｂ
85 5,000m  14:20.08 29 奈良 柏木　優希 ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳｷ 智辯カレッジ高 第５区
86 5,000m  14:20.38 46 鹿児島 塚田　和樹 ﾂｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ 鹿児島実高 第５区
87 5,000m  14:20.42 15 山梨 和田　瑛登 ﾜﾀﾞ ｱｷﾄ 山梨学院高 補欠Ｂ
88 5,000m  14:20.48 7 福島 薄根　大河 ｳｽﾈ ﾀｲｶﾞ 学法石川高 第４区
89 5,000m  14:20.54 14 神奈川 可児　悠貴 ｶﾆ ﾕｳｷ 東海大相模高 第４区
90 5,000m  14:22.19 11 埼玉 久保田　琉月 ｸﾎﾞﾀ ﾙｷ 埼玉栄高 第５区
91 5,000m  14:22.55 44 大分 中島　巨翔 ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾄ 藤蔭高 第５区
92 5,000m  14:22.56 4 宮城 大西　柊太朗 ｵｵﾆｼ ｼｭｳﾀﾛｳ 仙台育英高 第５区
93 5,000m  14:22.76 14 神奈川 木島　陸 ｷｼﾞﾏ ﾘｸ 相洋高 補欠Ｂ
94 5,000m  14:23.05 1 北海道 後藤　琉太朗 ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ 東海大札幌高 補欠Ｂ
95 5,000m  14:23.14 20 福井 上山　詩樹 ｳｴﾔﾏ ｼｷ 敦賀気比高 第４区
96 5,000m  14:23.59 25 滋賀 田井中　悠成 ﾀｲﾅｶ ﾕｳｾｲ 滋賀学園高 第４区
97 5,000m  14:23.76 13 東京 伊藤　匠海 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 拓殖大一高 第４区
97 5,000m  14:23.76 18 富山 纓坂　倭人 ｵｻﾞｶ ﾔﾏﾄ 高岡向陵高 第５区
99 5,000m  14:24.20 5 秋田 米村　修翔 ﾖﾈﾑﾗ ｼｭｳﾄ 秋田工高 第４区

100 5,000m  14:24.67 29 奈良 近森　遥斗 ﾁｶﾓﾘ ﾊﾙﾄ 智辯カレッジ高 補欠Ｂ
101 5,000m  14:24.70 47 沖縄 具志堅　一斗 ｸﾞｼｹﾝ ｲｯﾄ コザ高 第５区
102 5,000m  14:24.85 20 福井 森　稜真 ﾓﾘ ﾘｮｳﾏ 敦賀気比高 第５区
103 5,000m  14:25.11 3 岩手 中嶋　大飛 ﾅｶｼﾏ ﾀﾞｲﾋ 花巻東高 第５区
104 5,000m  14:25.54 34 広島 小島　悠生 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｾｲ 世羅高 第４区
105 5,000m  14:25.88 36 香川 三宅　駿 ﾐﾔｹ ｼｭﾝ 四学香川西高 第１区
106 5,000m  14:26.06 35 山口 賀山　亮成 ｶﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ 西京高 第５区
107 5,000m  14:26.83 16 新潟 片桐　禅太 ｶﾀｷﾞﾘ ｾﾞﾝﾀ 中越高 第１区
108 5,000m  14:26.84 30 和歌山 三原　涼雅 ﾐﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ 日高高 第５区
109 5,000m  14:27.38 5 秋田 加藤　秀 ｶﾄｳ ｽｸﾞﾙ 横手清陵学院高 第５区
110 5,000m  14:27.70 8 茨城 浅野　結太 ｱｻﾉ ﾕｳﾀ 鹿島学園高 第４区
111 5,000m  14:27.83 41 佐賀 松江　耕輔 ﾏﾂｴ ｺｳｽｹ 白石高 第４区
112 5,000m  14:27.85 21 静岡 松田　拓也 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾔ 韮山高 補欠Ｂ
113 5,000m  14:27.94 8 茨城 助川　颯都 ｽｹｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 水城高 補欠Ｂ
114 5,000m  14:28.24 23 三重 鈴木　千翔 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾄ 伊賀白鳳高 補欠Ｂ
115 5,000m  14:28.50 21 静岡 根上　和樹 ﾈｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ 御殿場西高 第４区
116 5,000m  14:29.13 20 福井 細田　峰生 ﾎｿﾀﾞ ﾎｳｾｲ 鯖江高 第１区
116 5,000m  14:29.13 19 石川 宮倉　騎士 ﾐﾔｸﾗ ﾅｲﾄ 遊学館高 第１区
118 5,000m  14:29.32 37 徳島 國安　一翔 ｸﾆﾔｽ ｲｯﾄ つるぎ高 第１区
119 5,000m  14:29.51 45 宮崎 成合　洸琉 ﾅﾘｱｲ ﾀｹﾙ 宮崎日大高 補欠Ｂ
120 5,000m  14:29.70 23 三重 秋山　稟央 ｱｷﾔﾏ ﾘｵ 伊賀白鳳高 第４区
121 5,000m  14:29.98 36 香川 石井　啓太 ｲｼｲ ｹｲﾀ 小豆島中央高 第５区
122 5,000m  14:30.01 24 岐阜 加藤　優弥 ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 中京高 第４区
123 5,000m  14:30.72 24 岐阜 中嶋　希 ﾅｶｼﾏ ﾉｿﾞﾑ 美濃加茂高 第５区
124 5,000m  14:31.02 39 高知 長﨑　海弥 ﾅｶﾞｻｷ ﾋﾛﾔ 高知農高 第１区
125 5,000m  14:31.15 9 栃木 大島　福 ｵｵｼﾏ ﾌｸ 佐野日大高 第１区
126 5,000m  14:31.55 35 山口 重山　弘徳 ｼｹﾞﾔﾏ ﾋﾛﾉﾘ 西京高 補欠Ｂ
127 5,000m  14:31.60 31 鳥取 田中　琉聖 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ 鳥取城北高 第４区
128 5,000m  14:31.69 24 岐阜 栗本　航希 ｸﾘﾓﾄ ｺｳｷ 県岐阜商高 補欠Ｂ
129 5,000m  14:32.32 32 島根 田原　匠真 ﾀﾊﾞﾗ ｼｮｳﾏ 平田高 第１区
130 5,000m  14:32.69 22 愛知 松井　寛翔 ﾏﾂｲ ﾋﾛﾄ 豊田大谷高 第４区
131 5,000m  14:33.28 41 佐賀 石川　蒼大 ｲｼｶﾜ ｱｵ 鳥栖工高 補欠Ｂ
132 5,000m  14:33.63 8 茨城 宮崎　優 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳ 東洋大牛久高 第５区
133 5,000m  14:33.86 38 愛媛 松木　鉄人 ﾏﾂｷﾞ ﾃﾂﾄ 新居浜東高 第４区
134 5,000m  14:34.15 22 愛知 相地　一夢 ｱｲﾁ ｶｽﾞﾑ 豊川高 補欠Ｂ
135 5,000m  14:34.33 31 鳥取 山本　琉楓 ﾔﾏﾓﾄ ﾙｶ 八頭高 第５区
136 5,000m  14:34.68 10 群馬 高草木　架月 ﾀｶｸｻｷﾞ ｶﾂﾞｷ 樹徳高 第４区
137 5,000m  14:34.90 31 鳥取 山田　雅貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 八頭高 第１区
138 5,000m  14:34.91 40 福岡 辻　誉 ﾂｼﾞ ﾎﾏﾚ 福岡一高 第４区
139 5,000m  14:36.49 41 佐賀 笠原　大輔 ｶｻﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 鳥栖工高 第５区
140 5,000m  14:36.62 2 青森 福井　陽仁 ﾌｸｲ ﾊﾙﾄ 青森山田高 第１区
141 5,000m  14:36.99 39 高知 高石　樹 ﾀｶｲｼ ｲﾂｷ 高知工高 第４区
142 5,000m  14:37.56 3 岩手 阿部　倫久 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾋｻ 専修大北上高 第４区
143 5,000m  14:37.84 11 埼玉 松浦　輝仁 ﾏﾂｳﾗ ｷﾗﾄ 坂戸西高 補欠Ｂ
144 5,000m  14:37.91 38 愛媛 廣瀬　弘汰 ﾋﾛｾ ｺｳﾀ 今治北高 第１区
144 5,000m  14:37.91 16 新潟 徳善　龍 ﾄｸｾﾞﾝ ﾘｭｳ 中越高 第４区
146 5,000m  14:38.04 20 福井 木下　道晴 ｷﾉｼﾀ ﾐﾁﾃﾙ 鯖江高 補欠Ｂ
147 5,000m  14:38.16 31 鳥取 後藤　悠真 ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾏ 米子松蔭高 補欠Ｂ
148 5,000m  14:38.45 2 青森 近藤　玲旺 ｺﾝﾄﾞｳ ﾚｵ 青森山田高 補欠Ｂ
149 5,000m  14:38.69 19 石川 小松　幹汰 ｺﾏﾂ ｶﾝﾀ 遊学館高 第５区
150 5,000m  14:38.94 12 千葉 鈴木　琉胤 ｽｽﾞｷ ﾙｲ 八千代松陰高 補欠Ｂ
151 5,000m  14:39.30 19 石川 美馬　伊吹 ﾐﾏ ｲﾌﾞｷ 遊学館高 第４区
152 5,000m  14:39.31 3 岩手 欠端　陽翔 ｶｹﾊﾀ ﾊﾙﾄ 花巻東高 補欠Ｂ
153 5,000m  14:39.34 46 鹿児島 飯田　翔大 ｲｲﾀﾞ ｶｲﾄ 出水中央高 第４区
154 5,000m  14:39.53 46 鹿児島 櫨元　優馬 ﾊｾﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ 鹿児島城西高 補欠Ｂ



155 5,000m  14:39.68 44 大分 荒尾　波瑠 ｱﾗｵ ﾊﾙ 大分東明高 第４区
156 5,000m  14:40.66 39 高知 田辺　真咲 ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ 高知工高 第５区
157 5,000m  14:41.52 37 徳島 矢上　嵩護 ﾔｶﾞﾐ ｼｭｳｺﾞ 鳴門高 第５区
158 5,000m  14:43.01 16 新潟 山口　千皓 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁﾋﾛ 開志国際高 第５区
159 5,000m  14:43.13 2 青森 村澤　大雅 ﾑﾗｻﾜ ﾀｲｶﾞ 青森山田高 第４区
160 5,000m  14:43.48 47 沖縄 宮城　新来 ﾐﾔｷﾞ ﾆﾗｲ 名護高 第４区
161 5,000m  14:44.23 42 長崎 牟田　颯太 ﾑﾀ ｿｳﾀ 鎮西学院高 第４区
162 5,000m  14:44.47 30 和歌山 上野山　拳士朗 ｳｴﾉﾔﾏ ｹﾝｼﾛｳ 和歌山北高 第４区
163 5,000m  14:44.98 44 大分 束木原　海 ﾂｶｷﾊﾗ ｶｲ 大分東明高 補欠Ｂ
164 5,000m  14:45.03 6 山形 髙見　泰杜 ﾀｶﾐ ﾋﾛﾄ 東海大山形高 第４区
165 5,000m  14:45.32 36 香川 藤田　大輝 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 小豆島中央高 第４区
166 5,000m  14:45.57 32 島根 多原　大和 ﾀﾊﾞﾗ ﾔﾏﾄ 出雲工高 第４区
167 5,000m  14:45.59 37 徳島 森　丈二 ﾓﾘ ｼﾞｮｳｼﾞ 鳴門高 第４区
168 5,000m  14:45.64 2 青森 棟方　一楽 ﾑﾅｶﾀ ｶｽﾞﾗ 弘前実高 第５区
169 5,000m  14:46.05 16 新潟 皆川　武蔵 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾑｻｼ 中越高 補欠Ｂ
170 5,000m  14:46.33 42 長崎 出口　凜太郎 ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾘﾝﾀﾛｳ 瓊浦高 補欠Ｂ
171 5,000m  14:46.42 6 山形 松岡　一星 ﾏﾂｵｶ ｲｯｾｲ 九里学園高 補欠Ｂ
172 5,000m  14:46.44 6 山形 設楽　琉惺 ｼﾀﾗ ﾘｭｳｾｲ 東海大山形高 第１区
173 5,000m  14:46.67 39 高知 垣本　仁翔 ｶｷﾓﾄ ﾏｻﾄ 高知農高 補欠Ｂ
174 5,000m  14:47.01 30 和歌山 宮本　優希 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｷ 智辯和歌山高 補欠Ｂ
175 5,000m  14:48.07 38 愛媛 檜垣　心 ﾋｶﾞｷ ｼﾝ 松山商高 補欠Ｂ
176 5,000m  14:48.14 6 山形 庄司　瑞輝 ｼｮｳｼﾞ ﾐｽﾞｷ 酒田南高 第５区
177 5,000m  14:48.93 47 沖縄 金　昇生 ｷﾝ ｼｮｳｷ 那覇西高 補欠Ｂ
178 5,000m  14:49.32 38 愛媛 丹　柊太郎 ﾀﾝ ｼｭｳﾀﾛｳ 松山商高 第５区
179 5,000m  14:49.34 32 島根 佐野　泰斗 ｻﾉ ﾋﾛﾄ 平田高 第５区
180 5,000m  14:49.37 36 香川 植田　快晴 ｳｴﾀﾞ ｶｲｾｲ 小豆島中央高 補欠Ｂ
181 5,000m  14:51.74 18 富山 櫻井　優太 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾀ 高岡向陵高 第４区
182 5,000m  14:52.95 18 富山 吉田　煌志 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼ 富山商高 補欠Ｂ
183 5,000m  14:54.96 5 秋田 小松　聖 ｺﾏﾂ ﾋｼﾞﾘ 秋田工高 補欠Ｂ
184 5,000m  14:55.35 9 栃木 河原　蒼 ｶﾜﾊﾗ ｱｵｲ 文星芸大高 補欠Ｂ
185 5,000m  14:59.5 32 島根 佐々木　一哲 ｻｻｷ ｲｯﾃﾂ 平田高 補欠Ｂ
186 5,000m  15:00.45 37 徳島 西田　龍希亜 ﾆｼﾀﾞ ﾙｷｱ 鳴門高 補欠Ｂ
187 5,000m  15:05.13 7 福島 小田切　幹太 ｺﾀｷﾞﾘ ｶﾝﾀ 学法石川高 補欠Ｂ
188 5,000m  15:08.39 19 石川 中川　新太 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾀ 遊学館高 補欠Ｂ



中学生（３，０００ｍ）参加競技者ランキング
順位 記　録 F 所　属 予想区

1 3,000m  8:11.12 7 福島 増子　陽太 ﾏｼｺ ﾖｳﾀ 鏡石中 第２区
2 3,000m  8:15.21 6 山形 菅野　元太 ｽｶﾞﾉ ｹﾞﾝﾀ 山形十中 第２区
3 3,000m  8:16.78 28 兵庫 新妻　遼己 ﾆｲﾂﾞﾏ ﾊﾙｷ 平岡中 第２区
4 3,000m  8:21.05 26 京都 奥野　恭史 ｵｸﾉ ﾀｶﾌﾐ 藤森中 第２区
5 3,000m  8:24.27 28 兵庫 新妻　昂己 ﾆｲﾂﾞﾏ ｺｳｷ 平岡中 第６区
6 3,000m  8:28.34 13 東京 小林　天 ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 小松川二中 補欠Ｃ
7 3,000m  8:31.96 30 和歌山 田中　悠大 ﾀﾅｶ ﾕｳﾏ 岩出二中 第６区
8 3,000m  8:33.82 13 東京 曽我　瑛 ｿｶﾞ ｱｷﾗ 葛西三中 第６区
9 3,000m  8:35.15 23 三重 加藤　結羽 ｶﾄｳ ﾕｳ 三雲中 第２区

10 3,000m  8:35.21 13 東京 森　啓太 ﾓﾘ ｹｲﾀ 竹の塚中 第２区
11 3,000m  8:36.12 12 千葉 上杉　敦史 ｳｴｽｷﾞ ｱﾂｼ 常盤松中 第２区
12 3,000m  8:37.04 21 静岡 佐藤　瑞城 ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ 浜松南部中 第２区
13 3,000m  8:37.28 8 茨城 五十嵐　新太 ｲｶﾞﾗｼ ｼﾝﾀ 中郷中 第２区
14 3,000m  8:37.81 3 岩手 古川　陽樹 ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙｷ 滝沢中 第２区
15 3,000m  8:38.03 12 千葉 フォレット　伊庵 ﾌｫﾚｯﾄ ｲｱﾝ 田中中 第６区
16 3,000m  8:39.00 14 神奈川 貝原　悠里 ｶｲﾊﾗ ﾕｳﾘ 塚越中 第２区
17 3,000m  8:39.10 34 広島 新見　春陽 ﾆｲﾐ ﾊﾙﾋ 松賀中 第６区
18 3,000m  8:39.60 7 福島 栗村　凌 ｸﾘﾑﾗ ﾘｮｳ 会津若松四中 第６区
19 3,000m  8:39.70 6 山形 保芦　摩比呂 ﾎｱｼ ﾏﾋﾛ 大石田中 第６区
20 3,000m  8:39.92 30 和歌山 渡辺　敦紀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｷ 岩出二中 第２区
21 3,000m  8:39.97 34 広島 土間　董哉 ﾄﾞﾏ ﾅｵﾔ 千代田中 第２区
22 3,000m  8:40.67 28 兵庫 梅田　大陸 ｳﾒﾀﾞ ﾘｸ 大原中 補欠Ｃ
23 3,000m  8:40.88 6 山形 鈴木　大翔 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ 山辺中 補欠Ｃ
24 3,000m  8:41.14 17 長野 小林　睦 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 富士見中 第２区
25 3,000m  8:41.49 21 静岡 藤井　由輝 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ 北浜中 第６区
26 3,000m  8:41.76 17 長野 田中　秀磨 ﾀﾅｶ ｼｭｳﾏ 長野日大中 第６区
27 3,000m  8:41.81 27 大阪 武田　竜之介 ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 東香里中 第２区
28 3,000m  8:41.85 7 福島 青島　大陸 ｱｵｼﾏ ﾘｸ 福島三中 補欠Ｃ
29 3,000m  8:42.30 34 広島 末田　唯久海 ｽｴﾀﾞ ｲｸﾐ 高屋中 補欠Ｃ
30 3,000m  8:42.67 20 福井 野尻　大志 ﾉｼﾞﾘ ﾀｲｼ 陽明中 第２区
31 3,000m  8:43.00 21 静岡 佐藤　新太 ｻﾄｳ ｱﾗﾀ 岳陽中 補欠Ｃ
32 3,000m  8:43.40 45 宮崎 鶴　優希 ﾂﾙ ﾕｳｷ 小林中 第２区
33 3,000m  8:43.72 2 青森 山本　悠悟 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｺﾞ 田舎館中 第２区
34 3,000m  8:44.48 33 岡山 南葉　銀聖 ﾅﾝﾊﾞ ｷﾞﾝｾｲ 芳田中 第２区
35 3,000m  8:45.62 42 長崎 内田　涼太 ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 西諌早中 第２区
36 3,000m  8:46.35 16 新潟 安達　駿 ｱﾀﾞﾁ ｼｭﾝ 栄中 第２区
37 3,000m  8:46.48 40 福岡 今村　仁 ｲﾏﾑﾗ ｼﾞﾝ 浮羽中 第６区
38 3,000m  8:46.51 10 群馬 福田　倫久 ﾌｸﾀﾞ ﾘｸ みずき中 第６区
39 3,000m  8:46.52 14 神奈川 伊藤　優喜 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 田奈中 第６区
40 3,000m  8:46.72 27 大阪 前田　結人 ﾏｴﾀﾞ ﾕｲﾄ 今市中 第６区
41 3,000m  8:47.25 40 福岡 小川　翔太郎 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 浅川中 第２区
42 3,000m  8:47.99 26 京都 福島　命 ﾌｸｼﾏ ﾐｺﾄ 桂中 第６区
43 3,000m  8:48.00 4 宮城 佐々木　蓮斗 ｻｻｷ ﾚﾝﾄ 加茂中 第２区
43 3,000m  8:48.00 11 埼玉 利根川　悠樹 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 尾間木中 第６区
45 3,000m  8:48.29 37 徳島 北村　海智 ｷﾀﾑﾗ ﾅﾁ 池田中 第６区
46 3,000m  8:48.35 4 宮城 及川　颯太 ｵｲｶﾜ ﾊﾔﾀ 蛇田中 第６区
47 3,000m  8:48.46 11 埼玉 武川　航也 ﾀｹｶﾜ ｺｳﾔ 本庄南中 第２区
48 3,000m  8:49.11 27 大阪 原田　青空 ﾊﾗﾀﾞ ｾｲﾗ 墨江丘中 補欠Ｃ
49 3,000m  8:49.18 2 青森 工藤　優唯 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｲ 沖館中 第６区
50 3,000m  8:49.47 40 福岡 澤山　康介 ｻﾜﾔﾏ ｺｳｽｹ 曽根中 補欠Ｃ
51 3,000m  8:49.49 16 新潟 小海　楽空 ｺｶｲ ｶﾞｸ 十日町吉田中 第６区
52 3,000m  8:49.64 41 佐賀 北島　康生 ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｾｲ 東明館中 第２区
53 3,000m  8:49.84 12 千葉 佐藤　賢仁 ｻﾄｳ ｹﾝﾄ 志津中 補欠Ｃ
54 3,000m  8:50.04 46 鹿児島 前田　陽向 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅﾀ 国分南中 第２区
55 3,000m  8:50.14 11 埼玉 渡部　智義 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｱｷ 昌平中 補欠Ｃ
56 3,000m  8:50.43 14 神奈川 門間　蒼大 ﾓﾝﾏ ｿｳﾀﾞｲ 秋葉台中 補欠Ｃ
57 3,000m  8:50.48 38 愛媛 加藤　佑樹 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 今治南中 第６区
58 3,000m  8:50.74 37 徳島 川田　愛翔 ｶﾜﾀ ｱｲﾄ 那賀川中 第２区
59 3,000m  8:50.84 46 鹿児島 家弓　龍哉 ｶﾕﾐ ﾀﾂﾔ 和田中 第６区
60 3,000m  8:51.18 22 愛知 坂田　剛 ｻｶﾀ ｺﾞｳ 平坂中 補欠Ｃ
61 3,000m  8:51.24 4 宮城 近江　亮 ｵｵﾐ ﾘｮｳ 五城中 補欠Ｃ
62 3,000m  8:51.25 42 長崎 俵　匠生 ﾀﾜﾗ ｼｮｳｷ 鶏知中 第６区
63 3,000m  8:51.35 46 鹿児島 黒田　大翔 ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙﾄ 出水中 補欠Ｃ
64 3,000m  8:51.50 1 北海道 前田　拓哉 ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾔ 東神楽中 第２区
65 3,000m  8:51.89 10 群馬 大竹　実吹 ｵｵﾀｹ ﾐﾌﾞｷ 太田中 第２区
66 3,000m  8:51.92 33 岡山 首藤　海翔 ｼｭﾄﾞｳ ｶｲﾄ 東陽中 第６区
67 3,000m  8:52.23 16 新潟 保坂　玲弥 ﾎｻｶ ﾚｲﾔ 川西中 補欠Ｃ
68 3,000m  8:53.45 1 北海道 吉田　星 ﾖｼﾀﾞ ｾｲ 上野幌中 第６区
69 3,000m  8:53.47 33 岡山 北村　蓮 ｷﾀﾑﾗ ﾚﾝ 庄中 補欠Ｃ
70 3,000m  8:53.53 26 京都 衣川　凌 ｷﾇｶﾞﾜ ﾘｮｳ 立命館中 補欠Ｃ
71 3,000m  8:54.26 1 北海道 齋藤　瑠来 ｻｲﾄｳ ﾙｲ 湧別中 補欠Ｃ
72 3,000m  8:54.34 39 高知 山本　聖也 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲﾔ 高知中 第２区
73 3,000m  8:54.47 30 和歌山 狩谷　悠世 ｶﾘﾔ ﾕｳｾｲ 松洋中 補欠Ｃ
74 3,000m  8:54.62 17 長野 猿田　創汰 ｻﾙﾀ ｿｳﾀ 堀金中 補欠Ｃ
75 3,000m  8:54.67 45 宮崎 清水　皐熙 ｼﾐｽﾞ ｺｳｷ 庄内中 第６区
76 3,000m  8:54.92 35 山口 大濵　康瑛 ｵｵﾊﾏ ｺｳｴｲ 国府中 第２区
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77 3,000m  8:55.33 22 愛知 鷲見　龍之介 ｽﾐ ﾘｭｳﾉｽｹ 熊野中 第２区
78 3,000m  8:55.49 42 長崎 黒岩　蘭太朗 ｸﾛｲﾜ ﾗﾝﾀﾛｳ 鶏知中 補欠Ｃ
79 3,000m  8:55.55 3 岩手 菊池　晴太 ｷｸﾁ ｾｲﾀ 紫波一中 第６区
80 3,000m  8:55.61 43 熊本 坂井　咲太郎 ｻｶｲ ｻｸﾀﾛｳ 下益城城南中 第２区
81 3,000m  8:55.92 3 岩手 鈴木　緑葉 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾊ 雫石中 補欠Ｃ
82 3,000m  8:55.94 18 富山 森田　陽斗 ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾄ 福野中 第２区
83 3,000m  8:56.01 39 高知 千谷　虹陽 ﾁﾔ ﾆｼﾞﾋ 中村中 第６区
84 3,000m  8:56.07 24 岐阜 長尾　優汰 ﾅｶﾞｵ ﾕｳﾀ 金山中 第２区
85 3,000m  8:56.75 43 熊本 新立　崚 ｼﾝﾀﾞﾃ ﾘｮｳ 津奈木中 第６区
86 3,000m  8:57.14 43 熊本 平方　勇多 ﾋﾗｶﾀ ﾕｳﾀ 本渡中 補欠Ｃ
87 3,000m  8:57.58 8 茨城 櫻井　裕夢 ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾑ 土浦日大中等 第６区
88 3,000m  8:58.02 18 富山 高森　はる ﾀｶﾓﾘ ﾊﾙ 魚津西部中 第６区
89 3,000m  8:58.59 22 愛知 鈴木　太智 ｽｽﾞｷ ﾀｲﾁ 東陽中 第６区
90 3,000m  8:58.67 23 三重 廣瀬　聡真 ﾋﾛｾ ｿｳﾏ 多気中 第６区
91 3,000m  8:59.29 35 山口 末永　琉海 ｽｴﾅｶﾞ ﾘｭｳ 浅江中 第６区
92 3,000m  8:59.40 15 山梨 保々　遼斗 ﾎﾎﾞ ﾊﾙﾄ 櫛形中 第２区
93 3,000m  8:59.56 41 佐賀 岩下　瑛祐 ｲﾜｼﾀ ｴｲｽｹ 鹿島西部中 第６区
94 3,000m  9:00.05 39 高知 小石　優太 ｺｲｼ ﾕｳﾀ 香長中 補欠Ｃ
95 3,000m  9:00.11 45 宮崎 蒲生　悠 ｶﾓｳ ﾕｳ 西郷義務教育学校 補欠Ｃ
96 3,000m  9:00.30 20 福井 山口　翼 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ 武生二中 補欠Ｃ
97 3,000m  9:00.76 19 石川 赤坂　直人 ｱｶｻｶ ﾅｵﾄ 七尾中 第６区
98 3,000m  9:00.85 44 大分 重藤　開 ｼｹﾞﾌｼﾞ ｶｲ 東部中 第６区
99 3,000m  9:01.24 41 佐賀 黒川　裕斗 ｸﾛｶﾜ ﾕｳﾄ 啓成中 補欠Ｃ

100 3,000m  9:01.37 37 徳島 林　和輝 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ 小松島中 補欠Ｃ
101 3,000m  9:01.74 9 栃木 坂井　駿太 ｻｶｲ ｼｭﾝﾀ 厚崎中 第２区
102 3,000m  9:01.81 35 山口 平尾　洸太郎 ﾋﾗｵ ｺｳﾀﾛｳ 国府中 補欠Ｃ
103 3,000m  9:02.20 29 奈良 宮川　裕介 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 二名中 第２区
104 3,000m  9:02.58 18 富山 山下　翔矢 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾔ 戸出中 補欠Ｃ
105 3,000m  9:02.64 38 愛媛 島田　悠史 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｼ 新居浜西中 補欠Ｃ
106 3,000m  9:02.65 29 奈良 宮田　馨 ﾐﾔﾀ ｶｵﾙ 河合二中 第６区
107 3,000m  9:02.69 38 愛媛 源代　瑛己 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｴｲｷ 新居浜西中 第２区
108 3,000m  9:02.82 25 滋賀 伊勢村　羚太 ｲｾﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 明富中 第２区
108 3,000m  9:02.82 44 大分 平野　遥斗 ﾋﾗﾉ ﾊﾙﾄ 大神中 第２区
110 3,000m  9:02.98 20 福井 西野　寛太郎 ﾆｼﾉ ｶﾝﾀﾛｳ 小浜中 第６区
111 3,000m  9:03.59 19 石川 若狭　怜士 ﾜｶｻ ﾚｲｼ 中能登中 第２区
112 3,000m  9:03.73 5 秋田 伊勢　悠之介 ｲｾ ﾕｳﾉｽｹ 横手明峰中 第６区
112 3,000m  9:03.73 25 滋賀 今井　悠貴 ｲﾏｲ ﾕｳｷ 信楽中 第６区
114 3,000m  9:03.90 10 群馬 岩澤　翼希 ｲﾜｻﾜ ﾀｽｷ 大間々中 補欠Ｃ
115 3,000m  9:03.98 25 滋賀 西原　陸 ﾆｼﾊﾗ ﾘｸ 水口中 補欠Ｃ
116 3,000m  9:04.20 9 栃木 中村　龍堂 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾄﾞｳ 三島中 第６区
117 3,000m  9:04.41 5 秋田 高橋　愛琉 ﾀｶﾊｼ ｱｲﾙ 泉中 第２区
118 3,000m  9:04.54 9 栃木 梅原　俊太 ｳﾒﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 間々田中 補欠Ｃ
119 3,000m  9:05.74 8 茨城 多田　琉介 ﾀﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 土浦日大中等 補欠Ｃ
120 3,000m  9:06.22 31 鳥取 大本　寿以喜 ﾀﾞｲﾓﾄ ｼﾞｭｲｷ 米子北斗中 第２区
121 3,000m  9:07.64 44 大分 阿部　煌空 ｱﾍﾞ ｷﾗﾄ 高田中 補欠Ｃ
122 3,000m  9:08.24 31 鳥取 仲井　和磨 ﾅｶｲ ｶｽﾞﾏ 久米中 第６区
123 3,000m  9:09.30 31 鳥取 山本　圭悟 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｺﾞ 赤碕中 補欠Ｃ
124 3,000m  9:09.7 47 沖縄 吉田　海 ﾖｼﾀﾞ ｶｲ 知念中 第６区
125 3,000m  9:09.75 29 奈良 岡　泰地 ｵｶ ﾀｲﾁ 香芝北中 補欠Ｃ
126 3,000m  9:10.10 24 岐阜 久保　俊太 ｸﾎﾞ ｼｭﾝﾀ 西可児中 第６区
127 3,000m  9:10.43 32 島根 井戸　琥太郎 ｲﾄﾞ ｺﾀﾛｳ 出雲三中 第２区
128 3,000m  9:11.36 32 島根 布野　幹太郎 ﾌﾉ ｶﾝﾀﾛｳ 河南中 第６区
129 3,000m  9:11.68 24 岐阜 中島　叶夢 ﾅｶｼﾏ ｶﾅﾑ 金山中 補欠Ｃ
130 3,000m  9:11.71 15 山梨 橘田　響 ｷｯﾀ ﾋﾋﾞｷ 笛南中 第６区
131 3,000m  9:11.72 15 山梨 山野　颯也 ﾔﾏﾉ ｿｳﾔ 双葉中 補欠Ｃ
132 3,000m  9:13.47 19 石川 前畑　羽矢斗 ﾏｴﾊﾀ ﾊﾔﾄ 宇ノ気中 補欠Ｃ
133 3,000m  9:14.5 47 沖縄 藤田　航哉 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾔ 美東中 第２区
134 3,000m  9:15.40 23 三重 小林　勇斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 厚生中 補欠Ｃ
135 3,000m  9:17.9 47 沖縄 玉城　蓮 ﾀﾏｼﾛ ﾚﾝ 大里中 補欠Ｃ
136 3,000m  9:17.91 32 島根 新田　大 ﾆｯﾀ ﾊｼﾞﾒ 浜田三中 補欠Ｃ
137 3,000m  9:20.4 36 香川 黒川　蒼介 ｸﾛｶﾜ ｿｳｽｹ 三豊中 第２区
138 3,000m  9:20.9 36 香川 安藤　飛空 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｱ 三豊中 補欠Ｃ
139 3,000m  9:24.42 2 青森 兼平　涼太郎 ｶﾈﾋﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 津軽中 補欠Ｃ
140 3,000m  9:27.64 5 秋田 堀内　盟 ﾎﾘｳﾁ ﾒｲ 飯島中 補欠Ｃ
141 3,000m  9:28.8 36 香川 原田　雄登 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾄ 小豆島中 第６区


