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◆天皇盃 第19回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会　エントリーおよび主な大会成績表 全日本実業団駅伝出場者 51名(昨年48名)
箱根駅伝出場者 55名 (昨年49名)　（大学生エントリー77名　(昨年71名)）
全国高校駅伝出場者 113名(昨年104名)（内,1区出場44名(昨年43名)）

※各都道府県の下の記録は予想オーダーの一般2人＋高校3人+中学2人の持ちタイムを単純に合計した（41km）記録（順位）です 全国中学校駅伝出場者　28名(昨年24名) 
広島陸上競技協会調べ　2014年1月8日現在

No 都道府県 順 予 想 ﾌﾙｻﾄ 名　　　前 フリガナ 勤務・所属 フリガナ 主な記録 主　な　大　会　成　績　　　　

1 北海道 1 第３区 [F1]菊地　賢人 ｷｸﾁ ﾏｻﾄ コニカミノルタ ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 10,000m  28:42.61 丸亀ﾊｰﾌ17位　　日本選手権5000m4位　　全実1万m9位　　全実駅伝7区2位
1 北海道 2 補欠Ａ  佐藤　真路 ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ 帝京大 ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲ 10,000m  29:50.49 上尾ﾊｰﾌ75位
1 北海道 3 第７区  小椋　裕介 ｵｸﾞﾗ ﾕｳｽｹ 青山学院大 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 10,000m  30:04.96 出雲駅伝1区4位　大学駅伝4区7位　国際千葉駅伝3区8位　箱根駅伝7区2位
1 北海道 4 第１区 須崎　大輝 ｽｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 札幌日大高 ｻｯﾎﾟﾛﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 5,000m  14:19.16
1 北海道 5 第４区 新関　涼介 ﾆｲｾﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 札幌山の手高 ｻｯﾎﾟﾛﾔﾏﾉﾃｺｳ 5,000m  14:47.68 高校駅伝1区36位
1 北海道 6 第５区 新関　友基 ﾆｲｾﾞｷ ﾕｳｷ 札幌山の手高 ｻｯﾎﾟﾛﾔﾏﾉﾃｺｳ 5,000m  14:58.57 高校駅伝4区23位
1 北海道 7 補欠Ｂ 野田　克哉 ﾉﾀﾞ ｶﾂﾔ 札幌山の手高 ｻｯﾎﾟﾛﾔﾏﾉﾃｺｳ 5,000m  14:48.13 高校駅伝2区31位
1 北海道 8 補欠Ｃ 伊藤　洋平 ｲﾄｳ ﾖｳﾍｲ 士別中 ｼﾍﾞﾂﾁｭｳ 3,000m  9:00.36
1 北海道 9 第６区 坂井　大我 ｻｶｲ ﾀｲｶﾞ 平岡中 ﾋﾗｵｶﾁｭｳ 3,000m  8:57.58 全日中1500m予9組5位　　全日中3000m予6組8位　ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m予2組18位
1 北海道 10 第２区 八重樫一也 ﾔｴｶﾞｼ ｶｽﾞﾔ 真駒内曙中 ﾏｺﾏﾅｲｱｹﾎﾞﾉﾁｭｳ 3,000m  8:56.79 全日中800m4位　　全日中1500m2位

2:00.43 (40)   
  

2 青森 1 第７区  蛯名　聡勝 ｴﾋﾞﾅ ﾄｼｶﾂ 帝京大 ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲ 10,000m  28:58.64 ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄ･ﾊｰﾌ8位　日本学生ﾊｰﾌ2位　箱根駅伝7区4位
2 青森 2 補欠Ａ  黒川　　遼 ｸﾛｶﾜ ﾘｮｳ 城西大 ｼﾞｮｳｻｲﾀﾞｲ 10,000m  29:13.08 箱根予選会42位　箱根駅伝5区15位
2 青森 3 第３区  其田　健也 ｿﾉﾀ ｹﾝﾔ 駒澤大 ｺﾏｻﾞﾜﾀﾞｲ 5,000m  14:12.44 仙台国際ﾊｰﾌ5位　箱根駅伝10区2位 上尾ﾊｰﾌ23位
2 青森 4 第５区 柿本　昇忠 ｶｷﾓﾄ ｼｮｳｱﾂ 青森山田高 ｱｵﾓﾘﾔﾏﾀﾞｺｳ 5,000m  14:29.03 国体5000m16位　高校駅伝1区26位
2 青森 5 補欠Ｂ 簗田正之助 ﾔﾅﾀﾞ ｼｮｳﾉｽｹ 青森山田高 ｱｵﾓﾘﾔﾏﾀﾞｺｳ 5,000m  14:55.50 高校駅伝2区20位
2 青森 6 第１区 堀合　大輔 ﾎﾘｱｲ ﾀﾞｲｽｹ 青森山田高 ｱｵﾓﾘﾔﾏﾀﾞｺｳ 5,000m  14:33.03 高校駅伝4区21位
2 青森 7 第４区 中村　拳梧 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 八戸学院光星高 ﾊﾁﾉﾍｶﾞｸｲﾝｺｳｾｲｺｳ 5,000m  14:36.31
2 青森 8 第６区 成田鈴太郎 ﾅﾘﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 東北中 ﾄｳﾎｸﾁｭｳ 3,000m  9:02.51 ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m予1組16位　中学駅伝1区12位
2 青森 9 第２区 髙間舘　裕 ﾀｶﾏﾀﾞﾃ ﾕｳ 名川中 ﾅｶﾞﾜﾁｭｳ 3,000m  8:59.75
2 青森 10 補欠Ｃ 五十嵐祐大 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾀﾞｲ 野辺地中 ﾉﾍｼﾞﾁｭｳ 3,000m  9:18.27

1:59.50 (34)   
    

3 岩手 1 第７区 [F2]阿部　豊幸 ｱﾍﾞ ﾄﾖﾕｷ ＮＴＴ西日本 ｴﾇﾃｨﾃｨﾆｼﾆﾎﾝ 10,000m  29:22.87 全実駅伝6区13位
3 岩手 2 第３区  佐藤　達也 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ 東京農大 ﾄｳｷｮｳﾉｳﾀﾞｲ 10,000m  29:26.46 箱根予選会48位　箱根駅伝1区22位
3 岩手 3 補欠Ａ  斉藤　翔太 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 10,000m  30:09.48 箱根予選会22位　箱根駅伝5区17位
3 岩手 4 第５区 昆　　　充 ｺﾝ ﾐﾂﾙ 一関学院高 ｲﾁﾉｾｷｶﾞｸｲﾝｺｳ 5,000m  14:21.86 高校駅伝2区16位
3 岩手 5 補欠Ｂ 永戸　　聖 ﾅｶﾞﾄ ｼｮｳ 盛岡工高 ﾓﾘｵｶｺｳｺｳ 5,000m  15:05.00
3 岩手 6 第１区 伊藤　龍也 ｲﾄｳ ﾘｭｳﾔ 一関学院高 ｲﾁﾉｾｷｶﾞｸｲﾝｺｳ 5,000m  14:41.16 高校駅伝1区30位
3 岩手 7 第４区 藤井　健吾 ﾌｼﾞｲ ｹﾝｺﾞ 一関学院高 ｲﾁﾉｾｷｶﾞｸｲﾝｺｳ 5,000m  15:13.76 高校駅伝3区24位
3 岩手 8 補欠Ｃ 小袖　英人 ｺｿﾃﾞ ﾋﾃﾞﾄ 三崎中 ﾐｻｷﾁｭｳ 3,000m  8:57.53 ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m予2組21位
3 岩手 9 第６区 八重樫　涼 ﾔｴｶﾞｼ ﾘｮｳ 滝沢二中 ﾀｷｻﾞﾜﾆﾁｭｳ 3,000m  8:55.43 全日中1500m予6組4位
3 岩手 10 第２区 佐藤　慎巴 ｻﾄｳ ｼﾝﾊﾞ 北上中 ｷﾀｶﾐﾁｭｳ 3,000m  8:50.16 全日中1500m予7組6位　ｼﾞｭﾆｱ五輪1500m7位

2:00.48 (41)   
    

4 宮城 1 第３区  遠藤　正人 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 青山学院大 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 10,000m  29:02.17 日本学生ﾊｰﾌ27位　日本学生1万m23位
4 宮城 2 第７区  高橋　宗司 ﾀｶﾊｼ ｿｳｼ 青山学院大 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 10,000m  29:36.84 高島平ﾛｰﾄﾞ4位　大学駅伝8区10位　箱根駅伝5区11位
4 宮城 3 補欠Ａ  及川　佑太 ｵｲｶﾜ ﾕｳﾀ 中央学院大 ﾁｭｳｵｳｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 10,000m  29:20.13 出雲駅伝2区3位　大学駅伝4区9位　箱根駅伝5区18位
4 宮城 4 第１区 髙田　悠太 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾀ 仙台育英高 ｾﾝﾀﾞｲｲｸｴｲｺｳ 5,000m  14:39.82
4 宮城 5 第４区 奈良　凌介 ﾅﾗ ﾘｮｳｽｹ 仙台育英高 ｾﾝﾀﾞｲｲｸｴｲｺｳ 5,000m  14:41.62
4 宮城 6 第５区 渡辺　拓巳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 明成高 ﾒｲｾｲｺｳ 5,000m  14:42.08 全国高校1500m予2組14位
4 宮城 7 補欠Ｂ 小室　　翼 ｺﾑﾛ ﾂﾊﾞｻ 仙台育英高 ｾﾝﾀﾞｲｲｸｴｲｺｳ 5,000m  14:43.11 国体3000m予2組12位
4 宮城 8 第２区 三條　拓士 ｻﾝｼﾞｮｳ ﾀｸﾄ 岩沼西中 ｲﾜﾇﾏﾆｼﾁｭｳ 3,000m  8:49.73 全日中3000m予1組7位　中学駅伝2区1位
4 宮城 9 第６区 臼杵　洸佑 ｳｽｷ ｺｳｽｹ 岩沼西中 ｲﾜﾇﾏﾆｼﾁｭｳ 3,000m  9:04.36 中学駅伝3区3位
4 宮城 10 補欠Ｃ 小野　友生 ｵﾉ ﾕｳｷ 長町中 ﾅｶﾞﾏﾁﾁｭｳ 3,000m  9:07.18 ｼﾞｭﾆｱ五輪1500m9位

2:00.33 (39)     
    

5 秋田 1 第３区 [F2]高関　　伸 ﾀｶｾｷ ｼﾝ ＮＴＴ西日本 ｴﾝﾃｨﾃｨﾆｼﾆﾎﾝ 10,000m  29:03.06 全実駅伝7区35位
5 秋田 2 第７区  田口　大貴 ﾀｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 10,000m  29:14.42 上尾ﾊｰﾌ8位　箱根駅伝9区7位
5 秋田 3 補欠Ａ  浪岡　健吾 ﾅﾐｵｶ ｹﾝｺﾞ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 10,000m  28:43.44 箱根予選会103位　箱根駅伝1区23位
5 秋田 4 第１区 湊谷　春紀 ﾐﾅﾄﾔ ﾊﾙｷ 秋田工高 ｱｷﾀｺｳｺｳ 5,000m  14:25.93 全国高校5000m予2組16位　国体5000m14位　高校駅伝1区32位
5 秋田 5 第４区 菅原　勇聖 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ 秋田工高 ｱｷﾀｺｳｺｳ 5,000m  14:30.47 高校駅伝4区27位
5 秋田 6 補欠Ｂ 花田　太一 ﾊﾅﾀ ﾀｲﾁ 秋田工高 ｱｷﾀｺｳｺｳ 5,000m  14:35.62 全国高校3000mSC13位　高校駅伝7区8位
5 秋田 7 第５区 松尾淳之介 ﾏﾂｵ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 秋田工高 ｱｷﾀｺｳｺｳ 5,000m  14:11.24 国体3000m予1組7位　高校駅伝3区11位
5 秋田 8 第２区 齋藤　　椋 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 美郷中 ﾐｻﾄﾁｭｳ 3,000m  8:44.11 全日中1500m15位　全日中3000m予6組4位　ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m13位
5 秋田 9 第６区 佐藤慎太郎 ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 鷹巣中 ﾀｶﾉｽﾁｭｳ 3,000m  9:05.08 中学駅伝2区10位
5 秋田 10 補欠Ｃ 三澤　和季 ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 鷹巣中 ﾀｶﾉｽﾁｭｳ 3,000m  9:05.49 中学駅伝3区8位

1:59.12 (23)     
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6 山形 1 第３区  大谷　　克 ｵｵﾀﾆ ｱﾀﾙ 南陽市役所 ﾅﾝﾖｳｼﾔｸｼｮ 10,000m  28:38.84 全実駅伝6区29位
6 山形 2 補欠Ａ  森谷　修平 ﾓﾘﾔ ｼｭｳﾍｲ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 10,000m  28:52.09 大学駅伝6区10位　箱根予選会102位　箱根駅伝2区9位
6 山形 3 第７区  竹内　竜真 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳﾏ 東京農大 ﾄｳｷｮｳﾉｳﾀﾞｲ 10,000m  28:51.16 箱根予選会19位　箱根駅伝9区6位
6 山形 4 第５区 渡邉　　貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 東海大山形高 ﾄｳｶｲﾀﾞｲﾔﾏｶﾞﾀｺｳ 5,000m  14:42.20 国体5000m23位　高校駅伝1区42位
6 山形 5 第１区 齋藤　　諒 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 酒田南高 ｻｶﾀﾐﾅﾐｺｳ 5,000m  14:32.26 全国高校選抜1万m9位
6 山形 6 第４区 鈴木　亮平 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ 酒田南高 ｻｶﾀﾐﾅﾐｺｳ 5,000m  14:55.63
6 山形 7 補欠Ｂ 森　　優太 ﾓﾘ ﾕｳﾀ 東海大山形高 ﾄｳｶｲﾀﾞｲﾔﾏｶﾞﾀｺｳ 5,000m  14:38.43 国体3000m11位
6 山形 8 第２区 大澤　　駿 ｵｵｻﾜ ｼｭﾝ 山形十中 ﾔﾏｶﾞﾀｼﾞｭｯﾁｭｳ 3,000m  9:05.56
6 山形 9 第６区 遠田光太郎 ｴﾝﾀ ｺｳﾀﾛｳ 酒田四中 ｻｶﾀﾖﾝﾁｭｳ 3,000m  9:05.92
6 山形 10 補欠Ｃ 鈴木　渓太 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 米沢四中 ﾖﾈｻﾞﾜﾖﾝﾁｭｳ 3,000m  9:08.92

1:59.48 (33)     
    

7 福島 1 第７区 [F2]星　　創太 ﾎｼ ｿｳﾀ 富士通 ﾌｼﾞﾂｳ 10,000m  28:15.92 日本選手権5000m優勝　東ｱｼﾞｱ5000m優勝　全実駅伝3区2位　全実1万m12位
7 福島 2 第３区  吉川　修司 ｷｯｶﾜ ｼｭｳｼﾞ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 10,000m  28:55.26 箱根予選会43位　箱根駅伝10区21位
7 福島 3 補欠Ａ  今井　憲久 ｲﾏｲ ﾉﾘﾋｻ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 10,000m  29:26.72 日本学生1万m29位　上尾ﾊｰﾌ45位　箱根駅伝4区3位
7 福島 4 第１区 高本　真樹 ﾀｶﾓﾄ ﾏｻｷ 学法石川高 ｶﾞｸﾎｳｲｼｶﾜｺｳ 5,000m  14:01.63 全国高校選抜1万m5位　高校駅伝1区5位
7 福島 5 第５区 車田　　颯 ｸﾙﾏﾀﾞ ﾊﾔﾃ 学法石川高 ｶﾞｸﾎｳｲｼｶﾜｺｳ 5,000m  14:30.45 高校駅伝4区7位
7 福島 6 第４区 戸澤　　奨 ﾄｻﾜ ｼｮｳ 田村高 ﾀﾑﾗｺｳ 5,000m  14:45.0 国体5000m20位
7 福島 7 補欠Ｂ 住吉　秀昭 ｽﾐﾖｼ ﾋﾃﾞｱｷ 田村高 ﾀﾑﾗｺｳ 5,000m  14:54.0
7 福島 8 第２区 遠藤　日向 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｭｳｶﾞ 郡山四中 ｺｵﾘﾔﾏﾖﾝﾁｭｳ 3,000m  8:31.26 全日中3000m優勝　全日中1500m4位　ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m優勝　国体3000m予1組6位
7 福島 9 第６区 鈴木　顕人 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾄ 小原田中 ｺﾊﾗﾀﾞﾁｭｳ 3,000m  9:09.69 全日中800m3位　全日中1500m12位
7 福島 10 補欠Ｃ 三浦　大和 ﾐｳﾗ ﾔﾏﾄ 若松三中 ﾜｶﾏﾂｻﾝﾁｭｳ 3,000m  9:09.51

1:58.06 (12)     
    

8 茨城 1 第７区 [F3]出口　和也 ﾃﾞｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 旭化成 ｱｻﾋｶｾｲ 10,000m  28:54.27 全実ﾊｰﾌ18位　織田5000m14位　日本選手権5000m16位　全実駅伝7区4位
8 茨城 2 補欠Ａ  佐藤　寛才 ｻﾄｳ ﾋﾛﾄｼ 小森コーポレーション ｺﾓﾘｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 10,000m  29:31.91 全実ﾊｰﾌ37位
8 茨城 3 第３区  楠　　康成 ｸｽ ﾔｽﾅﾘ 小森コーポレーション ｺﾓﾘｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 5,000m  14:04.43 日本選手権1500m2位　全実1500m4位
8 茨城 4 第１区 小田　俊平 ｵﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 土浦日大高 ﾂﾁｳﾗﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 5,000m  14:36.08
8 茨城 5 第５区 細谷　恭平 ﾎｿﾔ ｷｮｳﾍｲ 水城高 ｽｲｼﾞｮｳｺｳ 5,000m  14:29.40 高校駅伝1区25位
8 茨城 6 第４区 高田　直也 ﾀｶﾀﾞ ﾅｵﾔ 水戸工高 ﾐﾄｺｳｺｳ 5,000m  14:36.23 全国高校1500m予2組11位　国体5000m21位
8 茨城 7 補欠Ｂ 中島　公平 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ 水城高 ｽｲｼﾞｮｳｺｳ 5,000m  14:38.24 全国高校5000m予3組17位　高校駅伝7区8位
8 茨城 8 第２区 片根　洋平 ｶﾀﾈ ﾖｳﾍｲ 瑞竜中 ｽﾞｲﾘｭｳﾁｭｳ 3,000m  8:55.26 中学駅伝1区5位
8 茨城 9 第６区 木下　　巧 ｷﾉｼﾀ ﾀｸﾐ 阿見中 ｱﾐﾁｭｳ 3,000m  8:55.08 全日中3000m予5組3位　ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m予1組11位
8 茨城 10 補欠Ｃ 中里　幸生 ﾅｶｻﾞﾄ ｺｳｷ 八千代一中 ﾔﾁﾖｲﾁﾁｭｳ 3,000m  9:01.75

1:59.56 (36)     
    

9 栃木 1 第３区  八木沢元樹 ﾔｷﾞｻﾜ ｹﾞﾝｷ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 5,000m  13:28.79 日本選手権1500m7位　出雲駅伝2区1位　大学駅伝2区11位　箱根駅伝3区2位
9 栃木 2 第７区  塩谷　桂大 ｼｵﾔ ｹｲﾀ 中央学院大 ﾁｭｳｵｳｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 10,000m  28:59.55 出雲駅伝3区10位　大学駅伝3区4位　箱根駅伝3区4位
9 栃木 3 補欠Ａ  横手　　健 ﾖｺﾃ ｹﾝ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 10,000m  28:57.31 日本学生5000m15位　出雲駅伝5区3位　大学駅伝3区6位　箱根駅伝5区19位
9 栃木 4 第５区 栃木　　渡 ﾄﾁｷﾞ ﾜﾀﾙ 佐野日大高 ｻﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 5,000m  14:20.06 全国高校5000m予1組12位　国体5000m18位　高校駅伝1区22位
9 栃木 5 補欠Ｂ 町井　宏行 ﾏﾁｲ ﾋﾛﾕｷ 佐野日大高 ｻﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 5,000m  14:32.35 高校駅伝3区21位
9 栃木 6 第４区 須田　博己 ｽﾀﾞ ﾋﾛｷ 白鷗大足利高 ﾊｸｵｳﾀﾞｲｱｼｶｶﾞｺｳ 5,000m  14:23.87 全国高校5000m予3組14位
9 栃木 7 第１区 梶谷　瑠哉 ｶｼﾞﾀﾆ ﾘｭｳﾔ 白鷗大足利高 ﾊｸｵｳﾀﾞｲｱｼｶｶﾞｺｳ 5,000m  14:10.56
9 栃木 8 第２区 菊地　駿弥 ｷｸﾁ ｼｭﾝﾔ 清原中 ｷﾖﾊﾗﾁｭｳ 3,000m  9:03.10 全日中1500m6位
9 栃木 9 第６区 大森龍之介 ｵｵﾓﾘ ﾘｭｳﾉｽｹ 那須中 ﾅｽﾁｭｳ 3,000m  9:07.30
9 栃木 10 補欠Ｃ 松本　大寛 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 栃木東陽中 ﾄﾁｷﾞﾄｳﾖｳﾁｭｳ 3,000m  9:11.52 全日中800m予10組3位　全日中1500m14位

1:58.59 (21)     
    

10 群馬 1 第７区 [F5]小野　裕幸 ｵﾉ ﾋﾛﾕｷ 日清食品グループ ﾆｯｼﾝｼｮｸﾋﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ 10,000m  28:18.91 世界ｸﾛｶﾝ12km80位　全実駅伝7区13位　
10 群馬 2 補欠Ａ  関口　頌悟 ｾｷｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 10,000m  28:49.23 上尾ﾊｰﾌ14位　大学駅伝6区11位　箱根駅伝5区6位　日本学生ﾊｰﾌ7位
10 群馬 3 第３区  戸田　雅稀 ﾄﾀﾞ ﾏｻｷ 東京農大 ﾄｳｷｮｳﾉｳﾀﾞｲ 10,000m  29:48.0 日本選手権1500m11位　箱根予選会10位　箱根駅伝3区13位
10 群馬 4 第４区 関　　樹道 ｾｷ ｼｹﾞﾐﾁ 東京農大二高 ﾄｳｷｮｳﾉｳﾀﾞｲﾆｺｳ 5,000m  14:31.37 全国高校1500m3位　高校駅伝1区28位
10 群馬 5 第５区 清水　歓太 ｼﾐｽﾞ ｶﾝﾀ 中央中等 ﾁｭｳｵｳﾁｭｳﾄｳ 5,000m  14:28.54 全国高校5000m予1組13位
10 群馬 6 第１区 塩尻　和也 ｼｵｼﾞﾘ ｶｽﾞﾔ 伊勢崎清明高 ｲｾｻｷｾｲﾒｲｺｳ 5,000m  14:26.28 全国高校3000mSC5位
10 群馬 7 補欠Ｂ 小林　　聖 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 前橋育英高 ﾏｴﾊﾞｼｲｸｴｲｺｳ 5,000m  14:50.28
10 群馬 8 第２区 西山　和弥 ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 伊勢崎一中 ｲｾｻｷｲﾁﾁｭｳ 3,000m  8:31.70 全日中1500m予3組2位　全日中3000m3位　ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m3位　
10 群馬 9 第６区 清水　崚汰 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ 中之条中 ﾅｶﾉｼﾞｮｳﾁｭｳ 3,000m  8:45.24 全日中1500m予1組8位　全日中3000m7位　ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m17位　中学駅伝1区4位
10 群馬 10 補欠Ｃ 寺嶌　渓一 ﾃﾗｼﾏ ｹｲｲﾁ 富士見中 ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ 3,000m  9:04.41 全日中1500m予4組11位　ｼﾞｭﾆｱ五輪1500m5位

1:58.47 (18)     
    

11 埼玉 1 第３区  服部　翔大 ﾊｯﾄﾘ ｼｮｳﾀ 日本体育大 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲ 10,000m  28:22.79 ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ･ﾊｰﾌ5位　ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ1万m6位　出雲駅伝1区2位　大学駅伝4区2位　箱根駅伝5区2位
11 埼玉 2 第７区  設楽　啓太 ｼﾀﾗ ｹｲﾀ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 10,000m  27:51.54 日本選手権1万m11位　日本学生5000m4位　出雲駅伝6区2位　大学駅伝8区5位　箱根駅伝5区1位
11 埼玉 3 補欠Ａ  設楽　悠太 ｼﾀﾗ ﾕｳﾀ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 10,000m  27:54.82 ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ･ﾊｰﾌ20位　日本選手権1万m18位　出雲駅伝3区3位　大学駅伝1区2位　箱根駅伝3区1位
11 埼玉 4 第１区 内田　健太 ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾀ 埼玉栄高 ｻｲﾀﾏｻｶｴｺｳ 5,000m  14:23.42 高校駅伝1区19位
11 埼玉 5 第５区 竹下　和輝 ﾀｹｼﾀ ｶｽﾞｷ 東京農大三高 ﾄｳｷｮｳﾉｳﾀﾞｲｻﾝｺｳ 5,000m  14:06.73 全国高校5000m予3組12位
11 埼玉 6 第４区 小黒　誠那 ｵｸﾞﾛ ｾﾅ 花咲徳栄高 ﾊﾅｻｷﾄｸﾊﾙｺｳ 5,000m  14:22.12
11 埼玉 7 補欠Ｂ 小山　直城 ｺﾔﾏ ﾅｵｷ 松山高 ﾏﾂﾔﾏｺｳ 5,000m  14:48.02
11 埼玉 8 第２区 松尾　晃汰 ﾏﾂｵ ｺｳﾀ 豊岡中 ﾄﾖｵｶﾁｭｳ 3,000m  8:53.18 全日中1500m予8組13位　全日中3000m14位　ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m予1組20位
11 埼玉 9 補欠Ｃ 工藤　　颯 ｸﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ 杉戸中 ｽｷﾞﾄﾁｭｳ 3,000m  8:58.67 全日中1500m予1組2位　全日中3000m予3組15位
11 埼玉 10 第６区 村松　　樹 ﾑﾗﾏﾂ ﾀﾂｷ 東松山東中 ﾋｶﾞｼﾏﾂﾔﾏﾋｶﾞｼﾁｭｳ 3,000m  8:54.97 全日中3000m予5組7位

1:56.51 (1)     
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12 千葉 1 第７区 [F4]椎谷　智広 ｼｲﾔ ﾄﾓﾋﾛ トヨタ紡織 ﾄﾖﾀﾎﾞｳｼｮｸ 10,000m  28:37.63 全実ﾊｰﾌ7位　日本選手権1万m15位　全実駅伝5区9位
12 千葉 2 第３区  久我　和弥 ｸｶﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 富士通 ﾌｼﾞﾂｳ 10,000m  29:27.95 丸亀ﾊｰﾌ48位
12 千葉 3 補欠Ａ  田井慎一郎 ﾀｲ ｼﾝｲﾁﾛｳ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 10,000m  28:55.77 日本学生ﾊｰﾌ4位　出雲駅伝3区9位　箱根駅伝1区11位　大学駅伝1区16位
12 千葉 4 第１区 安井　雄一 ﾔｽｲ ﾕｳｲﾁ 市立船橋高 ｲﾁﾘﾂﾌﾅﾊﾞｼｺｳ 5,000m  14:09.39 全国高校1500m8位　全国高校5000m14位　国体5000m4位
12 千葉 5 第５区 鈴木　塁人 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄ 流通経大付柏高 ﾘｭｳﾂｳｹｲﾀﾞｲﾌｶｼﾜｺｳ 5,000m  14:34.66 国体3000m4位
12 千葉 6 第４区 伊勢　翔吾 ｲｾ ｼｮｳｺﾞ 市立船橋高 ｲﾁﾘﾂﾌﾅﾊﾞｼｺｳ 5,000m  14:26.01
12 千葉 7 補欠Ｂ 佐藤　　航 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 市立船橋高 ｲﾁﾘﾂﾌﾅﾊﾞｼｺｳ 5,000m  14:38.41
12 千葉 8 第２区 鳥飼　悠生 ﾄﾘｶｲ ﾕｳｷ 鎌ヶ谷四中 ｶﾏｶﾞﾔﾖﾝﾁｭｳ 3,000m  8:46.68 全日中3000m予4組11位
12 千葉 9 第６区 宮﨑　佑喜 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｷ 銚子五中 ﾁｮｳｼｺﾞﾁｭｳ 3,000m  8:46.88 全日中1500m予9組13位
12 千葉 10 補欠Ｃ 飯田　貴之 ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 東庄中 ﾄｳﾉｼｮｳﾁｭｳ 3,000m  8:47.32 全日中3000m予3組11位

1:58.45 (17)     
    

13 東京 1 第７区  高宮　祐樹 ﾀｶﾐﾔ ﾕｳｷ ヤクルト ﾔｸﾙﾄ 10,000m  29:14.73 丸亀ﾊｰﾌ21位　全実駅伝3区11位
13 東京 2 第３区  長谷川裕介 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ ＤｅＮＡ ﾃﾞｨｰｴﾇｴｰ 5,000m  13:54.23 全実駅伝7区19位
13 東京 3 補欠Ａ  真家　　尚 ﾏｲｴ ﾀｶｼ コニカミノルタ ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 10,000m  29:09.45
13 東京 4 第１区 岡田　　健 ｵｶﾀﾞ ﾀｹｼ 國學院久我山高 ｺｸｶﾞｸｲﾝｸｶﾞﾔﾏｺｳ 5,000m  14:21.23 全国高校1500m13位　世界ﾕｰｽ3000m8位
13 東京 5 第５区 茂木圭次郎 ﾓｷﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ 拓殖大一高 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲｲﾁｺｳ 5,000m  14:21.37
13 東京 6 第４区 齋藤　雅英 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾃﾞ 早稲田実高 ﾜｾﾀﾞｼﾞﾂｺｳ 5,000m  14:24.37 国体3000m優勝
13 東京 7 補欠Ｂ 横田　佳介 ﾖｺﾀ ｹｲｽｹ 拓殖大一高 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲｲﾁｺｳ 5,000m  14:31.98
13 東京 8 第２区 井上　昴明 ｲﾉｳｴ ｺｳﾒｲ 東山中 ﾋｶﾞｼﾔﾏﾁｭｳ 3,000m  8:54.00 ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m16位　全日中3000m予3組22位　全日中1500m予8組6位
13 東京 9 第６区 渡邉　雄図 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 牛込三中 ｳｼｺﾞﾒｻﾝﾁｭｳ 3,000m  8:56.15
13 東京 10 補欠Ｃ 藤村　遼河 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘｮｳｶﾞ あきる野東中 ｱｷﾙﾉﾋｶﾞｼﾁｭｳ 3,000m  8:56.89

1:59.19 (24)     
    

14 神奈川 1 第３区  梶原　有高 ｶｼﾞﾜﾗ ｱﾘﾀｶ プレス工業 ﾌﾟﾚｽｺｳｷﾞｮｳ 10,000m  28:22.18 びわ湖ﾏﾗｿﾝ34位　丸亀ﾊｰﾌ34位　日本選手権5000m7位　全実駅伝4区20位　全実1万m51位　上尾ﾊｰﾌ3位
14 神奈川 2 補欠Ａ  鈴木　悠介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 日本体育大 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲ 10,000m  29:01.80 日本学生ﾊｰﾌ35位　大学駅伝3区5位　箱根駅伝6区2位
14 神奈川 3 第７区  我那覇和真 ｶﾞﾅﾊ ｶｽﾞﾏ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 10,000m  28:46.08 日本学生1万m8位　箱根予選会7位　箱根駅伝2区19位
14 神奈川 4 第１区 大川　一成 ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾅﾘ 藤沢翔陵高 ﾌｼﾞｻﾜｼｮｳﾘｮｳｺｳ 5,000m  14:15.95 高校駅伝1区12位
14 神奈川 5 第５区 三田　眞司 ﾐﾀ ｼﾝｼﾞ 光明学園相模原高 ｺｳﾐｮｳｶﾞｸｴﾝｻｶﾞﾐﾊﾗｺｳ 5,000m  14:23.18 全国高校選抜1万m14位
14 神奈川 6 第４区 小町　昌矢 ｺﾏﾁ ﾏｻﾔ 藤沢翔陵高 ﾌｼﾞｻﾜｼｮｳﾘｮｳｺｳ 5,000m  14:21.72 高校駅伝3区21位
14 神奈川 7 補欠Ｂ 橋本　龍一 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 法政大二高 ﾎｳｾｲﾀﾞｲﾆｺｳ 5,000m  14:43.96
14 神奈川 8 第２区 神林　勇太 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 宮前平中 ﾐﾔﾏｴﾀﾞｲﾗﾁｭｳ 3,000m  8:42.26 全日中1500m8位　全日中3000m2位　中学駅伝4区1位
14 神奈川 9 第６区 松村翔太郎 ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 大磯中 ｵｵｲｿﾁｭｳ 3,000m  8:35.64 全日中3000m10位　ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m7位　全日中1500m予4組5位
14 神奈川 10 補欠Ｃ 加藤　直人 ｶﾄｳ ﾅｵﾄ 大津中 ｵｵﾂﾁｭｳ 3,000m  8:57.58 全日中3000m予6組20位　全日中1500m予5組4位

1:57.24 (3)     
    

15 山梨 1 第７区 [F5]上條　記男 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉﾘｵ 八千代工業 ﾔﾁﾖｺｳｷﾞｮｳ 10,000m  29:01.86 全実駅伝1区30位
15 山梨 2 第３区  田代　一馬 ﾀｼﾛ ｶｽﾞﾏ 山梨学院大 ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 10,000m  28:38.81 日本学生ﾊｰﾌ77位　箱根予選会49位　箱根駅伝1区16位
15 山梨 3 補欠Ａ  兼子　侑大 ｶﾈｺ ﾕｳﾀ 山梨学院大 ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 10,000m  29:11.74 日本学生ﾊｰﾌ31位　大学駅伝4区5位　箱根予選会59位　箱根駅伝3区6位(参考)
15 山梨 4 第１区 上田　健太 ｳｴﾀﾞ ｹﾝﾀ 山梨学院大付高 ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲﾌｺｳ 5,000m  13:58.85 全国高校5000m7位　高校駅伝1区2位
15 山梨 5 第４区 河村　知樹 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｷ 山梨学院大付高 ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲﾌｺｳ 5,000m  14:16.37 全国高校5000m予1組7位　高校駅伝3区8位
15 山梨 6 第５区 市谷龍太郎 ｲﾁﾀﾆ ﾘｭｳﾀﾛｳ 山梨学院大付高 ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲﾌｺｳ 5,000m  13:56.31 全国高校5000m6位　国体5000m9位　高校駅伝4区3位
15 山梨 7 補欠Ｂ 矢ノ倉　弘 ﾔﾉｸﾗ ﾋﾛｼ 山梨学院大付高 ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲﾌｺｳ 5,000m  14:14.47 全国高校3000mSC2位　高校駅伝6区2位
15 山梨 8 第２区 志村　仁夢 ｼﾑﾗ ﾋﾄﾑ 双葉中 ﾌﾀﾊﾞﾁｭｳ 3,000m  9:10.61
15 山梨 9 第６区 笠井　虎壱 ｶｻｲ ｺｲﾁ 八田中 ﾊｯﾀﾁｭｳ 3,000m  9:05.44 ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m予1組19位
15 山梨 10 補欠Ｃ 藤巻　　天 ﾌｼﾞﾏｷ ﾀｶｼ 石和中 ｲｻﾜﾁｭｳ 3,000m  9:11.33 ｼﾞｭﾆｱ五輪1500m予4組6位　中学駅伝1区43位

1:58.04 (11)     
    

16 新潟 1 第７区  山岸　宏貴 ﾔﾏｷﾞｼ ﾋﾛｷ 上武大 ｼﾞｮｳﾌﾞﾀﾞｲ 10,000m  28:40.50 ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ･ﾊｰﾌ4位　日本学生ﾊｰﾌ3位　日本学生1万m13位　箱根予選会32位　箱根駅伝1区10位
16 新潟 2 補欠Ａ  難波　幸貴 ﾅﾝﾊﾞ ｺｳｷ 帝京大 ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲ 10,000m  29:19.46 出雲駅伝2区14位　大学駅伝4区10位　箱根駅伝3区12位
16 新潟 3 第３区 [F1]服部　勇馬 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾏ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 10,000m  28:22.43 出雲駅伝5区1位　大学駅伝2区4位　箱根駅伝2区3位
16 新潟 4 第５区 畔上　和弥 ｱｾﾞｶﾞﾐ ｶｽﾞﾔ 関根学園高 ｾｷﾈｶﾞｸｴﾝｺｳ 5,000m  14:36.51 全国高校5000m予1組20位
16 新潟 5 第１区 小野　稔彦 ｵﾉ ﾄｼﾋｺ 佐渡高 ｻﾄﾞｺｳ 5,000m  14:53.67
16 新潟 6 補欠Ｂ 近藤　　航 ｺﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 中越高 ﾁｭｳｴﾂｺｳ 5,000m  14:40.08 高校駅伝4区20位
16 新潟 7 第４区 山岸　広海 ﾔﾏｷﾞｼ ﾋﾛｳﾐ 中越高 ﾁｭｳｴﾂｺｳ 5,000m  14:59.38 高校駅伝1区41位
16 新潟 8 第６区 池田淳之介 ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 十日町中 ﾄｵｶﾏﾁﾁｭｳ 3,000m  8:58.53
16 新潟 9 第２区 森　　悠人 ﾓﾘ ﾕｳﾄ 金井中 ｶﾅｲﾁｭｳ 3,000m  8:58.51
16 新潟 10 補欠Ｃ 渡辺　駿人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 中之島中 ﾅｶﾉｼﾏﾁｭｳ 3,000m  8:58.31

1:59.26 (26)     
    

17 長野 1 第７区 [F4]上野裕一郎 ｳｴﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ ＤｅＮＡ ﾃﾞｨｰｴﾇｴｰ 10,000m  28:09.56 唐津10ﾏｲﾙ優勝　全実ﾊｰﾌ38位　日本選手権5000m3位　日本選手権1万m8位　全実駅伝4区29位　
17 長野 2 補欠Ａ  宮坂　俊輔 ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝｽｹ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 10,000m  29:02.59
17 長野 3 第３区  矢野　圭吾 ﾔﾉ ｹｲｺﾞ 日本体育大 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲ 10,000m  28:47.79 世界ｸﾛｶﾝ12km77位　出雲駅伝6区5位　大学駅伝8区18位　箱根駅伝9区1位　上尾ﾊｰﾌ5位
17 長野 4 第５区 髙森　建吾 ﾀｶﾓﾘ ｹﾝｺﾞ 佐久長聖高 ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ 5,000m  14:33.55 全国高校5000m予3組20位　高校駅伝1区9位
17 長野 5 補欠Ｂ 藤木　悠太 ﾌｼﾞｷ ﾕｳﾀ 佐久長聖高 ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ 5,000m  14:14.14 全国高校5000m予2組18位　全国高校選抜1万m6位　高校駅伝4区9位
17 長野 6 第４区 春日　千速 ｶｽｶﾞ ﾁﾊﾔ 佐久長聖高 ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ 5,000m  14:12.98 全国高校5000m予1組16位　全国高校選抜1万m8位　高校駅伝3区5位
17 長野 7 第１区 關　　颯人 ｾｷ ﾊﾔﾄ 佐久長聖高 ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ 5,000m  14:26.07 国体3000m8位　高校駅伝2区5位
17 長野 8 第２区 名取　燎太 ﾅﾄﾘ ﾘｮｳﾀ 富士見中 ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ 3,000m  8:35.08 全日中3000m6位　ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m6位　全日中1500m予1組6位
17 長野 9 第６区 相馬　崇史 ｿｳﾏ ﾀｶｼ 信州大付松本中 ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲﾌﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ 3,000m  8:47.98 全日中3000m11位　全日中1500m予2組11位
17 長野 10 補欠Ｃ 高木　航志 ﾀｶｷﾞ ｺｳｼ 上田五中 ｳｴﾀﾞｺﾞﾁｭｳ 3,000m  8:51.74 全日中3000m予4組10位　ｼﾞｭﾆｱ五輪1500m予4組8位

1:57.29 (5)     
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18 富山 1 第３区  山田　直弘 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ ＹＫＫ ﾜｲｹｲｹｲ 10,000m  28:37.64 丸亀ﾊｰﾌ26位　全実駅伝4区6位　全実1万m37位
18 富山 2 補欠Ａ  樋本　芳弘 ﾋﾉﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ ＹＫＫ ﾜｲｹｲｹｲ 10,000m  29:13.69 全実駅伝3区19位
18 富山 3 第７区  永井　秀篤 ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 10,000m  29:05.44
18 富山 4 第１区 村島　　匠 ﾑﾗｼﾏ ﾀｸﾐ 富山商高 ﾄﾔﾏｼｮｳｺｳ 5,000m  14:11.89 全国高校1500m優勝　全国高校3000mSC6位　国体5000m25位　高校駅伝1区39位
18 富山 5 第５区 山下　優嘉 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｶﾞ 富山商高 ﾄﾔﾏｼｮｳｺｳ 5,000m  14:41.14 全国高校5000m競歩予2組1位　国体5000m競歩3位　高校駅伝4区43位
18 富山 6 第４区 水野　航希 ﾐｽﾞﾉ ｺｳｷ 高岡向陵高 ﾀｶｵｶｺｳﾘｮｳｺｳ 5,000m  14:47.39
18 富山 7 補欠Ｂ 浦野　雄平 ｳﾗﾉ ﾕｳﾍｲ 富山商高 ﾄﾔﾏｼｮｳｺｳ 5,000m  14:49.02 高校駅伝7区25位
18 富山 8 第２区 河上　雄哉 ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾔ 富山南部中 ﾄﾔﾏﾅﾝﾌﾞﾁｭｳ 3,000m  8:53.85 全日中1500m7位　中学駅伝1区7位
18 富山 9 第６区 佐藤　直也 ｻﾄｳ ﾅｵﾔ 入善中 ﾆｭｳｾﾞﾝﾁｭｳ 3,000m  8:55.76 ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m予1組10位
18 富山 10 補欠Ｃ 榎本　大倭 ｴﾉﾓﾄ ﾔﾏﾄ 富山南部中 ﾄﾔﾏﾅﾝﾌﾞﾁｭｳ 3,000m  9:04.50 中学駅伝2区21位

1:59.09 (22)     
    

19 石川 1 第３区 [F1]山本　憲二 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ マツダ ﾏﾂﾀﾞ 10,000m  28:27.67 全実ﾊｰﾌ12位　丸亀ﾊｰﾌ12位　全実駅伝4区7位　織田5000m(B)6位　全実1万m16位
19 石川 2 補欠Ａ  山田　　学 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 青山学院大 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 10,000m  29:39.22 日本学生ﾊｰﾌ71位
19 石川 3 第７区  福村　拳太 ﾌｸﾑﾗ ｹﾝﾀ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 10,000m  29:39.00 箱根予選会94位　箱根駅伝6区8位
19 石川 4 第５区 田中　祐次 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 遊学館高 ﾕｳｶﾞｸｶﾝｺｳ 5,000m  14:41.54 高校駅伝3区36位
19 石川 5 第４区 塚本　健一 ﾂｶﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 遊学館高 ﾕｳｶﾞｸｶﾝｺｳ 5,000m  14:52.23
19 石川 6 第１区 山本　修二 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 遊学館高 ﾕｳｶﾞｸｶﾝｺｳ 5,000m  14:21.28 高校駅伝1区40位
19 石川 7 補欠Ｂ 吉田　蒼暉 ﾖｼﾀﾞ ｿｳｷ 遊学館高 ﾕｳｶﾞｸｶﾝｺｳ 5,000m  15:30.61 高校駅伝4区39位
19 石川 8 第２区 三浦　創太 ﾐｳﾗ ｿｳﾀ 中能登中 ﾅｶﾉﾄﾁｭｳ 3,000m  8:44.71
19 石川 9 第６区 吉田　侑平 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 津幡南中 ﾂﾊﾞﾀﾐﾅﾐﾁｭｳ 3,000m  8:57.56 中学駅伝1区26位
19 石川 10 補欠Ｃ 山本　　嵐 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾗｼ 田鶴浜中 ﾀﾂﾞﾙﾊﾏﾁｭｳ 3,000m  9:06.96 ｼﾞｭﾆｱ五輪1500m予2組8位

1:59.41 (30)     
    

20 福井 1 補欠Ａ [F3]米澤　　類 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾙｲ 中国電力 ﾁｭｳｺﾞｸﾃﾞﾝﾘｮｸ 10,000m  28:48.76 全実駅伝5区4位　全実1万m25位
20 福井 2 第３区 [F1]早川　　翼 ﾊﾔｶﾜ ﾂﾊﾞｻ トヨタ自動車 ﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬ 10,000m  28:22.47 日本選手権1万m13位　織田5000m17位　全実1万m13位
20 福井 3 第７区  窪田　　忍 ｸﾎﾞﾀ ｼﾉﾌﾞ 駒澤大 ｺﾏｻﾞﾜﾀﾞｲ 10,000m  28:07.54 びわ湖ﾏﾗｿﾝ28位　日本選手権1万m7位　出雲駅伝6区1位　大学駅伝8区3位　箱根駅伝9区2位　日本学生5000m3位
20 福井 4 第１区 紺野　凌矢 ｺﾝﾉ ﾘｮｳﾔ 鯖江高 ｻﾊﾞｴｺｳ 5,000m  14:31.46 高校駅伝1区23位
20 福井 5 第５区 堀井　貴裕 ﾎﾘｲ ﾀｶﾋﾛ 鯖江高 ｻﾊﾞｴｺｳ 5,000m  14:42.34 高校駅伝3区13位
20 福井 6 第４区 松田　岳大 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 鯖江高 ｻﾊﾞｴｺｳ 5,000m  14:50.3 高校駅伝7区24位
20 福井 7 補欠Ｂ 田地　陸人 ﾀｼﾞ ﾘｸﾄ 鯖江高 ｻﾊﾞｴｺｳ 5,000m  14:54.0 高校駅伝5区18位
20 福井 8 第２区 小原　悠理 ｵﾊﾗ ﾕｳﾘ 足羽中 ｱｽﾜﾁｭｳ 3,000m  9:08.3
20 福井 9 第６区 中村　聡志 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 南越中 ﾅﾝｴﾂﾁｭｳ 3,000m  9:04.84 ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m予1組24位
20 福井 10 補欠Ｃ 村上　勇次 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｼﾞ 三方中 ﾐｶﾀﾁｭｳ 3,000m  9:10.4 ｼﾞｭﾆｱ五輪1500m予1組6位

1:58.44 (16)     
    

21 静岡 1 第７区  中尾　勇生 ﾅｶｵ ﾕｳｾｲ スズキ浜松ＡＣ ｽｽﾞｷﾊﾏﾏﾂｴｰｼｰ 10,000m  28:53.10
21 静岡 2 第３区 [F1]堂本　尚寛 ﾄﾞｳﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ ＪＲ東日本 ｼﾞｪｲｱｰﾙﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ 10,000m  28:55.18 日本選手権1万m25位
21 静岡 3 補欠Ａ  木村　　慎 ｷﾑﾗ ｼﾝ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 5,000m  13:54.27 大学駅伝7区1位　箱根駅伝4区5位
21 静岡 4 第４区 太田　智樹 ｵｵﾀ ﾄﾓｷ 浜松日体高 ﾊﾏﾏﾂﾆｯﾀｲｺｳ 5,000m  14:27.41 国体3000m5位
21 静岡 5 第１区 室伏　穂高 ﾑﾛﾌｼ ﾎﾀｶ 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝｺｳ 5,000m  14:35.71 全国高校5000m予2組10位　高校駅伝1区27位
21 静岡 6 補欠Ｂ 金原　弘直 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾋﾛﾅｵ 浜松日体高 ﾊﾏﾏﾂﾆｯﾀｲｺｳ 5,000m  14:39.87
21 静岡 7 第５区 下田　裕太 ｼﾓﾀﾞ ﾕｳﾀ 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝｺｳ 5,000m  14:40.09 高校駅伝3区35位
21 静岡 8 第２区 小倉　知也 ｵｸﾞﾗ ﾄﾓﾔ 曳馬中 ﾋｸﾏﾁｭｳ 3,000m  8:38.88 全日中1500m3位　ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m予1組17位
21 静岡 9 補欠Ｃ 藤原　　慎 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾝ 麁玉中 ｱﾗﾀﾏﾁｭｳ 3,000m  8:44.04 全日中1500m予5組7位　全日中3000m予4組8位　中学駅伝1区36位
21 静岡 10 第６区 小野寺　悠 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾙｶ 小山中 ｵﾔﾏﾁｭｳ 3,000m  8:48.42 全日中3000m予5組6位

1:58.56 (20)     
    

22 愛知 1 第７区  大石　港与 ｵｵｲｼ ﾐﾅﾄ トヨタ自動車 ﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬ 10,000m  28:18.73 日本選手権1万m19位　全実ﾊｰﾌ4位　全実駅伝5区2位　全実1万m36位
22 愛知 2 第３区  田中　秀幸 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ トヨタ自動車 ﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬ 10,000m  28:38.58 日本選手権1500m12位　全実5000m23位　全実駅伝3区8位
22 愛知 3 補欠Ａ  山本　修平 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 10,000m  28:54.92 丸亀ﾊｰﾌ11位　日本学生1万m4位　日本選手権5000m23位　出雲駅伝3区5位　大学駅伝4区3位　日本学生ﾊｰﾌ10位
22 愛知 4 第５区 大野　日暉 ｵｵﾉ ﾊﾙｷ 豊川工高 ﾄﾖｶﾜｺｳｺｳ 5,000m  14:17.21 高校駅伝1区8位
22 愛知 5 補欠Ｂ 山藤　篤司 ﾔﾏﾄｳ ｱﾂｼ 愛知高 ｱｲﾁｺｳ 5,000m  14:20.44
22 愛知 6 第４区 富安　　央 ﾄﾐﾔｽ ｱｷﾗ 豊川工高 ﾄﾖｶﾜｺｳｺｳ 5,000m  14:27.07 全国高校5000m予2組7位　高校駅伝3区18位
22 愛知 7 第１区 皆浦　　巧 ﾐﾅｳﾗ ﾀｸﾐ 豊川高 ﾄﾖｶﾜｺｳ 5,000m  14:25.29 全国高校5000m16位
22 愛知 8 第２区 山下　和希 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞｷ 翔南中 ｼｮｳﾅﾝﾁｭｳ 3,000m  8:44.12 ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m15位
22 愛知 9 第６区 内山　将志 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻｼ 五並中 ｲﾅﾐﾁｭｳ 3,000m  8:52.07 全日中1500m予5組2位
22 愛知 10 補欠Ｃ 近藤　寛人 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ 知立南中 ﾁﾘｭｳﾐﾅﾐﾁｭｳ 3,000m  8:54.04 ｼﾞｭﾆｱ五輪1500m12位

1:57.41 (6)     
    

23 三重 1 補欠Ａ  梅枝　裕吉 ｳﾒｶﾞｴ ﾋﾛﾖｼ ＮＴＮ ｴﾇﾃｨｰｴﾇ 10,000m  29:03.44 日本選手権3000mSC8位　国体3000mSC5位　全実駅伝1区7位　全実5000m12位　全実3000mSC3位
23 三重 2 第３区 [F1]山口　祥太 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 富士通 ﾌｼﾞﾂｳ 10,000m  28:43.83 唐津10ﾏｲﾙ15位　全実駅伝1区8位　
23 三重 3 第７区  中村　匠吾 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 駒澤大 ｺﾏｻﾞﾜﾀﾞｲ 10,000m  28:05.79 日本学生ﾊｰﾌ優勝　ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ･ﾊｰﾌ3位　日本選手権1万m5位　出雲駅伝1区1位　大学駅伝1区1位　箱根駅伝1区2位
23 三重 4 第１区 辻野　恭哉 ﾂｼﾞﾉ ｷｮｳﾔ 伊賀白鳳高 ｲｶﾞﾊｸﾎｳｺｳ 5,000m  14:07.26 全国高校3000mSC9位　高校駅伝1区4位
23 三重 5 第４区 廣瀬　泰輔 ﾋﾛｾ ﾀｲｽｹ 伊賀白鳳高 ｲｶﾞﾊｸﾎｳｺｳ 5,000m  14:22.71 全国高校1500m10位　国体5000m17位　高校駅伝2区2位　
23 三重 6 第５区 近藤　聖志 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 伊賀白鳳高 ｲｶﾞﾊｸﾎｳｺｳ 5,000m  14:19.45 高校駅伝3区15位
23 三重 7 補欠Ｂ 中畑　亮人 ﾅｶﾊﾀ ﾘｮｳﾄ 伊賀白鳳高 ｲｶﾞﾊｸﾎｳｺｳ 5,000m  14:16.97 高校駅伝7区16位
23 三重 8 第２区 市川　唯人 ｲﾁｶﾜ ﾕｲﾄ 西陵中 ｾｲﾘｮｳﾁｭｳ 3,000m  8:53.95 ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m予1組13位
23 三重 9 第６区 塩澤　稀夕 ｼｵｻﾞﾜ ｷｾｷ 成徳中 ｾｲﾄｸﾁｭｳ 3,000m  8:57.96 全日中1500m予6組10位
23 三重 10 補欠Ｃ 和氣　幸城 ﾜｹ ｺｳｾｲ 朝明中 ｱｻｹﾁｭｳ 3,000m  8:59.71

1:57.26 (4)     
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24 岐阜 1 第７区 [F3]大西　智也 ｵｵﾆｼ ﾄﾓﾔ 旭化成 ｱｻﾋｶｾｲ 10,000m  28:23.95 日本選手権1万m10位　全実1万m6位　全実駅伝1区1位　織田5000m11位
24 岐阜 2 第３区  浅岡　満憲 ｱｻｵｶ ﾐﾂﾉﾘ 東京農大 ﾄｳｷｮｳﾉｳﾀﾞｲ 10,000m  30:10.69 箱根予選会75位　箱根駅伝8区8位
24 岐阜 3 補欠Ａ  河合　代二 ｶﾜｲ ﾀﾞｲｼﾞ 麗澤大 ﾚｲﾀｸﾀﾞｲ 10,000m  29:17.68 箱根予選会27位
24 岐阜 4 第１区 渡邊　智裕 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 中京高 ﾁｭｳｷｮｳｺｳ 5,000m  14:22.56 全国高校1500m16位　高校駅伝1区15位
24 岐阜 5 第５区 阪本　和也 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 中京高 ﾁｭｳｷｮｳｺｳ 5,000m  14:31.04 高校駅伝3区17位
24 岐阜 6 第４区 今井　篤弥 ｲﾏｲ ｱﾂﾔ 中京高 ﾁｭｳｷｮｳｺｳ 5,000m  14:32.73 高校駅伝4区14位
24 岐阜 7 補欠Ｂ 上地　悠透 ｶﾐｼﾞ ﾕｳﾄ 土岐商高 ﾄｷｼｮｳｺｳ 5,000m  15:11.16
24 岐阜 8 第２区 藤村　拓海 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｸﾐ 多治見中 ﾀｼﾞﾐﾁｭｳ 3,000m  8:54.41 全日中1500m予6組5位　ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m予1組22位
24 岐阜 9 第６区 岡田　和大 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 不破中 ﾌﾜﾁｭｳ 3,000m  8:53.29 全日中1500m予4組6位
24 岐阜 10 補欠Ｃ 簑島　晃佑 ﾐﾉｼﾏ ｺｳｽｹ 下呂中 ｹﾞﾛﾁｭｳ 3,000m  8:56.50

1:59.45 (31)     
    

25 滋賀 1 第７区 [F1]平井　章宏 ﾋﾗｲ ｱｷﾋﾛ 八千代工業 ﾔﾁﾖｺｳｷﾞｮｳ 10,000m  29:31.25 全実駅伝6区27位
25 滋賀 2 第３区  小澤　一真 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲ 10,000m  29:36.06 日本学生1万m20位　箱根駅伝2区14位
25 滋賀 3 補欠Ａ  山本　采矢 ﾔﾏﾓﾄ ｻｲﾔ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 10,000m  29:25.31 姫路城ﾛｰﾄﾞ優勝
25 滋賀 4 第５区 松井　政洋 ﾏﾂｲ ﾏｻﾋﾛ 草津東高 ｸｻﾂﾋｶﾞｼｺｳ 5,000m  14:54.91 高校駅伝3区29位
25 滋賀 5 第４区 山中　章弘 ﾔﾏﾅｶ ｱｷﾋﾛ 滋賀学園高 ｼｶﾞｶﾞｸｴﾝｺｳ 5,000m  14:49.89
25 滋賀 6 第１区 小澤　直人 ｵｻﾞﾜ ﾅｵﾄ 草津東高 ｸｻﾂﾋｶﾞｼｺｳ 5,000m  14:30.33 全国高校1500m予1組12位　国体5000m26位　高校駅伝1区31位
25 滋賀 7 補欠Ｂ 辰巳　貴信 ﾀﾂﾐ ﾀｶﾉﾌﾞ 滋賀学園高 ｼｶﾞｶﾞｸｴﾝｺｳ 5,000m  14:47.50
25 滋賀 8 第２区 千葉　直輝 ﾁﾊﾞ ﾅｵｷ 城山中 ｼﾛﾔﾏﾁｭｳ 3,000m  8:57.67 全日中3000m予5組5位
25 滋賀 9 第６区 吉岡　遼人 ﾖｼｵｶ ﾘｮｳﾄ 志賀中 ｼｶﾞﾁｭｳ 3,000m  8:57.20 全日中3000m予3組7位　ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m予1組12位　中学駅伝6区2位
25 滋賀 10 補欠Ｃ 矢野　直幹 ﾔﾉ ﾅｵｷ 明富中 ｱｹﾄﾐﾁｭｳ 3,000m  9:06.3

2:01.14 (45)     
    

26 京都 1 第３区  大西　毅彦 ｵｵﾆｼ ﾀｶﾋｺ ＳＧＨグループさがわ ｴｽｼﾞｰｴｲﾁｸﾞﾙｰﾌﾟｻｶﾞﾜ 10,000m  29:23.29 日本選手権1500m10位　全実駅伝1区31位
26 京都 2 第７区  田中　鴻佑 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 10,000m  29:28.2 上尾ﾊｰﾌ9位　大学駅伝8区6位
26 京都 3 補欠Ａ  上門　大祐 ｳｴｶﾄﾞ ﾀﾞｲｽｹ 京都産大 ｷｮｳﾄｻﾝﾀﾞｲ 10,000m  28:48.22 出雲駅伝1区7位　大学駅伝1区8位
26 京都 4 第１区 川端　千都 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾄ 綾部高 ｱﾔﾍﾞｺｳ 5,000m  14:15.52 全国高校5000m8位　国体5000m3位
26 京都 5 第４区 尼﨑　達也 ｱﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 洛南高 ﾗｸﾅﾝｺｳ 5,000m  14:27.19 高校駅伝1区33位
26 京都 6 第５区 角地　　真 ｶｸﾁ ｼﾝ 洛南高 ﾗｸﾅﾝｺｳ 5,000m  14:38.64 高校駅伝4区12位
26 京都 7 補欠Ｂ 大塚　　倭 ｵｵﾂｶ ﾔﾏﾄ 洛南高 ﾗｸﾅﾝｺｳ 5,000m  14:28.26 高校駅伝3区16位
26 京都 8 第２区 吉田　　匠 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 泉川中 ｲｽﾞﾐｶﾜﾁｭｳ 3,000m  8:57.83 全日中3000m予3組12位　ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m予1組14位
26 京都 9 第６区 松本　竜汰 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 西賀茂中 ﾆｼｶﾞﾓﾁｭｳ 3,000m  9:03.26 全日中1500m予1組12位　中学駅伝1区14位
26 京都 10 補欠Ｃ 佐々木優治 ｻｻｷ ﾕｳｼﾞ 綾部中 ｱﾔﾍﾞﾁｭｳ 3,000m  9:13.67

2:00.11 (38)     
    

27 大阪 1 補欠Ａ  池田　泰仁 ｲｹﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ ＮＴＴ西日本 ｴﾇﾃｨﾃｨﾆｼﾆﾎﾝ 10,000m  29:09.82 全実駅伝4区24位　全実1万m40位
27 大阪 2 第７区 [F1]松村　康平 ﾏﾂﾑﾗ ｺｳﾍｲ 三菱重工長崎 ﾐﾂﾋﾞｼｼﾞｭｳｺｳﾅｶﾞｻｷ 10,000m  28:27.04 びわ湖ﾏﾗｿﾝ7位　全実駅伝4区14位　　全実1万m19位
27 大阪 3 第３区  山中　秀仁 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾃﾞﾄ 日本体育大 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲ 10,000m  28:26.03 日本学生1万m3位　出雲駅伝3区2位　大学駅伝2区1位　箱根駅伝1区1位　世界ｸﾛｶﾝ8km52位
27 大阪 4 第１区 中村　祐紀 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 大阪桐蔭高 ｵｵｻｶﾄｳｲﾝｺｳ 5,000m  14:05.20 全国高校1500m2位　国体5000m7位　高校駅伝1区6位
27 大阪 5 第４区 細川　隆太 ﾎｿｶﾜ ﾘｭｳﾀ 大阪桐蔭高 ｵｵｻｶﾄｳｲﾝｺｳ 5,000m  14:27.99 全国高校5000m予3組11位　高校駅伝4区25位
27 大阪 6 補欠Ｂ 唐本　直登 ｶﾗﾓﾄ ﾅｵﾄ 大阪桐蔭高 ｵｵｻｶﾄｳｲﾝｺｳ 5,000m  14:35.29 高校駅伝3区40位
27 大阪 7 第５区 大森　　澪 ｵｵﾓﾘ ﾚｲ 関大北陽高 ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖｳｺｳ 5,000m  14:33.61
27 大阪 8 第２区 米田　智哉 ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓﾔ 豊中三中 ﾄﾖﾅｶｻﾝﾁｭｳ 3,000m  8:55.28 全日中3000m予1組19位
27 大阪 9 第６区 西田　雄飛 ﾆｼﾀﾞ ﾕｳﾋ 千早赤坂中 ﾁﾊﾔｱｶｻｶﾁｭｳ 3,000m  8:57.34 全日中3000m予6組19位
27 大阪 10 補欠Ｃ 久井　一平 ﾋｻｲ ｲｯﾍﾟｲ 東陽中 ﾄｳﾖｳﾁｭｳ 3,000m  8:59.30 全日中1500m予2組15位　中学駅伝2区8位

1:57.50 (8)     
    

28 兵庫 1 第７区 [F1]山本　　亮 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ ＳＧＨグループさがわ ｴｽｼﾞｰｴｲﾁｸﾞﾙｰﾌﾟｻｶﾞﾜ 10,000m  28:13.23 びわ湖ﾏﾗｿﾝ5位　丸亀ﾊｰﾌ9位　全実駅伝6区21位
28 兵庫 2 第３区  西池　和人 ﾆｼｲｹ ｶｽﾞﾄ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 10,000m  28:59.35 日本学生1万m14位　上尾ﾊｰﾌ2位　出雲駅伝1区3位　大学駅伝2区5位
28 兵庫 3 補欠Ａ  中谷　圭佑 ﾅｶﾀﾆ ｹｲｽｹ 駒澤大 ｺﾏｻﾞﾜﾀﾞｲ 10,000m  28:58.80 日本学生1万m5位　出雲駅伝2区2位　大学駅伝5区1位　箱根駅伝4区1位　上尾ﾊｰﾌ94位
28 兵庫 4 第１区 藤原　滋記 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｹﾞｷ 西脇工高 ﾆｼﾜｷｺｳｺｳ 5,000m  14:13.53 全国高校5000m5位　国体5000m8位　高校駅伝1区7位
28 兵庫 5 補欠Ｂ 磯口　晋平 ｲｿｸﾞﾁ ｼﾝﾍﾟｲ 西脇工高 ﾆｼﾜｷｺｳｺｳ 5,000m  14:29.94 全国高校5000m13位　高校駅伝3区10位
28 兵庫 6 第５区 井上　弘也 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾔ 報徳学園高 ﾎｳﾄｸｶﾞｸｴﾝｺｳ 5,000m  14:36.25
28 兵庫 7 第４区 福田　兼士 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｼ 須磨学園高 ｽﾏｶﾞｸｴﾝｺｳ 5,000m  14:27.07 全国高校1500m12位
28 兵庫 8 第２区 中尾　大樹 ﾅｶｵ ﾀﾞｲｼﾞｭ 宝殿中 ﾎｳﾃﾞﾝﾁｭｳ 3,000m  8:43.60 全日中3000m予4組21位
28 兵庫 9 第６区 稲田　拓真 ｲﾅﾀﾞ ﾀｸﾏ 小野中 ｵﾉﾁｭｳ 3,000m  8:44.32 全日中1500m予1組5位　全日中3000m12位
28 兵庫 10 補欠Ｃ 加藤　　淳 ｶﾄｳ ｱﾂｼ 大久保中 ｵｵｸﾎﾞﾁｭｳ 3,000m  8:43.33 全日中1500m予7組5位　全日中3000m4位

1:57.55 (9)     
    

29 奈良 1 第７区 [F4]山本　芳弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ トヨタ紡織 ﾄﾖﾀﾎﾞｳｼｮｸ 10,000m  29:11.30 びわ湖ﾏﾗｿﾝ16位　全実駅伝4区14位
29 奈良 2 第３区  吉村　直人 ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾄ 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ 10,000m  29:25.90 大学駅伝8区14位
29 奈良 3 補欠Ａ  岡田　将輝 ｵｶﾀﾞ ﾏｻｷ 大阪学院大 ｵｵｻｶｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 10,000m  29:53.67
29 奈良 4 第１区 大越　　望 ｵｵｺﾞｼ ﾉｿﾞﾐ 智辯学園高 ﾁﾍﾞﾝｶﾞｸｴﾝｺｳ 5,000m  14:11.72 高校駅伝3区19位
29 奈良 5 第５区 喜多　悠貴 ｷﾀ ﾕｳｷ 智辯学園高 ﾁﾍﾞﾝｶﾞｸｴﾝｺｳ 5,000m  14:17.58 高校駅伝1区13位
29 奈良 6 第４区 浜田　泰輔 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲｽｹ 智辯学園高 ﾁﾍﾞﾝｶﾞｸｴﾝｺｳ 5,000m  14:23.95 高校駅伝6区15位
29 奈良 7 補欠Ｂ 中井　拓実 ﾅｶｲ ﾀｸﾐ 智辯学園高 ﾁﾍﾞﾝｶﾞｸｴﾝｺｳ 5,000m  14:41.51 高校駅伝4区28位
29 奈良 8 第２区 中尾宗一郎 ﾅｶｵ ｿｳｲﾁﾛｳ 香芝北中 ｶｼﾊﾞｷﾀﾁｭｳ 3,000m  9:05.10 中学駅伝1区37位
29 奈良 9 補欠Ｃ 江口　　詢 ｴｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 橿原中 ｶｼﾊﾗﾁｭｳ 3,000m  9:19.13
29 奈良 10 第６区 赤井　大樹 ｱｶｲ ﾀﾞｲｷ 大成中 ﾀｲｾｲﾁｭｳ 3,000m  9:19.70 ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m予2組19位

1:59.51 (35)     
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30 和歌山 1 補欠Ａ [F3]石田　康雄 ｲｼﾀﾞ ﾔｽｵ 愛知製鋼 ｱｲﾁｾｲｺｳ 10,000m  31:33.32 延岡西日本ﾏﾗｿﾝ14位　全実駅伝6区33位
30 和歌山 2 第７区 [F4]中村　悠二 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 愛知製鋼 ｱｲﾁｾｲｺｳ 10,000m  29:00.55 全実1万m27位　全実駅伝4区17位
30 和歌山 3 第３区  潰滝　大記 ﾂｴﾀｷ ﾋﾛﾉﾘ 中央学院大 ﾁｭｳｵｳｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 10,000m  28:38.43 日本学生ﾊｰﾌ18位　日本選手権3000mSC4位　大学駅伝2区12位　箱根駅伝1区13位　出雲駅伝1区5位
30 和歌山 4 第４区 野田　周吾 ﾉﾀﾞ ｼｭｳｺﾞ 和歌山北高 ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 5,000m  14:51.41 全国高校3000mSC予2組5位　高校駅伝3区44位
30 和歌山 5 第５区 谷野　稜弥 ﾀﾆﾉ ﾘｮｳﾔ 和歌山北高 ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 5,000m  14:51.33 高校駅伝4区44位
30 和歌山 6 第１区 橋詰　大慧 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｲｾｲ 和歌山北高 ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 5,000m  14:24.54 国体50000m11位　高校駅伝1区35位
30 和歌山 7 補欠Ｂ 野田　一志 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｼ 日高高 ﾋﾀﾞｶｺｳ 5,000m  15:19.09
30 和歌山 8 第２区 松尾　拓実 ﾏﾂｵ ﾀｸﾐ 亀川中 ｶﾒｶﾞﾜﾁｭｳ 3,000m  8:45.11 ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m11位　中学駅伝1区11位　全日中3000m予1組11位
30 和歌山 9 第６区 沖見　史哉 ｵｷﾐ ﾌﾐﾔ 南部中 ﾐﾅﾍﾞﾁｭｳ 3,000m  9:11.03
30 和歌山 10 補欠Ｃ 有松　　憧 ｱﾘﾏﾂ ｼｮｳ 貴志川中 ｷｼｶﾞﾜﾁｭｳ 3,000m  9:10.28 全日中800m予2組7位

1:59.40 (29)     
    

31 鳥取 1 第３区 [F1]山﨑　亮平 ﾔﾏｻｷ ﾘｮｳﾍｲ 中国電力 ﾁｭｳｺﾞｸﾃﾞﾝﾘｮｸ 10,000m  29:26.31 唐津10ﾏｲﾙ19位　全実ﾊｰﾌ51位　全実駅伝2区22位　全実5000m13位　
31 鳥取 2 第７区  小泉　和也 ｺｲｽﾞﾐ ｶｽﾞﾔ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 10,000m  29:48.91 箱根予選会52位　箱根駅伝1区21位
31 鳥取 3 補欠Ａ  池本　大介 ｲｹﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 自衛隊米子 ｼﾞｴｲﾀｲﾖﾅｺﾞ 10,000m  31:46.69 びわ湖ﾏﾗｿﾝ84位
31 鳥取 4 第１区 風岡　永吉 ｶｻﾞｵｶ ｴｲｷﾁ 鳥取城北高 ﾄｯﾄﾘｼﾞｮｳﾎｸｺｳ 5,000m  14:20.30 全国高校5000m予3組16位　国体5000m10位
31 鳥取 5 第４区 山本　和希 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 米子松蔭高 ﾖﾅｺﾞｼｮｳｲﾝｺｳ 5,000m  14:48.89 高校駅伝3区39位
31 鳥取 6 補欠Ｂ 山本　伸輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞｷ 八頭高 ﾔｽﾞｺｳ 5,000m  14:55.81
31 鳥取 7 第５区 東島　清純 ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｷﾖｽﾐ 米子松蔭高 ﾖﾅｺﾞｼｮｳｲﾝｺｳ 5,000m  14:34.36 全国高校3000mSC12位　高校駅伝1区34位
31 鳥取 8 第６区 杉村　宗哉 ｽｷﾞﾑﾗ ｿｳﾔ 智頭中 ﾁｽﾞﾁｭｳ 3,000m  8:53.58 全日中1500m予4組8位　全日中3000m予4組20位　ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m予2組14位　国体3000m予2組11位
31 鳥取 9 第２区 福田　悠一 ﾌｸﾀ ﾕｳｲﾁ 法勝寺中 ﾎｯｼｮｳｼﾞﾁｭｳ 3,000m  9:05.41
31 鳥取 10 補欠Ｃ 大森　太楽 ｵｵﾓﾘ ﾀｲﾗ 岩美中 ｲﾜﾐﾁｭｳ 3,000m  9:05.56

2:00.54 (43)     
    

32 島根 1 第３区 [F1]松原　健太 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｹﾝﾀ トヨタ自動車 ﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬ 10,000m  28:58.50 全実ﾊｰﾌ115位
32 島根 2 第７区  松尾　修治 ﾏﾂｵ ｼｭｳｼﾞ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 10,000m  29:01.99 日本学生ﾊｰﾌ19位　箱根予選会60位　箱根駅伝7区15位
32 島根 3 補欠Ａ  佐藤　孝哉 ｻﾄｳ ﾀｶﾔ 山梨学院大 ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 10,000m  28:46.02 日本学生1万m10位　大学駅伝1区11位　箱根予選会50位
32 島根 4 第５区 田部　幹也 ﾀﾅﾍﾞ ﾐｷﾔ 出雲工高 ｲｽﾞﾓｺｳｺｳ 5,000m  14:57.55 高校駅伝1区44位
32 島根 5 第４区 千原　康大 ﾁﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ 松江商高 ﾏﾂｴｼｮｳｺｳ 5,000m  15:02.10 全国高校800m準決1組5位　全国高校1500m予2組12位　国体800m予1組7位
32 島根 6 第１区 岩田　拓海 ｲﾜﾀ ﾀｸﾐ 出雲工高 ｲｽﾞﾓｺｳｺｳ 5,000m  14:58.51 高校駅伝5区31位
32 島根 7 補欠Ｂ 岡本　創平 ｵｶﾓﾄ ｿｳﾍｲ 出雲工高 ｲｽﾞﾓｺｳｺｳ 5,000m  15:00.71 高校駅伝4区36位
32 島根 8 第６区 金高　　司 ｶﾈﾀｶ ﾂｶｻ 弥栄中 ﾔｻｶﾁｭｳ 3,000m  9:00.28
32 島根 9 第２区 田部　雄作 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｻｸ 仁多中 ﾆﾀﾁｭｳ 3,000m  8:56.08
32 島根 10 補欠Ｃ 勝田　哲史 ｶｯﾀ ﾃﾂﾌﾐ 松江一中 ﾏﾂｴｲﾁﾁｭｳ 3,000m  9:06.51

2:00.52 (42)     
    

33 岡山 1 第３区  大谷　健太 ｵｵﾀﾆ ｹﾝﾀ ＪＦＥスチール ｼﾞｪｲｴﾌｲｰｽﾁ-ﾙ 10,000m  29:01.46 全実5000m20位　全実駅伝1区34位
33 岡山 2 第７区  高瀬　泰一 ﾀｶｾ ﾀｲﾁ ＪＦＥスチール ｼﾞｪｲｴﾌｲｰｽﾁ-ﾙ 10,000m  28:36.56 全実1万m29位　全実駅伝3区9位
33 岡山 3 補欠Ａ  岡本　雄大 ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 中央学院大 ﾁｭｳｵｳｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 10,000m  28:42.29 出雲駅伝4区1位　大学駅伝1区9位　箱根駅伝2区15位
33 岡山 4 第１区 渡辺　貴裕 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 倉敷高 ｸﾗｼｷｺｳ 5,000m  14:22.55 全国高校5000m予3組9位　国体5000m27位　高校駅伝1区20位
33 岡山 5 第４区 長濵　公省 ﾅｶﾞﾊﾏ ｺｳｾｲ 倉敷高 ｸﾗｼｷｺｳ 5,000m  14:24.56
33 岡山 6 補欠Ｂ 脇本　　卓 ﾜｷﾓﾄ ｽｸﾞﾙ 倉敷高 ｸﾗｼｷｺｳ 5,000m  14:33.93 高校駅伝6区39位
33 岡山 7 第５区 森　　晃希 ﾓﾘ ｺｳｷ 倉敷高 ｸﾗｼｷｺｳ 5,000m  14:37.76 高校駅伝4区12位
33 岡山 8 第２区 本郷　　諒 ﾎﾝｺﾞｳ ﾘｮｳ 竜操中 ﾘｭｳｿｳﾁｭｳ 3,000m  8:40.42 全日中1500m予8組8位　全日中3000m15位　ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m10位
33 岡山 9 第６区 畝　　拓夢 ｳﾈ ﾀｸﾑ 吉備中 ｷﾋﾞﾁｭｳ 3,000m  8:48.14 全日中1500m予6組3位　全日中3000m予6組10位　中学駅伝1区3位
33 岡山 10 補欠Ｃ 小松　直生 ｺﾏﾂ ﾅｵｷ 倉敷南中 ｸﾗｼｷﾐﾅﾐﾁｭｳ 3,000m  8:53.04 全日中1500m予3組12位　全日中3000m予1組18位

1:58.28 (14)     
    

34 広島 1 第３区  岡本　直己 ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ 中国電力 ﾁｭｳｺﾞｸﾃﾞﾝﾘｮｸ 10,000m  28:24.26 兵庫ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ1万m7位　織田5000m8位　日本選手権1万m23位　全実1万m28位　全実駅伝4区4位　
34 広島 2 補欠Ａ  圓井　彰彦 ﾂﾑﾗｲ ｱｷﾋｺ マツダ ﾏﾂﾀﾞ 10,000m  28:16.99 日本選手権1万m6位　全実ﾊｰﾌ10位　全実駅伝5区10位
34 広島 3 第７区 [F2]鎧坂　哲哉 ﾖﾛｲｻﾞｶ ﾃﾂﾔ 旭化成 ｱｻﾋｶｾｲ 10,000m  27:53.34 日本選手権5000m2位　全実5000m4位　全実駅伝3区1位　織田5000m10位
34 広島 4 第４区 城西　　廉 ｼﾞｮｳｻｲ ﾚﾝ 世羅高 ｾﾗｺｳ 5,000m  14:49.00 全国高校1500m予4組16位　高校駅伝2区14位
34 広島 5 第５区 貞永　隆佑 ｻﾀﾞﾅｶﾞ ﾘｭｳｽｹ 世羅高 ｾﾗｺｳ 5,000m  14:19.74 全国高校5000m予1組17位　高校駅伝1区10位
34 広島 6 補欠Ｂ 山口　竜矢 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 世羅高 ｾﾗｺｳ 5,000m  14:39.42 高校駅伝5区3位
34 広島 7 第１区 新迫　志希 ｼﾝｻｺ ｼｷ 世羅高 ｾﾗｺｳ 5,000m  14:20.88 全国高校1500m予1組10位　高校駅伝4区8位
34 広島 8 第２区 吉田　圭太 ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾀ 高屋中 ﾀｶﾔﾁｭｳ 3,000m  8:31.56 全日中3000m5位　ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m2位　中学駅伝2区14位　全日中1500m9位
34 広島 9 第６区 狩野　未基 ｶﾘﾉ ﾐｻｷ 坂中 ｻｶﾁｭｳ 3,000m  8:53.99 全日中3000m予3組10位
34 広島 10 補欠Ｃ 堀内　弘輝 ﾎﾘｳﾁ ﾋﾛｷ 大和中 ﾀﾞｲﾜﾁｭｳ 3,000m  8:53.66 全日中1500m予2組6位　全日中3000m予1組4位

1:57.09 (2)     
    

35 山口 1 第７区 [F2]石川　卓哉 ｲｼｶﾜ ﾀｸﾔ 中国電力 ﾁｭｳｺﾞｸﾃﾞﾝﾘｮｸ 10,000m  28:56.90 全実ﾊｰﾌ44位　全実駅伝3区7位　全実1万m35位　織田5000m15位
35 山口 2 第３区  松村　元輝 ﾏﾂﾑﾗ ｹﾞﾝｷ 城西大 ｼﾞｮｳｻｲﾀﾞｲ 10,000m  28:49.29 日本学生ﾊｰﾌ28位　日本学生1万m28位　箱根予選会130位
35 山口 3 補欠Ａ  木村　勇貴 ｷﾑﾗ ﾕｳｷ 日本体育大 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲ 10,000m  29:15.39
35 山口 4 第１区 末次　慶太 ｽｴﾂｸﾞ ｹｲﾀ 西京高 ｻｲｷｮｳｺｳ 5,000m  14:24.45 全国高校5000m予2組12位　国体5000m12位　高校駅伝1区24位
35 山口 5 第４区 住田　優範 ｽﾐﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 西京高 ｻｲｷｮｳｺｳ 5,000m  14:37.61 全国高校5000m予3組18位　高校駅伝4区18位
35 山口 6 第５区 高野　千尋 ﾀｶﾉ ﾁﾋﾛ 西京高 ｻｲｷｮｳｺｳ 5,000m  14:32.56 全国高校3000mSC予1組9位　高校駅伝7区12位
35 山口 7 補欠Ｂ 中村　　駆 ﾅｶﾑﾗ ｶｹﾙ 西京高 ｻｲｷｮｳｺｳ 5,000m  14:33.62 全国高校1500m予3組6位　高校駅伝2区21位
35 山口 8 第２区 森本　直樹 ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵｷ 桜田中 ｻｸﾗﾀﾞﾁｭｳ 3,000m  8:49.17 全日中800m予7組5位
35 山口 9 第６区 吉岡　龍一 ﾖｼｵｶ ﾘｭｳｲﾁ 太華中 ﾀｲｶﾁｭｳ 3,000m  8:44.74 全日中3000m9位　全日中1500m予3組3位　ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m14位
35 山口 10 補欠Ｃ 雲井　崚太 ｸﾓｲ ﾘｮｳﾀ 小郡中 ｵｺﾞｵﾘﾁｭｳ 3,000m  8:51.06 全日中1500m予6組9位

1:58.51 (19)     
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36 香川 1 第７区 [F2]三津谷　祐 ﾐﾂﾔ ﾕｳ トヨタ自動車九州 ﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬｷｭｳｼｭｳ 10,000m  27:41.10 全実駅伝3区26位
36 香川 2 第３区  中村信一郎 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 10,000m  29:55.75 上尾ﾊｰﾌ37位　出雲駅伝5区8位　箱根駅伝10区10位
36 香川 3 補欠Ａ  木山　雄生 ｷﾔﾏ ﾕｳｷ 東京農大 ﾄｳｷｮｳﾉｳﾀﾞｲ 10,000m  31:19.54
36 香川 4 第５区 國澤　昇平 ｸﾆｻﾜ ｼｮｳﾍｲ 尽誠学園高 ｼﾞﾝｾｲｶﾞｸｴﾝｺｳ 5,000m  14:37.82 全国高校5000m予1組8位　高校駅伝1区45位
36 香川 5 第４区 香川　慎吾 ｶｶﾞﾜ ｼﾝｺﾞ 尽誠学園高 ｼﾞﾝｾｲｶﾞｸｴﾝｺｳ 5,000m  14:46.54 高校駅伝4区35位
36 香川 6 第１区 冨原　　拓 ﾄﾐﾊﾗ ﾀｸ 尽誠学園高 ｼﾞﾝｾｲｶﾞｸｴﾝｺｳ 5,000m  14:52.44 国体3000m予1組12位　高校駅伝2区19位
36 香川 7 補欠Ｂ 井口　裕登 ｲｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 小豆島高 ｼｮｳﾄﾞｼﾏｺｳ 5,000m  14:46.53
36 香川 8 第２区 石川　　諒 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 大野原中 ｵｵﾉﾊﾗﾁｭｳ 3,000m  8:55.69 ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m予1組15位　中学駅伝1区9位
36 香川 9 第６区 真砂　春希 ﾏｻｺﾞ ﾊﾙｷ 池田中 ｲｹﾀﾞﾁｭｳ 3,000m  9:00.1
36 香川 10 補欠Ｃ 増田　　空 ﾏｽﾀﾞ ｿﾗ 屋島中 ﾔｼﾏﾁｭｳ 3,000m  9:05.0

1:59.46 (32)     
    

37 徳島 1 第７区  松岡　悟史 ﾏﾂｵｶ ｻﾄｼ 大塚製薬 ｵｵﾂｶｾｲﾔｸ 10,000m  29:15.84 全実駅伝5区30位
37 徳島 2 第３区  三岡　大樹 ﾐﾂｵｶ ﾋﾛｷ 大塚製薬 ｵｵﾂｶｾｲﾔｸ 10,000m  28:42.97 全実駅伝6区17位　全実ﾊｰﾌ92位
37 徳島 3 補欠Ａ  野田　一貴 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｷ 大塚製薬 ｵｵﾂｶｾｲﾔｸ 10,000m  29:50.40 全実駅伝2区26位
37 徳島 4 第５区 大羽　剛司 ｵｵﾊ ﾀｹｼ 美馬商高 ﾐﾏｼｮｳｺｳ 5,000m  15:04.50 全国高校3000mSC7位　高校駅伝1区47位
37 徳島 5 第１区 熊井　　康 ｸﾏｲ ｺｳ 徳島科学技術高 ﾄｸｼﾏｶｶﾞｸｷﾞｼﾞｭﾂｺｳ 5,000m  14:42.06 全国高校5000m予3組15位　国体3000m9位
37 徳島 6 第４区 小林　力斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｷﾄ 徳島科学技術高 ﾄｸｼﾏｶｶﾞｸｷﾞｼﾞｭﾂｺｳ 5,000m  15:03.67
37 徳島 7 補欠Ｂ 光永健太郎 ﾐﾂﾅｶﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 小松島西高 ｺﾏﾂｼﾏﾆｼｺｳ 5,000m  15:10.28
37 徳島 8 第２区 志摩　銀河 ｼﾏ ｷﾞﾝｶﾞ 徳島城西中 ﾄｸｼﾏｼﾞｮｳｾｲﾁｭｳ 3,000m  9:11.89
37 徳島 9 第６区 戸島　広大 ﾄｼﾏ ｺｳﾀﾞｲ 美馬中 ﾐﾏﾁｭｳ 3,000m  9:14.21 中学駅伝1区18位　ｼﾞｭﾆｱ五輪1500m予1組7位
37 徳島 10 補欠Ｃ 横瀬　春紀 ﾖｺｾ ﾊﾙｷ 鳴門一中 ﾅﾙﾄｲﾁﾁｭｳ 3,000m  9:12.52 全日中800m予5組5位

2:01.11 (44)     
    

38 愛媛 1 第７区  山下　侑哉 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾔ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲ 10,000m  30:11.27 箱根駅伝5区21位
38 愛媛 2 第３区  小田　隼平 ｵﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 京都産大 ｷｮｳﾄｻﾝﾀﾞｲ 10,000m  30:01.12 日本学生5000m14位　出雲駅伝5区9位　大学駅伝3区15位
38 愛媛 3 補欠Ａ  鈴木　洋平 ｽｽﾞｷ ﾖｳﾍｲ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 10,000m  29:57.58
38 愛媛 4 第１区 鈴木　健吾 ｽｽﾞｷ ｹﾝｺﾞ 宇和島東高 ｳﾜｼﾞﾏﾋｶﾞｼｺｳ 5,000m  14:25.64 全国高校5000m10位　国体5000m24位　高校駅伝1区21位
38 愛媛 5 第５区 菅　　真大 ｶﾝ ﾏｻﾋﾛ 松山工高 ﾏﾂﾔﾏｺｳｺｳ 5,000m  14:28.07
38 愛媛 6 第４区 中野　尭仁 ﾅｶﾉ ﾀｶﾋﾄ 宇和島東高 ｳﾜｼﾞﾏﾋｶﾞｼｺｳ 5,000m  14:49.22 高校駅伝4区41位
38 愛媛 7 補欠Ｂ 重松　尚志 ｼｹﾞﾏﾂ ﾋｻｼ 松山工高 ﾏﾂﾔﾏｺｳｺｳ 5,000m  14:49.27 全国高校1500m予2組15位
38 愛媛 8 第２区 小笠原峰士 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｶｼ 北伊予中 ｷﾀｲﾖﾁｭｳ 3,000m  8:49.74 中学駅伝1区29位
38 愛媛 9 第６区 河野　聖也 ｺｳﾉ ｾｲﾔ 吉田中 ﾖｼﾀﾞﾁｭｳ 3,000m  8:56.96 ｼﾞｭﾆｱ五輪1500m15位
38 愛媛 10 補欠Ｃ 飯尾　亮平 ｲｲｵ ﾘｮｳﾍｲ 東予東中 ﾄｳﾖﾋｶﾞｼﾁｭｳ 3,000m  8:58.30 全日中800m準決1組6位　ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m予2組13位

2:01.39 (46)     
    

39 高知 1 第３区 [F1]市川　孝徳 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾉﾘ トヨタ紡織 ﾄﾖﾀﾎﾞｳｼｮｸ 10,000m  28:36.34 全実5000m17位　全実駅伝6区23位
39 高知 2 第７区  津野　浩大 ﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ 東京農大 ﾄｳｷｮｳﾉｳﾀﾞｲ 10,000m  28:52.16 箱根予選会11位　箱根駅伝2区13位
39 高知 3 補欠Ａ  山本　　学 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 亜細亜大 ｱｼﾞｱﾀﾞｲ 10,000m  30:03.71 箱根予選会232位
39 高知 4 第１区 浅利宗一郎 ｱｻﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ 高知農高 ｺｳﾁﾉｳｺｳ 5,000m  14:23.40 高校駅伝1区11位
39 高知 5 第５区 藤本　海生 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｲｾｲ 高知農高 ｺｳﾁﾉｳｺｳ 5,000m  14:45.33 高校駅伝6区12位
39 高知 6 第４区 田中　尚人 ﾀﾅｶ ﾅｵﾄ 高知農高 ｺｳﾁﾉｳｺｳ 5,000m  14:51.47
39 高知 7 補欠Ｂ 山口　　真 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝ 宿毛工高 ｽｸﾓｺｳｺｳ 5,000m  14:57.65
39 高知 8 第２区 千屋　直輝 ﾁﾔ ﾅｵｷ 香我美中 ｶｶﾞﾐﾁｭｳ 3,000m  9:04.25 ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m予2組17位　中学駅伝1区48位
39 高知 9 第６区 青木　　心 ｱｵｷ ｼﾞﾝ 香我美中 ｶｶﾞﾐﾁｭｳ 3,000m  9:08.69 中学駅伝2区27位
39 高知 10 補欠Ｃ 西村　拓海 ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾐ 朝ヶ丘中 ｱｻｶﾞｵｶﾁｭｳ 3,000m  9:13.0 ｼﾞｭﾆｱ五輪1500m予4組7位

1:59.39 (28)     
    

40 福岡 1 第３区  高井　和治 ﾀｶｲ ｶｽﾞﾊﾙ 九電工 ｷｭｳﾃﾞﾝｺｳ 10,000m  29:09.00 日本選手権5000m14位　織田5000m7位　全実駅伝3区13位
40 福岡 2 第７区  黒木　文太 ｸﾛｷ ﾌﾞﾝﾀ 安川電機 ﾔｽｶﾜﾃﾞﾝｷ 10,000m  28:33.34 全実駅伝1区24位
40 福岡 3 補欠Ａ  篠原　義裕 ｼﾉﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 西鉄 ﾆｼﾃﾂ 10,000m  29:05.66 全実駅伝1区26位
40 福岡 4 第１区 吉田　亮壱 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 大牟田高 ｵｵﾑﾀｺｳ 5,000m  14:15.22 全国高校5000m15位　高校駅伝3区7位
40 福岡 5 第５区 大山　憲明 ｵｵﾔﾏ ﾉﾘｱｷ 大牟田高 ｵｵﾑﾀｺｳ 5,000m  14:17.14 全国高校1500m5位　全国高校3000mSC優勝　国体5000m5位　高校駅伝1区16位
40 福岡 6 第４区 鬼塚　翔太 ｵﾆﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ 大牟田高 ｵｵﾑﾀｺｳ 5,000m  14:19.44 全国高校5000m予2組9位　国体3000m2位　高校駅伝7区2位
40 福岡 7 補欠Ｂ 谷口耕一郎 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｲﾁﾛｳ 福岡大付大濠高 ﾌｸｵｶﾀﾞｲﾌｵｵﾎﾘｺｳ 5,000m  14:14.75 全国高校1500m予3組8位
40 福岡 8 第２区 大保　海士 ﾀﾞｲﾎ ｶｲｼ 新宮中 ｼﾝｸﾞｳﾁｭｳ 3,000m  8:45.51 全日中3000m8位　全日中1500m予5組8位
40 福岡 9 第６区 吉武　佑真 ﾖｼﾀｹ ﾕｳﾏ 泉中 ｲｽﾞﾐﾁｭｳ 3,000m  8:49.49 全日中3000m予1組14位
40 福岡 10 補欠Ｃ 香山　　稜 ｶﾔﾏ ﾘｮｳ 曽根中 ｿﾈﾁｭｳ 3,000m  8:31.70 全日中1500m5位　全日中3000m予5組19位　ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m4位

1:58.07 (13)     
    

41 佐賀 1 第３区  安藤　慎治 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾝｼﾞ 戸上電機 ﾄｶﾞﾐﾃﾞﾝｷ 10,000m  28:36.85 全実1万m54位
41 佐賀 2 第７区 [F1]平山　竜成 ﾋﾗﾔﾏ ﾀﾂﾅﾘ 安川電機 ﾔｽｶﾜﾃﾞﾝｷ 10,000m  29:50.94 延岡西日本ﾏﾗｿﾝ3位
41 佐賀 3 補欠Ａ  東島　彰吾 ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 10,000m  29:59.27 箱根予選会63位　箱根駅伝1区17位
41 佐賀 4 第１区 光延　　誠 ﾐﾂﾉﾌﾞ ﾏｺﾄ 鳥栖工高 ﾄｽｺｳｺｳ 5,000m  14:00.61 全国高校1500m予1組9位　全国高校5000m予2組8位　国体5000m6位　高校駅伝3区5位
41 佐賀 5 第５区 川野　敬介 ｶﾜﾉ ｹｲｽｹ 鳥栖工高 ﾄｽｺｳｺｳ 5,000m  14:23.69 全国高校5000m予1組9位　全国高校3000mSC予3組5位　高校駅伝1区17位
41 佐賀 6 第４区 坂本　佳太 ｻｶﾓﾄ ｹｲﾀ 鳥栖工高 ﾄｽｺｳｺｳ 5,000m  14:26.64 高校駅伝4区4位
41 佐賀 7 補欠Ｂ 吉岡　幸輝 ﾖｼｵｶ ｺｳｷ 白石高 ｼﾛｲｼｺｳ 5,000m  14:47.73
41 佐賀 8 第２区 米野　航成 ﾖﾈﾉ ｺｳｾｲ 鹿島西部中 ｶｼﾏｾｲﾌﾞﾁｭｳ 3,000m  9:07.80
41 佐賀 9 第６区 上田　一貴 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｷ 山内中 ﾔﾏｳﾁﾁｭｳ 3,000m  9:08.31
41 佐賀 10 補欠Ｃ 原　宗太郎 ﾊﾗ ｿｳﾀﾛｳ 厳木中 ｷｭｳﾗｷﾞﾁｭｳ 3,000m  9:23.68

1:59.30 (27)     
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42 長崎 1 第７区  木滑　　良 ｷﾅﾒ ﾘｮｳ 三菱重工長崎 ﾐﾂﾋﾞｼｼﾞｭｳｺｳﾅｶﾞｻｷ 10,000m  28:43.08 日本選手権5000m10位　全実駅伝1区2位　全実5000m9位
42 長崎 2 補欠Ａ [F1]馬場　圭太 ﾊﾞﾊﾞ ｹｲﾀ Ｈｏｎｄａ ﾎﾝﾀﾞ 10,000m  28:26.59 日本選手権5000m20位　全実駅伝3区14位　全実1万m15位
42 長崎 3 第３区  井上　大仁 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾄ 山梨学院大 ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 10,000m  28:39.08 日本学生1万m18位　大学駅伝2区1位　箱根予選会5位　箱根駅伝5区8位(参考)　日本学生ﾊｰﾌ5位
42 長崎 4 補欠Ｂ 小田　智哉 ｺﾀﾞ ﾄﾓﾔ 諫早高 ｲｻﾊﾔｺｳ 5,000m  14:32.75 高校駅伝3区31位
42 長崎 5 第１区 坂口　裕之 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 諫早高 ｲｻﾊﾔｺｳ 5,000m  14:20.00 高校駅伝1区18位
42 長崎 6 第５区 向　　晃平 ﾑｶｲ ｺｳﾍｲ 鎮西学院高 ﾁﾝｾﾞｲｶﾞｸｲﾝｺｳ 5,000m  14:12.57
42 長崎 7 第４区 長瀬　凌太 ﾅｶﾞｾ ﾘｮｳﾀ 鎮西学院高 ﾁﾝｾﾞｲｶﾞｸｲﾝｺｳ 5,000m  14:32.11
42 長崎 8 第６区 山本　航大 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 長与二中 ﾅｶﾞﾖﾆﾁｭｳ 3,000m  8:48.54 全日中3000m16位　全日中1500m予6組12位
42 長崎 9 第２区 原田　宗広 ﾊﾗﾀﾞ ﾑﾈﾋﾛ 喜々津中 ｷｷﾂﾁｭｳ 3,000m  8:34.78 ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m5位　全日中3000m予6組16位　全日中1500m11位
42 長崎 10 補欠Ｃ 相川　開誠 ｱｲｶﾜ ｶｲｾｲ 諫早高付中 ｲｻﾊﾔｺｳﾌﾁｭｳ 3,000m  8:52.36

1:57.48 (7)     
    

43 熊本 1 第７区 [F1]久保田大貴 ｸﾎﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 安川電機 ﾔｽｶﾜﾃﾞﾝｷ 10,000m  29:07.44 丸亀ﾊｰﾌ46位　全実ﾊｰﾌ30位　全実駅伝7区20位
43 熊本 2 第３区  本田　　匠 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｸﾐ 日本体育大 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲ 10,000m  29:18.71 上尾ﾊｰﾌ15位　世界ｸﾛｶﾝ12km70位　箱根駅伝2区10位
43 熊本 3 補欠Ａ  元村　大地 ﾓﾄﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 10,000m  29:04.91 日本学生ﾊｰﾌ12位　箱根予選会72位　箱根駅伝2区17位
43 熊本 4 第１区 近藤修一郎 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 九州学院高 ｷｭｳｼｭｳｶﾞｸｲﾝｺｳ 5,000m  14:30.28 高校駅伝1区29位
43 熊本 5 補欠Ｂ 林田　元輝 ﾊﾔｼﾀﾞ ｹﾞﾝｷ 九州学院高 ｷｭｳｼｭｳｶﾞｸｲﾝｺｳ 5,000m  14:36.10 高校駅伝4区11位
43 熊本 6 第４区 園田　憲佑 ｿﾉﾀﾞ ｹﾝｽｹ 熊本国府高 ｸﾏﾓﾄｺｸﾌｺｳ 5,000m  14:24.70 国体5000m19位
43 熊本 7 第５区 西﨑　禎志 ﾆｼｻﾞｷ ﾀﾀﾞｼ 鎮西高 ﾁﾝｾﾞｲｺｳ 5,000m  14:28.81
43 熊本 8 第２区 西田　壮志 ﾆｼﾀﾞ ﾀｹｼ 坂本中 ｻｶﾓﾄﾁｭｳ 3,000m  8:49.00 全日中1500m予5組9位　全日中3000m予1組10位　ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m予2組11位
43 熊本 9 第６区 田上　　建 ﾀﾉｳｴ ﾀｹﾙ 玉名中 ﾀﾏﾅﾁｭｳ 3,000m  8:48.88 全日中3000m予4組4位
43 熊本 10 補欠Ｃ 大土手　嵩 ｵｵﾄﾞﾃ ｼｭｳ 相良中 ｻｶﾞﾗﾁｭｳ 3,000m  9:08.33

1:59.24 (25)     
    

44 大分 1 第３区  油布　郁人 ﾕﾌ ｲｸﾄ 駒澤大 ｺﾏｻﾞﾜﾀﾞｲ 10,000m  28:53.11 日本選手権1500m9位　日本学生1500m優勝　出雲駅伝4区2位　大学駅伝3区1位　箱根駅伝3区3位　上尾ﾊｰﾌ7位
44 大分 2 第７区  大塚　祥平 ｵｵﾂｶ ｼｮｳﾍｲ 駒澤大 ｺﾏｻﾞﾜﾀﾞｲ 10,000m  29:27.94 箱根駅伝8区6位
44 大分 3 補欠Ａ  橋本　　崚 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ 青山学院大 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 10,000m  29:18.28 仙台国際ﾊｰﾌ17位　大学駅伝6区5位
44 大分 4 第５区 安藤　　聡 ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 大分東明高 ｵｵｲﾀﾄｳﾒｲｺｳ 5,000m  14:34.83 高校駅伝3区26位
44 大分 5 第４区 小原　祐生 ｵﾊﾗ ﾕｳｷ 鶴崎工高 ﾂﾙｻｷｺｳｺｳ 5,000m  14:44.77
44 大分 6 第１区 十川　裕二 ﾄｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 大分東明高 ｵｵｲﾀﾄｳﾒｲｺｳ 5,000m  14:42.47 高校駅伝1区37位
44 大分 7 補欠Ｂ 日下　範樹 ｸｻｶ ﾉﾘｷ 鶴崎工高 ﾂﾙｻｷｺｳｺｳ 5,000m  14:51.50
44 大分 8 第６区 改木　悠真 ｶｲｷ ﾕｳﾏ 都野中 ﾐﾔｺﾉﾁｭｳ 3,000m  8:49.32 ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m12位
44 大分 9 補欠Ｃ 中山　瞬一 ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝｲﾁ 久住中 ｸｼﾞｭｳﾁｭｳ 3,000m  8:53.23
44 大分 10 第２区 小野　知大 ｵﾉ ﾁﾋﾛ 坂ノ市中 ｻｶﾉｲﾁﾁｭｳ 3,000m  8:47.23 全日中3000m予6組3位　中学駅伝2区2位　ｼﾞｭﾆｱ五輪1500m13位

1:59.56 (36)     
    

45 宮崎 1 第３区  八木　勇樹 ﾔｷﾞ ﾕｳｷ 旭化成 ｱｻﾋｶｾｲ 10,000m  28:44.97 全実駅伝2区18位（日本人1位）
45 宮崎 2 第７区  田口　雅也 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 10,000m  28:37.37 日本学生ﾊｰﾌ6位　出雲駅伝1区6位　大学駅伝4区4位　箱根駅伝1区3位
45 宮崎 3 補欠Ａ [F1]廣末　　香 ﾋﾛｽｴ ｶｵﾙ トヨタ自動車九州 ﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬｷｭｳｼｭｳ 5,000m  14:14.85 唐津10ﾏｲﾙ8位　玉名ﾊｰﾌ3位　全実駅伝6区2位　
45 宮崎 4 第５区 荒毛　喬也 ｱﾗｹ ﾀｶﾔ 宮崎日大高 ﾐﾔｻﾞｷﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 5,000m  14:24.29 全国高校5000m予1組18位
45 宮崎 5 第４区 荒武　星哉 ｱﾗﾀｹ ｾｲﾔ 小林高 ｺﾊﾞﾔｼｺｳ 5,000m  14:36.63 高校駅伝4区6位
45 宮崎 6 補欠Ｂ 河野　　誉 ｶﾜﾉ ﾎﾏﾚ 小林高 ｺﾊﾞﾔｼｺｳ 5,000m  14:41.39 全国高校1500m予3組5位　高校駅伝2区1位
45 宮崎 7 第１区 廣末　　卓 ﾋﾛｽｴ ｽｸﾞﾙ 小林高 ｺﾊﾞﾔｼｺｳ 5,000m  14:15.06 全国高校5000m4位　世界ﾕｰｽ3000m6位　国体5000m2位　高校駅伝1区1位
45 宮崎 8 第２区 亀鷹　雄輝 ｶﾒﾀｶ ﾕｳｷ 妻中 ﾂﾏﾁｭｳ 3,000m  8:55.17 全日中1500m予3組4位　全日中3000m予3組4位　ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m予1組21位　中学駅伝1区1位
45 宮崎 9 第６区 重留　昂洋 ｼｹﾞﾄﾞﾒ ｺｳﾖｳ 三股中 ﾐﾏﾀﾁｭｳ 3,000m  8:58.07 全日中3000m予1組6位
45 宮崎 10 補欠Ｃ 長倉　奨美 ﾅｶﾞｸﾗ ﾏｻﾐ 木花中 ﾁﾊﾞﾅﾁｭｳ 3,000m  9:03.36

1:58.29 (15)     
    

46 鹿児島 1 第７区 [F2]松枝　　翔 ﾏﾂｴﾀﾞ ｼｮｳ 三菱重工長崎 ﾐﾂﾋﾞｼｼﾞｭｳｺｳﾅｶﾞｻｷ 10,000m  28:53.19 全実駅伝3区10位
46 鹿児島 2 第３区  大六野秀畝 ﾀﾞｲﾛｸﾉ ｼｭｳﾎ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 10,000m  28:40.88 丸亀ﾊｰﾌ16位　出雲駅伝3区12位　大学駅伝8区4位　箱根駅伝2区5位
46 鹿児島 3 補欠Ａ  市田　　孝 ｲﾁﾀﾞ ﾀｶｼ 大東文化大 ﾀﾞｲﾄｳﾌﾞﾝｶﾀﾞｲ 10,000m  28:43.93 日本学生1万m9位　大学駅伝1区5位　箱根予選会8位　箱根駅伝2区10位　上尾ﾊｰﾌ優勝　日本学生ﾊｰﾌ8位
46 鹿児島 4 第１区 坂本　大志 ｻｶﾓﾄ ﾀｲｼ 鶴翔高 ｶｸｼｮｳｺｳ 5,000m  14:10.42
46 鹿児島 5 第５区 軸屋　　健 ｼﾞｸﾔ ﾀｹﾙ 鶴翔高 ｶｸｼｮｳｺｳ 5,000m  14:25.03
46 鹿児島 6 第４区 野村　峻哉 ﾉﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 鹿児島城西高 ｶｺﾞｼﾏｼﾞｮｳｾｲｺｳ 5,000m  14:20.67
46 鹿児島 7 補欠Ｂ 田中　龍太 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀ 鹿児島実高 ｶｺﾞｼﾏｼﾞﾂｺｳ 5,000m  14:31.94 全国高校1500m予2組10位　全国高校5000m予2組14位　高校駅伝1区38位
46 鹿児島 8 第２区 友生　貴大 ﾄﾓﾉ ﾀｶﾋﾛ 桜山中 ｻｸﾗﾔﾏﾁｭｳ 3,000m  8:36.89 全日中1500m予6組6位　全日中3000m13位　ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m9位
46 鹿児島 9 補欠Ｃ 茅野　雅博 ｶﾔﾉ ﾏｻﾋﾛ 別府中 ﾍﾞｯﾌﾟﾁｭｳ 3,000m  8:56.78
46 鹿児島 10 第６区 樗木　颯瑳 ｵﾃｷ ﾊﾔｻ 加治木中 ｶｼﾞｷﾁｭｳ 3,000m  8:56.49 全日中1500m予5組15位

1:57.60 (10)     
    

47 沖縄 1 第７区  仲間　孝大 ﾅｶﾏ ﾀｶﾋﾛ 経営支援センタ－ ｹｲｴｲｼｴﾝｾﾝﾀ- 10,000m  30:16.17 北海道ﾏﾗｿﾝ16位
47 沖縄 2 補欠Ａ  嶺井　雄宇 ﾐﾈｲ ﾕｳ 帝京大 ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲ 10,000m  29:56.66 上尾ﾊｰﾌ55位
47 沖縄 3 第３区  新垣　魁都 ｱﾗｶｷ ｶｲﾄ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 10,000m  29:47.57 上尾ﾊｰﾌ86位
47 沖縄 4 第４区 與儀　達朗 ﾖｷﾞ ﾀﾂﾛｳ 那覇西高 ﾅﾊﾆｼｺｳ 5,000m  15:00.33
47 沖縄 5 第１区 宮平健太郎 ﾐﾔﾋﾗ ｹﾝﾀﾛｳ コザ高 ｺｻﾞｺｳ 5,000m  14:55.00 高校駅伝1区46位
47 沖縄 6 補欠Ｂ 田島　　光 ﾀｼﾞﾏ ﾋｶﾙ 知念高 ﾁﾈﾝｺｳ 5,000m  15:07.11
47 沖縄 7 第５区 神里　裕司 ｶﾐｻﾞﾄ ﾕｳｼﾞ コザ高 ｺｻﾞｺｳ 5,000m  14:58.95 高校駅伝3区46位
47 沖縄 8 第２区 島袋　快仁 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｶｲﾄ 伊良波中 ｲﾗﾊﾁｭｳ 3,000m  9:01.4 ｼﾞｭﾆｱ五輪3000m予2組16位
47 沖縄 9 第６区 宮城　　響 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾋﾞｷ 名護中 ﾅｺﾞﾁｭｳ 3,000m  9:05.7
47 沖縄 10 補欠Ｃ 島袋　太佑 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾀｲﾕｳ 大浜中 ｵｵﾊﾏﾁｭｳ 3,000m  9:18.0 中学駅伝1区38位

2:03.02 (47)


