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◆天皇盃 第20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 54名(昨年51名)
箱根駅伝出場者 45名 (昨年55名)　（大学生エントリー72名　(昨年77名)）
全国高校駅伝出場者 125名(昨年113名)（内,1区出場者44名(昨年44名)）
全国中学校駅伝出場者　27名(昨年28名) 

広島陸上競技協会調べ
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 [F2]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 28:04.25 世界ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 18位　　日本選手権5000m 3位　 全実1万m 15位　　全実駅伝3区 2位　　
1 北海道 2 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 28:27.73 大学駅伝4区 8位　　箱根駅伝7区 1位
1 北海道 3 補欠Ａ  柴田　拓真 ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾏ 平成国際大 ﾍｲｾｲｺｸｻｲﾀﾞｲ 10,000m 29:54.78 箱根駅伝4区 15位相当
1 北海道 4 第１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 14:35.84 高校駅伝4区 11位
1 北海道 5 第４区 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 14:28.29 高校駅伝2区 29位
1 北海道 6 補欠Ｂ 小松　陽平 ｺﾏﾂ ﾖｳﾍｲ 東海大四高 ﾄｳｶｲﾀﾞｲﾖﾝｺｳ 5,000m 14:29.72
1 北海道 7 第５区 成田　悠汰 ﾅﾘﾀ ﾕｳﾀ 札幌山の手高 ｻｯﾎﾟﾛﾔﾏﾉﾃｺｳ 5,000m 14:28.51 高校駅伝1区 22位
1 北海道 8 第２区 石田　光輝 ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ 札幌西岡北中 ｻｯﾎﾟﾛﾆｼｵｶｷﾀﾁｭｳ 3,000m 8:42.68 全日中800m 8位　　全日中1500m 10位　 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸA3000m 18位
1 北海道 9 第６区 金橋　佳佑 ｶﾅﾊｼ ｹｲｽｹ 釧路景雲中 ｸｼﾛｹｲｳﾝﾁｭｳ 3,000m 8:54.71 中学駅伝1区 24位
1 北海道 10 補欠Ｃ 佐々木　速斗 ｻｻｷ ﾊﾔﾄ 千代台陸上スクール ﾁﾖｶﾞﾀﾞｲﾘｸｼﾞｮｳｽｸｰﾙ 3,000m 8:56.80

  
  

2 青森 1 第７区 [F1]蛯名　聡勝 ｴﾋﾞﾅ ﾄｼｶﾂ 小森コーポレーション ｺﾓﾘｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 10,000m 28:59.45
2 青森 2 第３区  其田　健也 ｿﾉﾀ ｹﾝﾔ 駒澤大 ｺﾏｻﾞﾜﾀﾞｲ 10,000m 29:04.79 日本ｲﾝｶﾚ5000m 10位　　箱根駅伝9区 3位   
2 青森 3 補欠Ａ  柿本　昇忠 ｶｷﾓﾄ ｼｮｳｱﾂ 日本体育大 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲ 10,000m 29:42.99 大学駅伝4区 17位    
2 青森 4 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 14:24.44 高校駅伝1区 41位   
2 青森 5 第５区 寺嶋　晃我 ﾃﾗｼﾏ ｺｳｶﾞ 青森山田高 ｱｵﾓﾘﾔﾏﾀﾞｺｳ 5,000m 14:46.45 高校駅伝7区 52位   
2 青森 6 補欠Ｂ 久保田　法教 ｸﾎﾞﾀ ﾉﾘﾕｷ 青森山田高 ｱｵﾓﾘﾔﾏﾀﾞｺｳ 5,000m 14:46.51 高校駅伝3区 39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 15:03.29    
2 青森 8 第２区 松尾　鴻雅 ﾏﾂｵ ｺｳｶﾞ 東北中 ﾄｳﾎｸﾁｭｳ 3,000m 8:40.98 全日中3000m 9位　 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸA3000m 6位　 中学駅伝1区 2位 
2 青森 9 第６区 田澤　廉 ﾀｻﾞﾜ ﾚﾝ 是川中 ｺﾚｶﾜﾁｭｳ 3,000m 9:08.08
2 青森 10 補欠Ｃ 谷地中　雄大 ﾔﾁﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ 白山台中 ﾊｸｻﾝﾀﾞｲﾁｭｳ 3,000m 9:02.32    

  
    

3 岩手 1 第７区 [F3]長谷川　清勝 ﾊｾｶﾞﾜ ｷﾖｶﾂ ＪＲ東日本 ｼﾞｪｲｱｰﾙﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ 10,000m 29:17.39 全実駅伝5区 12位
3 岩手 2 第３区  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 29:21.91 箱根駅伝2区 15位相当
3 岩手 3 補欠Ａ  照井　明人 ﾃﾙｲ ｱｷﾄ 東京国際大 トウキョウコクサイダイ 10,000m 29:27.53     
3 岩手 4 第５区 永戸　聖 ﾅｶﾞﾄ ｼｮｳ 盛岡工高 ﾓﾘｵｶｺｳｺｳ 5,000m 14:41.45    
3 岩手 5 第１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 15:11.56 高校駅伝1区 32位
3 岩手 6 第４区 佐々木　聖和 ｻｻｷ ｷﾖﾀｶ 一関学院高 ｲﾁﾉｾｷｶﾞｸｲﾝｺｳ 5,000m 14:37.89 高校駅伝3区 24位
3 岩手 7 補欠Ｂ 小原　拓未 ｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 一関学院高 ｲﾁﾉｾｷｶﾞｸｲﾝｺｳ 5,000m 14:48.66 高校駅伝6区 36位
3 岩手 8 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 8:38.98 全日中3000m 12位　 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸA3000m 2位
3 岩手 9 第６区 吉田　優斗 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 見前中 ﾐﾙﾏｴﾁｭｳ 3,000m 8:50.76 中学駅伝1区 3位
3 岩手 10 補欠Ｃ 小倉　朝陽 ｵｸﾞﾗ ｱｻﾋ 見前中 ﾐﾙﾏｴﾁｭｳ 3,000m 9:02.00 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸB1500m 14位　　中学駅伝2区 5位

  
    

4 宮城 1 第７区  村山　謙太 ﾑﾗﾔﾏ ｹﾝﾀ 駒澤大 ｺﾏｻﾞﾜﾀﾞｲ 10,000m 27:49.94 世界ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 56位　　日本選手権1万m 4位　 　大学駅伝1区 1位　　箱根駅伝2区 4位　　
4 宮城 2 第３区  村山　紘太 ﾑﾗﾔﾏ ｺｳﾀ 城西大 ｼﾞｮｳｻｲﾀﾞｲ 10,000m 28:42.09 ｱｼﾞｱ大会5000m 5位　　日本選手権5000m 2位　　日本ｲﾝｶﾚ1500m 2位　　大学駅伝1区 2位　　箱根駅伝2区 2位   
4 宮城 3 補欠Ａ  加藤　光 ｶﾄｳ ﾋｶﾙ 日本体育大 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲ 10,000m 29:13.97 日本ｲﾝｶﾚ1500m 4位  　日本ｲﾝｶﾚ5000m 6位　　大学駅伝1区 16位　　箱根駅伝3区11位    
4 宮城 4 第５区 三浦　洋希 ﾐｳﾗ ﾋﾛｷ 東北高 ﾄｳﾎｸｺｳ 5,000m 14:06.02 高校総体5000m 14位　　高校駅伝1区 12位 
4 宮城 5 第１区 中村　大成 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ 東北高 ﾄｳﾎｸｺｳ 5,000m 14:20.59 高校総体5000m 18位　　高校駅伝4区 8位  
4 宮城 6 第４区 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 14:26.30 高校総体1500m 11位　　高校駅伝4区 36位  
4 宮城 7 補欠Ｂ 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 14:25.62 高校駅伝1区 17位   
4 宮城 8 第２区 小野　友生 ｵﾉ ﾕｳｷ 長町中 ﾅｶﾞﾏﾁﾁｭｳ 3,000m 8:42.13 全日中800m 7位　　ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸA3000m 7位  
4 宮城 9 第６区 佐藤　礼旺 ｻﾄｳ ﾚｵ 蛇田中 ﾍﾋﾞﾀﾁｭｳ 3,000m 9:07.63    
4 宮城 10 補欠Ｃ 鈴木　浩風 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶｾﾞ 古川南中 ﾌﾙｶﾜﾐﾅﾐﾁｭｳ 3,000m 9:08.69    

    
    

5 秋田 1 第３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 28:56.70 日本ｲﾝｶﾚ5000m 8位   大学駅伝8区 11位　　箱根駅伝10区 7位
5 秋田 2 第７区  阿部　竜巳 ｱﾍﾞ ﾀﾂﾐ 山梨学院大 ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 10,000m 28:54.94 大学駅伝7区 5位　　箱根駅伝9区 14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 29:10.10     
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 13:57.29 国体A5000m 3位　　高校総体5000m 15位　　高校駅伝1区 4位   
5 秋田 5 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 14:17.44 高校駅伝3区 7位
5 秋田 6 第４区 齋藤　椋 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 秋田工高 ｱｷﾀｺｳｺｳ 5,000m 14:27.00 高校駅伝4区 6位
5 秋田 7 補欠Ｂ 續木　悠也 ﾂﾂﾞｷ ﾕｳﾔ 秋田工高 ｱｷﾀｺｳｺｳ 5,000m 14:28.58 高校総体3000mSC 2位　　高校駅伝2区 7位   
5 秋田 8 第２区 萩野　紫音 ﾊｷﾞﾉ ｼｵﾝ 大館国際情報中 ｵｵﾀﾞﾃｺｸｻｲｼﾞｮｳﾎｳﾁｭｳ 3,000m 9:14.74    
5 秋田 9 第６区 三ヶ田　奨 ﾐｶﾀﾞ ﾀｽｸ 花輪一中 ﾊﾅﾜｲｯﾁｭｳ 3,000m 9:15.08    
5 秋田 10 補欠Ｃ 吉田　駿 ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝ 男鹿東中 ｵｶﾞﾋｶﾞｼﾁｭｳ 3,000m 9:19.04    
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6 山形 1 補欠Ａ  鈴木　駿 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝ 南陽東置賜地区陸協 ﾅﾝﾖｳﾋｶﾞｼｵｷﾀﾏﾁｸﾘｯｷｮｳ 10,000m 29:31.82 全実駅伝4区 26位
6 山形 2 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 28:54.83     
6 山形 3 第３区  齋藤　真也 ｻｲﾄｳ ｼﾝﾔ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 10,000m 29:52.91     
6 山形 4 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 14:26.66 国体A5000m 18位   
6 山形 5 第５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 14:34.24    
6 山形 6 補欠Ｂ 橋間　貴弥 ﾊｼﾏ ﾀｶﾔ 山形南高 ﾔﾏｶﾞﾀﾐﾅﾐｺｳ 5,000m 14:57.49    
6 山形 7 第４区 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 14:37.35 高校駅伝1区 48位   
6 山形 8 第６区 細谷　翔馬 ﾎｿﾔ ｼｮｳﾏ 陵東中 ﾘｮｳﾄｳﾁｭｳ 3,000m 8:49.10 全日中3000m 13位
6 山形 9 補欠Ｃ 川口　航士郎 ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｼﾛｳ 山形二中 ﾔﾏｶﾞﾀﾆﾁｭｳ 3,000m 8:57.78
6 山形 10 第２区 荒生　実慧 ｱﾗｵ ﾏｻﾄ 酒田一中 ｻｶﾀｲｯﾁｭｳ 3,000m 8:46.30 全日中3000m 6位　　ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸB1500m 8位  

    
    

7 福島 1 第７区 [F1]圓井　彰彦 ﾂﾑﾗｲ ｱｷﾋｺ マツダ ﾏﾂﾀﾞ 10,000m 28:45.98 日本選手権1万m 11位
7 福島 2 第３区  柳原　貴大 ﾔｷﾞﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 帝京大 ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲ 10,000m 29:17.99 箱根駅伝2区 16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 29:51.00 大学駅伝6区 4位　　箱根駅伝8区 6位
7 福島 4 第５区 戸澤　奨 ﾄｻﾜ ｼｮｳ 田村高 ﾀﾑﾗｺｳ 5,000m 14:24.44    
7 福島 5 第１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 14:18.02 高校総体5000m 13位　　高校駅伝1区 11位  
7 福島 6 補欠Ｂ 相澤　晃 ｱｲｻﾞﾜ ｱｷﾗ 学法石川高 ｶﾞｸﾎｳｲｼｶﾜｺｳ 5,000m 14:10.63 高校駅伝4区 19位   
7 福島 7 第４区 遠藤　日向 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｭｳｶﾞ 学法石川高 ｶﾞｸﾎｳｲｼｶﾜｺｳ 5,000m 13:58.93 国体B3000m 優勝　　高校駅伝3区 13位  
7 福島 8 第２区 半澤　黎斗 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾚｲﾄ 平一中 ﾀｲﾗｲﾁﾁｭｳ 3,000m 9:01.36    
7 福島 9 第６区 芳賀　宏太郎 ﾊｶﾞ ｺｳﾀﾛｳ 大戸中 ｵｵﾄﾁｭｳ 3,000m 9:10.22    
7 福島 10 補欠Ｃ 近藤　聖人 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 中島中 ﾅｶｼﾞﾏﾁｭｳ 3,000m 9:10.34    

    
    

8 茨城 1 第７区  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 28:55.43 全実駅伝1区 9位
8 茨城 2 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 10,000m 29:01.73 日本選手権1500m 4位　　全実駅伝6区 6位    
8 茨城 3 補欠Ａ  海老澤　剛 ｴﾋﾞｻﾜ ﾂﾖｼ 中央学院大 ﾁｭｳｵｳｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 10,000m 29:12.77 大学駅伝3区 3位　　箱根駅伝2区 11位    
8 茨城 4 第１区 川澄　克弥 ｶﾜｽﾐ ｶﾂﾔ 水城高 ｽｲｼﾞｮｳｺｳ 5,000m 14:24.14 高校駅伝1区 50位   
8 茨城 5 第４区 永井　拓真 ﾅｶﾞｲ ﾀｸﾏ 水城高 ｽｲｼﾞｮｳｺｳ 5,000m 14:14.25 高校駅伝4区 45位   
8 茨城 6 第５区 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 14:13.09 国体A5000m 11位　　高校駅伝7区 1位
8 茨城 7 補欠Ｂ 江連　翼 ｴﾂﾞﾚ ﾂﾊﾞｻ 水城高 ｽｲｼﾞｮｳｺｳ 5,000m 14:36.19 高校駅伝3区 25位   
8 茨城 8 第２区 小島　優作 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｻｸ 波崎二中 ﾊｻｷﾆﾁｭｳ 3,000m 8:48.43    
8 茨城 9 第６区 福島　正訓 ﾌｸｼﾏ ﾏｻﾉﾘ 瑞竜中 ｽﾞｲﾘｭｳﾁｭｳ 3,000m 8:50.44 全日中1500m 2位　　中学駅伝4区 3位  
8 茨城 10 補欠Ｃ 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 8:45.02 全日中3000m 15位　　中学駅伝1区 14位

    
    

9 栃木 1 第７区 [F3]宇賀地　強 ｳｶﾞﾁ ﾂﾖｼ コニカミノルタ ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 10,000m 28:18.87 全実駅伝5区 3位
9 栃木 2 補欠Ａ  黒川　翔矢 ｸﾛｶﾜ ｼｮｳﾔ 駒澤大 ｺﾏｻﾞﾜﾀﾞｲ 10,000m 29:17.53 大学駅伝7区 1位　　箱根駅伝10区 8位    
9 栃木 3 第３区  横手　健 ﾖｺﾃ ｹﾝ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 10,000m 28:38.73 日本選手権5000m 23位　　大学駅伝5区 1位　　箱根駅伝1区 3位
9 栃木 4 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 13:57.81 高校総体1500m 9位　　国体A5000m 25位 
9 栃木 5 第５区 馬場　スタン恵 ﾊﾞﾊﾞ ｽﾀﾝｹｲ 那須拓陽高 ﾅｽﾀｸﾖｳｺｳ 5,000m 14:23.80 高校駅伝3区 9位  
9 栃木 6 第４区 郡司　陽大 ｸﾞﾝｼﾞ ｱｷﾋﾛ 那須拓陽高 ﾅｽﾀｸﾖｳｺｳ 5,000m 14:23.18 高校駅伝1区 23位   
9 栃木 7 補欠Ｂ 生方　敦也 ｳﾌﾞｶﾀ ｱﾂﾔ 佐野日大高 ｻﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 5,000m 14:32.68 高校駅伝2区 23位  
9 栃木 8 第２区 大谷　陽 ｵｵﾔ ﾋｶﾙ 三島中 ﾐｼﾏﾁｭｳ 3,000m 8:38.35 全日中1500m 優勝　　全日中3000m 優勝　　国体B3000m 13位　　ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸA3000m 12位　　中学駅伝3区 1位
9 栃木 9 第６区 金久保　遥 ｶﾅｸﾎﾞ ﾊﾙｷ 益子中 ﾏｼｺﾁｭｳ 3,000m 8:52.11
9 栃木 10 補欠Ｃ 山崎　智也 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓﾔ 西那須野中 ﾆｼﾅｽﾉﾁｭｳ 3,000m 8:58.44

    
    

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 全実駅伝5区 2位
10 群馬 2 第３区  滑　和也 ﾅﾒﾗ ｶｽﾞﾔ ＳＵＢＡＲＵ ｽﾊﾞﾙ 10,000m 28:46.31 日本選手権5000m 9位　　全実駅伝3区 10位
10 群馬 3 補欠Ａ  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 28:59.70     
10 群馬 4 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 14:04.20 世界ｼﾞｭﾆｱ3000mSC 9位　　日本選手権3000mSC 7位　　高校総体3000mSC 優勝　　国体A5000m 6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 14:08.97
10 群馬 6 補欠Ｂ 戸部　凌佑 ﾄﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 前橋育英高 ﾏｴﾊﾞｼｲｸｴｲｺｳ 5,000m 14:37.19 高校駅伝3区 18位   
10 群馬 7 第４区 西山　和弥 ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 東京農大二高 ﾄｳｷｮｳﾉｳﾀﾞｲﾆｺｳ 5,000m 14:17.76 国体B3000m 5位  
10 群馬 8 第６区 森田　瑛介 ﾓﾘﾀ ｴｲｽｹ 前橋東中 ﾏｴﾊﾞｼｱｽﾞﾏﾁｭｳ 3,000m 8:42.92 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸA3000m 15位
10 群馬 9 補欠Ｃ 福原　広大 ﾌｸﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ 中之条中 ﾅｶﾉｼﾞｮｳﾁｭｳ 3,000m 8:45.0
10 群馬 10 第２区 大澤　佑介 ｵｵｻﾜ ﾕｳｽｹ 広沢中 ﾋﾛｻﾜﾁｭｳ 3,000m 8:41.0

    
    

11 埼玉 1 第７区  服部　翔大 ﾊｯﾄﾘ ｼｮｳﾀ Ｈｏｎｄａ ﾎﾝﾀﾞ 10,000m 28:29.30 全実駅伝5区 5位
11 埼玉 2 第３区  設楽　悠太 ｼﾀﾗ ﾕｳﾀ Ｈｏｎｄａ ﾎﾝﾀﾞ 10,000m 27:58.91 日本選手権1万m 22位　　全実駅伝4区 1位    
11 埼玉 3 補欠Ａ  上野　渉 ｳｴﾉ ﾜﾀﾙ Ｈｏｎｄａ ﾎﾝﾀﾞ 10,000m 28:56.28 日本選手権5000m 32位　　全実駅伝7区 9位
11 埼玉 4 第１区 館澤　亨次 ﾀﾃｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ 埼玉栄高 ｻｲﾀﾏｻｶｴｺｳ 5,000m 14:07.32 高校駅伝1区 7位  
11 埼玉 5 第４区 小笹　椋 ｺｻﾞｻ ﾘｮｳ 埼玉栄高 ｻｲﾀﾏｻｶｴｺｳ 5,000m 14:15.72 高校駅伝3区 6位   
11 埼玉 6 第５区 小山　直城 ｺﾔﾏ ﾅｵｷ 松山高 ﾏﾂﾔﾏｺｳ 5,000m 14:18.96    
11 埼玉 7 補欠Ｂ 大西　晴己 ｵｵﾆｼ ﾊﾙｷ 花咲徳栄高 ﾊﾅｻｷﾄｸﾊﾙｺｳ 5,000m 14:27.05    
11 埼玉 8 第２区 橋本　龍 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳ 毛呂山川角中 ﾓﾛﾔﾏｶﾜｶﾄﾞﾁｭｳ 3,000m 8:36.64 全日中3000m 14位   
11 埼玉 9 第６区 斉藤　龍之介 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 小川東中 ｵｶﾞﾜﾋｶﾞｼﾁｭｳ 3,000m 8:44.59
11 埼玉 10 補欠Ｃ 小野寺　勇樹 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳｷ 上尾大谷中 ｱｹﾞｵｵｵﾔﾁｭｳ 3,000m 8:47.94    
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12 千葉 1 第７区  柏原　竜二 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾘｭｳｼﾞ 富士通 ﾌｼﾞﾂｳ 10,000m 29:07.92 全実駅伝5区 7位
12 千葉 2 補欠Ａ  久我　和弥 ｸｶﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 富士通 ﾌｼﾞﾂｳ 5,000m 13:56.55 全実駅伝7区 3位
12 千葉 3 第３区 [F1]佐々木　寛文 ｻｻｷ 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 28:43.21 全実駅伝6区 12位
12 千葉 4 第１区 加藤　拓海 ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 成田高 ﾅﾘﾀｺｳ 5,000m 14:19.25 高校総体5000m　8位　　国体A5000m 17位  
12 千葉 5 第４区 富田　浩之 ﾄﾐﾀ ﾋﾛﾕｷ 八千代松陰高 ﾔﾁﾖｼｮｳｲﾝｺｳ 5,000m 13:58.17 高校駅伝1区 27位   
12 千葉 6 第５区 難波　皓平 ﾅﾝﾊﾞ ｺｳﾍｲ 専修大松戸高 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲﾏﾂﾄﾞｺｳ 5,000m 14:06.91 高校総体5000m 12位   
12 千葉 7 補欠Ｂ 大木　皓太 ｵｵｷ ｺｳﾀ 成田高 ﾅﾘﾀｺｳ 5,000m 14:49.57
12 千葉 8 第２区 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 8:42.13 全日中1500m 9位　　ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸA3000m 9位  
12 千葉 9 第６区 中光　捷 ﾅｶﾐﾂ ｻﾄｼ 白山中 ﾊｸｻﾝﾁｭｳ 3,000m 8:44.98 中学駅伝1区 9位  
12 千葉 10 補欠Ｃ 実川　将大 ｼﾞﾂｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 松戸四中 ﾏﾂﾄﾞﾖﾝﾁｭｳ 3,000m 8:45.83    

    
    

13 東京 1 補欠Ａ  若松　儀裕 ﾜｶﾏﾂ ﾖｼﾋﾛ 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 29:38.96 全実駅伝7区 11位
13 東京 2 第３区  髙橋　優太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ ＤｅＮＡ ﾃﾞｨｰ･ｴﾇ･ｴｰ 10,000m 28:57.02 全実駅伝3区 7位
13 東京 3 第７区  設楽　啓太 ｼﾀﾗ ｹｲﾀ コニカミノルタ ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 10,000m 27:56.60 日本選手権1万m 16位　　全実駅伝4区 4位
13 東京 4 第１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 14:18.15 高校総体1500m 2位　　国体A5000m 19位　　国体共800m 2位 
13 東京 5 第５区 片西　景 ｶﾀﾆｼ ｹｲ 昭和一学園高 ｼｮｳﾜｲﾁｶﾞｸｴﾝｺｳ 5,000m 14:23.94    
13 東京 6 第４区 田中　智也 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ 日体荏原高 ﾆｯﾀｲｴﾊﾞﾗｺｳ 5,000m 14:32.28    
13 東京 7 補欠Ｂ 山田　滉介 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 日体荏原高 ﾆｯﾀｲｴﾊﾞﾗｺｳ 5,000m 14:46.95    
13 東京 8 第２区 松本　航 ﾏﾂﾓﾄ ﾜﾀﾙ あきる野西中 ｱｷﾙﾉﾆｼﾁｭｳ 3,000m 9:03.00 全日中1500m 15位　　中学駅伝1区 31位
13 東京 9 補欠Ｃ 池田　一成 ｲｹﾀﾞ ｲｯｾｲ 町田南中 ﾏﾁﾀﾞﾐﾅﾐﾁｭｳ 3,000m 9:09.93    
13 東京 10 第６区 谷萩　由歩 ﾔﾊｷﾞ ﾕｷﾎ 南成瀬中 ﾐﾅﾐﾅﾙｾﾁｭｳ 3,000m 8:58.30    

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 28:54.34 日本選手権5000m 4位　　全実駅伝1区 2位    
14 神奈川 2 第７区  大西　亮 ｵｵﾆｼ ﾘｮｳ プレス工業 ﾌﾟﾚｽｺｳｷﾞｮｳ 10,000m 29:36.62 全実駅伝3区 15位
14 神奈川 3 補欠Ａ  杉山　連哉 ｽｷﾞﾔﾏ ﾚﾝﾔ 帝京大 ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲ 10,000m 29:06.61 箱根駅伝3区 7位
14 神奈川 4 補欠Ｂ 平岡　アンディ ﾋﾗｵｶ ｱﾝﾃﾞｨ 横浜高 ﾖｺﾊﾏｺｳ 5,000m 14:26.23    
14 神奈川 5 第４区 滋野　聖也 ｼｹﾞﾉ ｾｲﾔ 横浜高 ﾖｺﾊﾏｺｳ 5,000m 14:25.16 高校総体3000mSC 3位   
14 神奈川 6 第５区 二井　康介 ﾆｲ ｺｳｽｹ 藤沢翔陵高 ﾌｼﾞｻﾜｼｮｳﾘｮｳｺｳ 5,000m 14:31.37 高校駅伝1区 31位
14 神奈川 7 第１区 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 14:26.23    
14 神奈川 8 第２区 小早川　寛人 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾋﾛﾄ 浜岳中 ﾊﾏﾀｹﾁｭｳ 3,000m 8:46.21
14 神奈川 9 補欠Ｃ 鎌田　航生 ｶﾏﾀ ｺｳｷ 綾瀬中 ｱﾔｾﾁｭｳ 3,000m 8:49.72    
14 神奈川 10 第６区 山本　燎 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ 東名中 ﾄｳﾒｲﾁｭｳ 3,000m 8:48.90    

15 山梨 1 第３区  上村　純也 ｳｴﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨学院大 ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 10,000m 28:59.28 大学駅伝5区 13位　　箱根駅伝4区 12位
15 山梨 2 第７区  上田　健太 ｳｴﾀﾞ ｹﾝﾀ 山梨学院大 ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 10,000m 29:10.44     
15 山梨 3 補欠Ａ  河村　知樹 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｷ 山梨学院大 ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 10,000m 29:42.67     
15 山梨 4 第５区 高橋　将平 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾍｲ 韮崎高 ﾆﾗｻｷｺｳ 5,000m 14:39.76    
15 山梨 5 第４区 花輪　瑞貴 ﾊﾅﾜ ﾐｽﾞｷ 韮崎高 ﾆﾗｻｷｺｳ 5,000m 14:33.28    
15 山梨 6 補欠Ｂ 小林　雄斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 山梨学院大付高 ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲﾌｺｳ 5,000m 14:28.71 高校駅伝7区 47位
15 山梨 7 第１区 飯島　圭吾 ｲｲｼﾞﾏ ｹｲｺﾞ 山梨学院大付高 ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲﾌｺｳ 5,000m 14:30.51 国体B3000m 11位　　高校駅伝1区 24位
15 山梨 8 第２区 望月　悠斗 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾄ 白根巨摩中 ｼﾗﾈｺﾏﾁｭｳ 3,000m 9:03.84    
15 山梨 9 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 9:11.86 中学駅伝2区 20位
15 山梨 10 第６区 橘田　大河 ｷｯﾀ ﾀｲｶﾞ 笛南中 ﾃｷﾅﾝﾁｭｳ 3,000m 9:09.99    

16 新潟 1 補欠Ａ  上條　記男 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉﾘｵ 重川材木店 ｵﾓｶﾜｻﾞｲﾓｸﾃﾝ 10,000m 28:55.54 全実駅伝4区 32位
16 新潟 2 第７区  金森　寛人 ｶﾅﾓﾘ ﾋﾛﾄ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 10,000m 29:20.17 箱根駅伝2区 13位
16 新潟 3 第３区 [F1]服部　弾馬 ﾊｯﾄﾘ ﾊｽﾞﾏ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 10,000m 28:55.31 世界ｼﾞｭﾆｱ1万m 8位　　ｱｼﾞｱｼﾞｭﾆｱ1万m 優勝　　日本ｲﾝｶﾚ5000m 12位　　大学駅伝1区 10位　　箱根駅伝7区 3位　　 
16 新潟 4 第１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 14:42.78 高校駅伝1区 33位
16 新潟 5 第４区 熊倉　優介 ｸﾏｸﾗ ﾕｳｽｹ 村上桜ヶ丘高 ﾑﾗｶﾐｻｸﾗｶﾞｵｶｺｳ 5,000m 14:47.03    
16 新潟 6 第５区 田村　岳士 ﾀﾑﾗ ﾀｹｼ 東京学館新潟高 ﾄｳｷｮｳｶﾞｯｶﾝﾆｲｶﾞﾀｺｳ 5,000m 14:47.98    
16 新潟 7 補欠Ｂ 金井　優人 ｶﾅｲ ﾋﾛﾄ 新井高 ｱﾗｲｺｳ 5,000m 14:53.08    
16 新潟 8 第２区 本間　由樹 ﾎﾝﾏ ﾖｼｷ 胎内中条中 ﾀｲﾅｲﾅｶｼﾞｮｳﾁｭｳ 3,000m 8:42.24 全日中1500m 6位　　国体B3000m 17位　　ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸA3000m 13位   
16 新潟 9 第６区 横田　俊吾 ﾖｺﾀ ｼｭﾝｺﾞ 山王中 ｻﾝﾉｳﾁｭｳ 3,000m 8:44.81 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸB1500m 6位
16 新潟 10 補欠Ｃ 岸本　大紀 ｷｼﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ 分水中 ﾌﾞﾝｽｲﾁｭｳ 3,000m 9:00.91    

17 長野 1 第７区 [F1]矢野　圭吾 ﾔﾉ ｹｲｺﾞ 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 28:32.80     
17 長野 2 第３区  後沢　広大 ｺﾞｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 創価大 ｿｳｶﾀﾞｲ 10,000m 29:08.10 箱根駅伝2区 20位
17 長野 3 補欠Ａ  春日　千速 ｶｽｶﾞ ﾁﾊﾔ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 10,000m 29:33.34 箱根駅伝8区 5位
17 長野 4 第１区 關　颯人 ｾｷ ﾊﾔﾄ 佐久長聖高 ｻｸﾁｮｳｾｲ 5,000m 14:06.43 高校選抜1万m 3位　　国体A5000m 8位　　高校駅伝1区 3位 
17 長野 5 第４区 長沼　大智 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾀﾞｲﾁ 佐久長聖高 ｻｸﾁｮｳｾｲ 5,000m 14:08.85 高校駅伝4区 5位   
17 長野 6 第５区 湯澤　舜 ﾕｻﾞﾜ ｼｭﾝ 東海大三高 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｻﾝｺｳ 5,000m 14:19.87 高校駅伝1区 35位   
17 長野 7 補欠Ｂ 井上　錬 ｲﾉｳｴ ﾚﾝ 佐久長聖高 ｻｸﾁｮｳｾｲ 5,000m 14:21.99 高校駅伝3区 12位   
17 長野 8 第２区 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 8:39.14 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸA3000m 4位
17 長野 9 第６区 松﨑　健悟 ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 高森中 ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ 3,000m 8:50.97 全日中1500m 11位
17 長野 10 補欠Ｃ 中谷　雄飛 ﾅｶﾔ ﾕｳﾋ 下諏訪中 ｼﾓｽﾜﾁｭｳ 3,000m 8:52.65 全日中1500m 8位   
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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 28:16.10 日本選手権1万m 19位　　全実駅伝4区 16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 29:16.35 全実駅伝1区 27位
18 富山 3 第７区 [F1]橋爪　孝安 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｶﾔｽ ＳＧＨグループ ｴｽｼﾞｰｴｲﾁｸﾞﾙｰﾌﾟ 10,000m 28:54.28 全実駅伝1区 15位
18 富山 4 補欠Ｂ 竹田　翔 ﾀｹﾀﾞ ｶｹﾙ 高岡向陵高 ﾀｶｵｶｺｳﾘｮｳｺｳ 5,000m 14:55.45    
18 富山 5 第４区 長原　一暉 ﾅｶﾞﾊﾗ ｶｽﾞｷ 高岡向陵高 ﾀｶｵｶｺｳﾘｮｳｺｳ 5,000m 14:54.62    
18 富山 6 第５区 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 14:52.87 高校駅伝1区 40位
18 富山 7 第１区 河上　雄哉 ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾔ 富山商高 ﾄﾔﾏｼｮｳｺｳ 5,000m 14:53.49 国体B3000m 4位　　高校駅伝3区49位   
18 富山 8 第２区 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 8:49.60
18 富山 9 第６区 花崎　悠紀 ﾊﾅｻｷ ﾕｳｷ 城山中 ｼﾛﾔﾏﾁｭｳ 3,000m 9:00.41    
18 富山 10 補欠Ｃ 早川　涼介 ﾊﾔｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 城端中 ｼﾞｮｳﾊﾅﾁｭｳ 3,000m 9:13.14    

19 石川 1 第７区 [F2]山本　憲二 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ マツダ ﾏﾂﾀﾞ 10,000m 28:49.79 日本選手権1万m 15位　　全実駅伝6区 13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 29:11.89     
19 石川 3 第３区  市谷　龍太郎 ｲﾁﾀﾆ ﾘｭｳﾀﾛｳ 山梨学院大 ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 10,000m 29:15.14 日本ｲﾝｶﾚ5000m 16位　　大学駅伝2区 12位　　箱根駅伝7区 12位
19 石川 4 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 14:15.54 国体A5000m 28位　　高校駅伝1区14位
19 石川 5 補欠Ｂ 前谷内　恒介 ﾏｴﾔﾁ ｺｳｽｹ 遊学館高 ﾕｳｶﾞｸｶﾝｺｳ 5,000m 14:56.98 高校駅伝3区 37位
19 石川 6 第４区 吉野　駆流 ﾖｼﾉ ｶｹﾙ 星稜高 ｾｲﾘｮｳｺｳ 5,000m 14:49.03
19 石川 7 第５区 田中　龍誠 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ 遊学館高 ﾕｳｶﾞｸｶﾝｺｳ 5,000m 14:51.93 高校駅伝6区 39位
19 石川 8 第２区 山本　嵐 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾗｼ 田鶴浜中 ﾀﾂﾙﾊﾏﾁｭｳ 3,000m 9:00.06 中学駅伝1区 4位
19 石川 9 補欠Ｃ 小林　郁斗 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｸﾄ 浅野川中 ｱｻﾉｶﾞﾜﾁｭｳ 3,000m 9:07.03    
19 石川 10 第６区 町　桟吾 ﾏﾁ ｻﾝｺﾞ 田鶴浜中 ﾀﾂﾙﾊﾏﾁｭｳ 3,000m 9:00.55 中学駅伝2区 9位

20 福井 1 第７区 [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 28:48.20 びわ湖ﾏﾗｿﾝ 6位
20 福井 2 第３区  山口　修平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ 創価大 ｿｳｶﾀﾞｲ 10,000m 29:05.82 箱根駅伝1区 13位
20 福井 3 補欠Ａ  石橋　安孝 ｲｼﾊﾞｼ ﾔｽﾀｶ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 10,000m 29:28.28 大学駅伝7区 2位　　箱根駅伝7区 7位
20 福井 4 第１区 松田　岳大 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 鯖江高 ｻﾊﾞｴｺｳ 5,000m 14:44.92 高校総体1500m 13位　　高校駅伝3区 58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 14:30.91 高校駅伝1区 29位
20 福井 6 第４区 揚原　佑 ｱｹﾞﾊﾗ ﾕｳ 鯖江高 ｻﾊﾞｴｺｳ 5,000m 14:26.39 国体A5000m 27位　　高校駅伝4区 46位   
20 福井 7 補欠Ｂ 宮川　雅伎 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾓﾄｷ 鯖江高 ｻﾊﾞｴｺｳ 5,000m 14:54.0 高校駅伝2区 29位
20 福井 8 第２区 兵田　聖夜 ﾋｮｳﾀﾞ ｾｲﾔ 三方中 ﾐｶﾀﾁｭｳ 3,000m 8:44.62 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸA3000m 11位   
20 福井 9 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 9:06.3
20 福井 10 第６区 大同　健心 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ｹﾝｼﾝ 美浜中 ﾐﾊﾏﾁｭｳ 3,000m 9:05.5    

21 静岡 1 第３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 29:14.58     
21 静岡 2 第７区 [F1]佐藤　悠基 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 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 27:46.59 ｱｼﾞｱ大会5000m 6位　　日本選手権5000m 優勝　　日本選手権1万m 優勝　　全実駅伝3区 4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 10,000m 28:50.47 日本ｲﾝｶﾚ1万m 11位　　大学駅伝2区 4位　　箱根駅伝9区 2位    
21 静岡 4 第１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 14:16.23 高校選抜1万m 1位   
21 静岡 5 第５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 14:18.41 高校駅伝1区 16位
21 静岡 6 第４区 竹下　凱 ﾀｹｼﾀ ｶｲ 常葉学園橘高 ﾄｺﾊｶﾞｸｴﾝﾀﾁﾊﾞﾅｺｳ 5,000m 14:23.25    
21 静岡 7 補欠Ｂ 藤曲　寛人 ﾌｼﾞﾏｶﾞﾘ ﾋﾛﾄ 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝｺｳ 5,000m 14:25.40 高校駅伝3区 25位
21 静岡 8 第２区 松島　彰吾 ﾏﾂｼﾏ ｼｮｳｺﾞ 北浜中 ｷﾀﾊﾏﾁｭｳ 3,000m 8:38.77 全日中3000m 3位　　全日中1500m 13位　　中学駅伝1区 6位  
21 静岡 9 第６区 池田　卓矢 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 三ヶ日中 ﾐｯｶﾋﾞﾁｭｳ 3,000m 8:42.82 全日中3000m 8位
21 静岡 10 補欠Ｃ 渡辺　大地 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 加藤学園暁秀中 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝｷﾞｮｳｼｭｳﾁｭｳ 3,000m 8:44.31

22 愛知 1 第３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 28:22.74 日本選手権1万m 3位　　全実駅伝5区 1位
22 愛知 2 補欠Ａ  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 28:57.64 日本選手権5000m 16位　　全実駅伝6区 1位
22 愛知 3 第７区  神野　大地 ｶﾐﾉ ﾀﾞｲﾁ 青山学院大 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 10,000m 28:51.98 日本ｲﾝｶﾚ1万m 25位　　大学駅伝8区 3位　　箱根駅伝5区 1位    
22 愛知 4 第１区 山藤　篤司 ﾔﾏﾄｳ ｱﾂｼ 愛知高 ｱｲﾁｺｳ 5,000m 14:03.55 高校総体5000m 10位　　国体A5000m 9位　　高校駅伝1区 28位 
22 愛知 5 第４区 谷川　貴俊 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾀｶﾄｼ 豊川高 ﾄﾖｶﾜｺｳ 5,000m 14:18.74 高校駅伝3区 11位   
22 愛知 6 第５区 小野田　勇次 ｵﾉﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 豊川高 ﾄﾖｶﾜｺｳ 5,000m 14:15.70 高校駅伝4区 16位   
22 愛知 7 補欠Ｂ 小畠　宏友 ｵﾊﾞﾀ ﾋﾛﾄﾓ 豊川工高 ﾄﾖｶﾜｺｳｺｳ 5,000m 14:14.12
22 愛知 8 第２区 蝦夷森　章太 ｴｿﾞﾓﾘ ｼｮｳﾀ 古知野中 ｺﾁﾉﾁｭｳ 3,000m 8:38.71 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸA3000m 8位   
22 愛知 9 第６区 伊藤　太貴 ｲﾄｳ ﾀｲｷ 矢作中 ﾔﾊｷﾞﾁｭｳ 3,000m 8:40.85 中学駅伝4区 2位   
22 愛知 10 補欠Ｃ 田中　蒼大 ﾀﾅｶ ｿｳﾀ 南稜中 ﾅﾝﾘｮｳﾁｭｳ 3,000m 8:50.07 全日中1500m 7位   

23 三重 1 第７区  梅枝　裕吉 ｳﾒｶﾞｴ ﾋﾛﾖｼ ＮＴＮ ｴﾇﾃｨｰｴﾇ 10,000m 28:52.18 日本選手権3000mSC 5位　　日本選手権5000m 14位　　全実3000mSC 4位　　全実駅伝1区 16位    
23 三重 2 補欠Ａ  山下　洸 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾅﾄ ＮＴＮ ｴﾇﾃｨｰｴﾇ 10,000m 28:52.27 日本選手権3000mSC 4位　　全実駅伝3区 17位    
23 三重 3 第３区  西山　雄介 ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ 駒澤大 ｺﾏｻﾞﾜﾀﾞｲ 10,000m 28:58.01 日本ｲﾝｶﾚ5000m 9位　　大学駅伝6区 2位　　箱根駅伝7区 2位   
23 三重 4 第１区 下　史典 ｼﾓ ﾌﾐﾉﾘ 伊賀白鳳高 ｲｶﾞﾊｸﾎｳｺｳ 5,000m 14:01.59 高校総体5000m 6位　　国体A5000m 7位　　高校駅伝1区 1位
23 三重 5 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 14:20.29 高校総体3000mSC 4位　　高校駅伝3区 19位  
23 三重 6 第４区 角出　龍哉 ｽﾐﾃﾞ ﾀﾂﾔ 伊賀白鳳高 ｲｶﾞﾊｸﾎｳｺｳ 5,000m 14:17.44 高校駅伝4区 15位  
23 三重 7 補欠Ｂ 塩澤　稀夕 ｼｵｻﾞﾜ ｷｾｷ 伊賀白鳳高 ｲｶﾞﾊｸﾎｳｺｳ 5,000m 14:26.62 国体B3000m 7位　　高校駅伝2区 12位   
23 三重 8 第２区 中西　優汰 ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾀ 川越中 ｶﾜｺﾞｴﾁｭｳ 3,000m 8:50.58
23 三重 9 第６区 野呂　光希 ﾉﾛ ｺｳｷ 高田中 ﾀｶﾀﾞﾁｭｳ 3,000m 9:05.56    
23 三重 10 補欠Ｃ 佐々木　歩夢 ｻｻｷ ｱﾕﾑ 光陵中 ｺｳﾘｮｳﾁｭｳ 3,000m 9:01.37    
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24 岐阜 1 第７区 [F3]宮脇　千博 ﾐﾔﾜｷ ﾁﾋﾛ トヨタ自動車 ﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬ 10,000m 28:20.77 日本選手権1万m 6位　　東京ﾏﾗｿﾝ 15位　　全実駅伝3区 3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 28:29.56 箱根駅伝1区 17位相当
24 岐阜 3 補欠Ａ  中西　亮貴 ﾅｶﾆｼ ﾘｷ 駒澤大 ｺﾏｻﾞﾜﾀﾞｲ 5,000m 14:19.79     
24 岐阜 4 第１区 今井　篤弥 ｲﾏｲ ｱﾂﾔ 中京高 ﾁｭｳｷｮｳｺｳ 5,000m 14:24.62 国体A5000m 23位　　高校駅伝1区 18位
24 岐阜 5 第４区 峐下　拓斗 ﾊｹﾞｼﾀ ﾀｸﾄ 中京高 ﾁｭｳｷｮｳｺｳ 5,000m 14:33.12 高校駅伝4区 17位
24 岐阜 6 補欠Ｂ 沼田　大輝 ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲｷ 中京高 ﾁｭｳｷｮｳｺｳ 5,000m 14:37.40 高校駅伝3区 34位
24 岐阜 7 第５区 河村　一輝 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞｷ 大垣日大高 ｵｵｶﾞｷﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 5,000m 14:45.14    
24 岐阜 8 第２区 森　拳真 ﾓﾘ ｹﾝｼﾝ 池田中 ｲｹﾀﾞﾁｭｳ 3,000m 8:52.65
24 岐阜 9 第６区 関谷　将太郎 ｾｷﾔ ｼｮｳﾀﾛｳ 不破中 ﾌﾜﾁｭｳ 3,000m 8:53.09
24 岐阜 10 補欠Ｃ 中村　友哉 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 池田中 ｲｹﾀﾞﾁｭｳ 3,000m 9:10.07    

25 滋賀 1 補欠Ａ [F2]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 29:51.55 全実駅伝6区 31位
25 滋賀 2 第７区 [F1]小澤　一真 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ ＮＴＴ西日本 ｴﾇﾃｨﾃｨﾆｼﾆﾎﾝ 10,000m 29:29.94 全実駅伝7区 29位
25 滋賀 3 第３区  川崎　友輝 ｶﾜｻｷ ﾕｳｷ 青山学院大 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 10,000m 28:44.11 大学駅伝6区 1位
25 滋賀 4 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 14:13.22 高校総体1500m 16位　　国体A5000m 12位  
25 滋賀 5 第５区 坂口　拓男 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｸｵ 滋賀学園高 ｼｶﾞｶﾞｸｴﾝｺｳ 5,000m 14:39.40 高校駅伝4区 28位   
25 滋賀 6 第４区 髙畑　祐樹 ﾀｶﾊﾀ ﾕｳｷ 水口東高 ﾐﾅｸﾁﾋｶﾞｼｺｳ 5,000m 14:46.48    
25 滋賀 7 補欠Ｂ 辻川　諒 ﾂｼﾞｶﾜ ﾘｮｳ 膳所高 ｾﾞｾﾞｺｳ 5,000m 14:49.72    
25 滋賀 8 第２区 西村　暉 ﾆｼﾑﾗ ﾋｶﾙ 近江兄弟社中 ｵｳﾐｷｮｳﾀﾞｲｼｬﾁｭｳ 3,000m 8:47.86
25 滋賀 9 第６区 中村　風馬 ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾏ 志賀中 ｼｶﾞﾁｭｳ 3,000m 9:05.38    
25 滋賀 10 補欠Ｃ 片岡　大 ｶﾀｵｶ ﾀﾞｲ 彦根中央中 ﾋｺﾈﾁｭｳｵｳﾁｭｳ 3,000m 9:13.77    

26 京都 1 第３区 [F1]廣瀬　大貴 ﾋﾛｾ ﾀﾞｲｷ 大阪ガス ｵｵｻｶｶﾞｽ 10,000m 29:14.33 日本選手権1500m 2位　　日本選手権5000m 12位　　全実駅伝4区 35位    
26 京都 2 第７区  川端　千都 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾄ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 10,000m 28:53.20 世界ｼﾞｭﾆｱ5000m 11位　　大学駅伝2区 8位　　箱根駅伝2区 7位    
26 京都 3 補欠Ａ  中西　健 ﾅｶﾆｼ ｹﾝ 京都産大 ｷｮｳﾄｻﾝﾀﾞｲ 10,000m 29:14.62 大学駅伝1区 12位
26 京都 4 第１区 三原　卓巳 ﾐﾊﾗ ﾀｸﾐ 洛南高 ﾗｸﾅﾝｺｳ 5,000m 14:25.59    
26 京都 5 第４区 本多　寛幸 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 京都外大西高 ｷｮｳﾄｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼｺｳ 5,000m 14:28.91 高校駅伝3区 23位
26 京都 6 補欠Ｂ 藤井　翔太 ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾀ 京都外大西高 ｷｮｳﾄｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼｺｳ 5,000m 14:37.20 高校駅伝1区 44位
26 京都 7 第５区 阪口　竜平 ｻｶｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 洛南高 ﾗｸﾅﾝｺｳ 5,000m 14:24.83    
26 京都 8 第２区 岩嵜　友也 ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾔ 大住中 ｵｵｽﾐﾁｭｳ 3,000m 8:45.36 全日中1500m 3位　　ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸA3000m 17位
26 京都 9 第６区 疋田　和直 ﾋｷﾀ ｶｽﾞﾅｵ 桃山中 ﾓﾓﾔﾏﾁｭｳ 3,000m 9:02.26
26 京都 10 補欠Ｃ 角田　透也 ｽﾐﾀﾞ ﾄｳﾔ 北城陽中 ｷﾀｼﾞｮｳﾖｳﾁｭｳ 3,000m 9:04.17    

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 28:54.89     
27 大阪 2 第７区 [F2]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 28:38.80 ｱｼﾞｱ大会ﾏﾗｿﾝ 2位　　東京ﾏﾗｿﾝ 8位　　日本選手権1万m 23位　　全実駅伝4区 21位
27 大阪 3 第３区  監物　稔浩 ｹﾝﾓﾂ ﾄｼﾋﾛ ＮＴＴ西日本 ｴﾇﾃｨﾃｨﾆｼﾆﾎﾝ 5,000m 14:02.41 日本選手権1500m 3位　　全実駅伝2区 31位
27 大阪 4 補欠Ｂ 坂東　剛 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ 花園高 ﾊﾅｿﾞﾉｺｳ 5,000m 14:44.97
27 大阪 5 第１区 高砂　大地 ﾀｶｻｺﾞ ﾀﾞｲﾁ 関大北陽高 ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖｳｺｳ 5,000m 14:30.94
27 大阪 6 第４区 中村　友哉 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 大阪桐蔭高 ｵｵｻｶﾄｳｲﾝｺｳ 5,000m 14:39.80    
27 大阪 7 第５区 中平　大二朗 ﾅｶﾋﾗ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 大阪高 ｵｵｻｶｺｳ 5,000m 14:44.01 高校駅伝1区 25位
27 大阪 8 第２区 藤本　浩太郎 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 登美丘中 ﾄﾐｵｶﾁｭｳ 3,000m 8:59.13
27 大阪 9 補欠Ｃ 前田　颯真 ﾏｴﾀﾞ ｿｳﾏ 茨木西中 ｲﾊﾞﾗｷﾆｼﾁｭｳ 3,000m 9:00.42 中学駅伝1区 27位
27 大阪 10 第６区 中嶋　遼 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 箕面一中 ﾐﾉｵｲﾁﾁｭｳ 3,000m 8:52.09

28 兵庫 1 第７区 [F4]北村　聡 ｷﾀﾑﾗ ｻﾄﾙ 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 28:32.67     
28 兵庫 2 補欠Ａ  竹澤　健介 ﾀｹｻﾞﾜ ｹﾝｽｹ 住友電工 ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｺｳ 10,000m 28:27.73 日本選手権1万m 12位
28 兵庫 3 第３区  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 28:30.52 世界ｼﾞｭﾆｱ1万m 7位　　日本選手権5000m 15位　　日本ｲﾝｶﾚ1万m 7位　　大学駅伝2区 2位　　箱根駅伝3区 1位　　
28 兵庫 4 第１区 森田　智哉 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾔ 東播磨高 ﾋｶﾞｼﾊﾘﾏｺｳ 5,000m 14:21.44
28 兵庫 5 第５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 14:35.59 高校駅伝4区 4位
28 兵庫 6 第４区 苗村　隆広 ﾅﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 西脇工高 ﾆｼﾜｷｺｳｺｳ 5,000m 14:39.73 高校駅伝3区 10位
28 兵庫 7 補欠Ｂ 中園　誠也 ﾅｶｿﾞﾉ ｾｲﾔ 報徳学園高 ﾎｳﾄｳｶﾞｸｴﾝｺｳ 5,000m 14:37.10    
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 8:39.12 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸA3000m 10位
28 兵庫 9 第６区 坂元　祐喜 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｷ 加古川山手中 ｶｺｶﾞﾜﾔﾏﾃﾁｭｳ 3,000m 8:42.12 中学駅伝5区 1位
28 兵庫 10 補欠Ｃ 三浦　拓朗 ﾐｳﾗ ﾀｸﾛｳ 豊富中 ﾄﾖﾄﾐﾁｭｳ 3,000m 8:42.28 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸA3000m 14位

29 奈良 1 第７区 [F1]小島　大明 ｺｼﾞﾏ ﾊﾙｱｷ 中央発條 ﾁｭｳｵｳﾊﾂｼﾞｮｳ 10,000m 29:17.62 全実駅伝1区 20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 28:59.85 日本ｲﾝｶﾚ5000m 11位　　大学駅伝1区 13位    
29 奈良 3 補欠Ａ  大越　望 ｵｵｺﾞｼ ﾉｿﾞﾐ 青山学院大 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 10,000m 29:53.19     
29 奈良 4 第１区 小岩　慎治 ｺｲﾜ ｼﾝｼﾞ 智辯学園高 ﾁﾍﾞﾝｶﾞｸｴﾝｺｳ 5,000m 14:24.53 高校駅伝4区 21位   
29 奈良 5 補欠Ｂ 船井　魁晟 ﾌﾅｲ ｶｲｾｲ 智辯学園高 ﾁﾍﾞﾝｶﾞｸｴﾝｺｳ 5,000m 14:42.06 高校駅伝2区 16位
29 奈良 6 第４区 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 14:26.99 高校駅伝1区 53位   
29 奈良 7 第５区 藤田　孝介 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｽｹ 智辯学園高 ﾁﾍﾞﾝｶﾞｸｴﾝｺｳ 5,000m 14:37.15 高校駅伝3区 39位   
29 奈良 8 第６区 馬籠　亮介 ﾏｺﾞﾒ ﾘｮｳｽｹ 山添中 ﾔﾏｿﾞｴﾁｭｳ 3,000m 9:06.33    
29 奈良 9 補欠Ｃ 杉岡　洸樹 ｽｷﾞｵｶ ｺｳｷ 片塩中 ｶﾀｼｵﾁｭｳ 3,000m 9:07.36    
29 奈良 10 第２区 盛本　聖也 ﾓﾘﾓﾄ ｾｲﾔ 橿原中 ｶｼﾊﾗﾁｭｳ 3,000m 8:47.31
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30 和歌山 1 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 28:52.97 全実駅伝4区 18位
30 和歌山 2 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 28:36.85 日本選手権3000mSC 3位　　大学駅伝2区 5位　　箱根駅伝1区 5位   
30 和歌山 3 補欠Ａ 中井　脩人 ﾅｶｲ ｼｭｳﾄ 京都産大 ｷｮｳﾄｻﾝﾀﾞｲ 10,000m 29:25.60 大学駅伝2区 9位    
30 和歌山 4 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 14:16.15 高校総体1500m 4位　　国体A5000m 14位　　高校駅伝1区 2位   
30 和歌山 5 第５区 若林　誠二 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ 和歌山北高 ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 5,000m 15:06.52 高校駅伝7区 28位   
30 和歌山 6 補欠Ｂ 阪口　俊平 ｻｶｸﾞﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ 田辺工高 ﾀﾅﾍﾞｺｳｺｳ 5,000m 15:12.22    
30 和歌山 7 第４区 有松　憧 ｱﾘﾏﾂ ｼｮｳ 桐蔭高 ﾄｳｲﾝｺｳ 5,000m 15:10.05    
30 和歌山 8 第６区 坂口　博基 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 荒川中 ｱﾗｶﾜﾁｭｳ 3,000m 8:53.15    
30 和歌山 9 第２区 樋瀬　光稀 ﾋｾ ｺｳｷ 野上中 ﾉｶﾐﾁｭｳ 3,000m 8:57.70    
30 和歌山 10 補欠Ｃ 原　直希 ﾊﾗ ﾅｵｷ 大成中 ﾀｲｾｲﾁｭｳ 3,000m 9:03.90    

31 鳥取 1 第３区 [F2]山崎　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 28:51.30 全実駅伝2区 15位
31 鳥取 2 補欠Ａ  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     
31 鳥取 3 第７区  二岡　康平 ﾌﾀｵｶ ｺｳﾍｲ 駒澤大 ｺﾏｻﾞﾜﾀﾞｲ 10,000m 28:55.62     
31 鳥取 4 第１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 14:16.81 高校総体3000mSC 6位　　国体A5000m 16位　　高校駅伝1区 19位 
31 鳥取 5 第５区 江田　悠真 ｴﾀﾞ ﾕｳﾏ 米子松蔭高 ﾖﾅｺﾞｼｮｳｲﾝｺｳ 5,000m 14:36.41 高校駅伝3区 44位   
31 鳥取 6 第４区 濱川　駿 ﾊﾏｶﾜ ｼｭﾝ 米子松蔭高 ﾖﾅｺﾞｼｮｳｲﾝｺｳ 5,000m 14:43.19 高校駅伝4区 24位   
31 鳥取 7 補欠Ｂ 本田　圭吾 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲｺﾞ 米子松蔭高 ﾖﾅｺﾞｼｮｳｲﾝｺｳ 5,000m 14:48.08 国体B3000m 16位　　高校駅伝2区 33位  
31 鳥取 8 第２区 南後　海里 ﾅﾝｺﾞ ｶｲﾘ 湖東中 ｺﾄｳﾁｭｳ 3,000m 8:54.50
31 鳥取 9 第６区 梅谷　順平 ｳﾒﾀﾆ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 鴨川中 ｶﾓｶﾞﾜﾁｭｳ 3,000m 9:06.76    
31 鳥取 10 補欠Ｃ 北脇　秀人 ｷﾀﾜｷ ﾋﾃﾞﾄ 鳥取南中 ﾄｯﾄﾘﾐﾅﾐﾁｭｳ 3,000m 9:19.85 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸB1500m 7位   

32 島根 1 第３区 [F1]松尾　修治 ﾏﾂｵ ｼｭｳｼﾞ 中電工 ﾁｭｳﾃﾞﾝｺｳ 10,000m 28:53.85 全実駅伝3区 11位
32 島根 2 第７区  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 29:08.13 日本ｲﾝｶﾚ1万m 6位　　大学駅伝1区 11位　　箱根駅伝2区 18位   
32 島根 3 補欠Ａ  岩田　拓海 ｲﾜﾀ ﾀｸﾐ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 10,000m 30:23.34     
32 島根 4 第１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 14:35.59 国体A5000m 30位   
32 島根 5 補欠Ｂ 阿川　大祐 ｱｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 出雲工高 ｲｽﾞﾓｺｳｺｳ 5,000m 15:06.03 高校駅伝2区 58位   
32 島根 6 第４区 山根　大輝 ﾔﾏﾈ ﾋﾛｷ 平田高 ﾋﾗﾀｺｳ 5,000m 15:06.77    
32 島根 7 第５区 多久和　能広 ﾀｸﾜ ﾖｼﾋﾛ 平田高 ﾋﾗﾀｺｳ 5,000m 14:48.31    
32 島根 8 第２区 伊藤　太一 ｲﾄｳ ﾀｲﾁ 東出雲中 ﾋｶﾞｼｲｽﾞﾓﾁｭｳ 3,000m 9:08.7    
32 島根 9 第６区 福間　悠太 ﾌｸﾏ ﾕｳﾀ 河南中 ｶﾅﾝﾁｭｳ 3,000m 9:10.27
32 島根 10 補欠Ｃ 槇原　洸槻 ﾏｷﾊﾗ ｺｳｷ 出雲一中 ｲｽﾞﾓｲｯﾁｭｳ 3,000m 9:08.03 中学駅伝1区 15位   

33 岡山 1 第３区 [F1]小山　大介 ｺﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 中電工 ﾁｭｳﾃﾞﾝｺｳ 10,000m 29:00.56 全実駅伝2区 37位
33 岡山 2 補欠Ａ  岡本　雄大 ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ ＪＦＥスチール ｼﾞｪｲｴﾌｲｰｽﾁｰﾙ 10,000m 30:06.03 全実駅伝6区 24位
33 岡山 3 第７区  馬場　翔大 ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾀ 駒澤大 ｺﾏｻﾞﾜﾀﾞｲ 10,000m 29:02.78 大学駅伝8区 5位　　箱根駅伝5区 17位    
33 岡山 4 第１区 森崎　拓海 ﾓﾘｻｷ ﾀｸﾐ 倉敷高 ｸﾗｼｷｺｳ 5,000m 14:28.84 国体A5000m 20位　　高校駅伝2区 20位
33 岡山 5 第５区 吉川　大和 ｷｯｶﾜ ﾔﾏﾄ 倉敷高 ｸﾗｼｷｺｳ 5,000m 14:32.07 高校駅伝7区 33位   
33 岡山 6 第４区 中島　怜利 ﾅｶｼﾏ ﾚｲﾘ 倉敷高 ｸﾗｼｷｺｳ 5,000m 14:27.26 高校総体3000mSC 14位　　高校駅伝6区 19位   
33 岡山 7 補欠Ｂ 前田　舜平 ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 倉敷高 ｸﾗｼｷｺｳ 5,000m 14:32.69 高校駅伝1区 56位   
33 岡山 8 第２区 名合　治紀 ﾅｺﾞｳ ﾊﾙｷ 吉備中 ｷﾋﾞﾁｭｳ 3,000m 8:39.23 全日中800m 優勝　　全日中1500m 4位　　 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸA3000m 3位　　中学駅伝1区 1位
33 岡山 9 第６区 小野　一貴 ｵﾉ ｶｽﾞｷ 旭東中 ｷｮｸﾄｳﾁｭｳ 3,000m 8:57.04    
33 岡山 10 補欠Ｃ 山崎　達哉 ﾔﾏｻｷ ﾀﾂﾔ 井原中 ｲﾊﾞﾗﾁｭｳ 3,000m 9:05.47    

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 28:35.48 日本選手権5000m 24位　　日本選手権1万m 27位　　全実駅伝4区 13位   
34 広島 2 第７区 [F3]鎧坂　哲哉 ﾖﾛｲｻﾞｶ ﾃﾂﾔ 旭化成 ｱｻﾋｶｾｲ 10,000m 27:38.99 日本選手権5000m 28位　　日本選手権1万m 9位　　全実駅伝3区 1位   
34 広島 3 補欠Ａ  藤川　拓也 ﾌｼﾞｶﾜ ﾀｸﾔ 青山学院大 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 10,000m 28:20.31 大学駅伝5区 3位　　箱根駅伝9区 1位    
34 広島 4 第１区 新迫　志希 ｼﾝｻｺ ｼｷ 世羅高 ｾﾗｺｳ 5,000m 14:00.45 高校総体5000m 9位　　国体A5000m 2位　　高校駅伝1区 6位 
34 広島 5 第５区 中島　大就 ﾅｶｼﾏ ﾀｲｼﾞｭ 世羅高 ｾﾗｺｳ 5,000m 14:09.54 高校駅伝4区 1位  
34 広島 6 補欠Ｂ 井上　広之 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ 世羅高 ｾﾗｺｳ 5,000m 14:16.92 高校駅伝6区 1位   
34 広島 7 第４区 吉田　圭太 ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾀ 世羅高 ｾﾗｺｳ 5,000m 14:11.55 国体B3000m 6位　　高校駅伝7区 2位  
34 広島 8 第２区 佐々木　光 ｻｻｷ ﾋｶﾙ 磯松中 ｲｿﾏﾂﾁｭｳ 3,000m 8:43.55 全日中3000m 16位　　ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸA3000m 16位
34 広島 9 補欠Ｃ 岸本　航輝 ｷｼﾓﾄ ｺｳｷ 広大付福山中 ﾋﾛﾀﾞｲﾌﾌｸﾔﾏﾁｭｳ 3,000m 8:53.82
34 広島 10 第６区 梶山　林太郎 ｶｼﾞﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 坂中 ｻｶﾁｭｳ 3,000m 8:57.86 中学駅伝1区 21位 

35 山口 1 第３区 [F3]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 28:17.74 日本選手権1万m 13位　　全実駅伝3区 5位    
35 山口 2 第７区  田村　和希 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 青山学院大 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 10,000m 29:57.97 箱根駅伝4区 1位
35 山口 3 補欠Ａ  濱本　栄太 ﾊﾏﾓﾄ ｴｲﾀ 武田薬品 ﾀｹﾀﾞﾔｸﾋﾝ 10,000m 29:12.04     
35 山口 4 第１区 中村　駆 ﾅｶﾑﾗ ｶｹﾙ 西京高 ｻｲｷｮｳｺｳ 5,000m 14:15.13 国体A5000m 13位　　高校駅伝2区 2位   
35 山口 5 第５区 花田　凌一 ﾊﾅﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 西京高 ｻｲｷｮｳｺｳ 5,000m 14:25.63 高校駅伝1区 36位
35 山口 6 第４区 福本　真大 ﾌｸﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 西京高 ｻｲｷｮｳｺｳ 5,000m 14:27.77 高校駅伝4区 11位
35 山口 7 補欠Ｂ 野田　一輝 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｷ 西京高 ｻｲｷｮｳｺｳ 5,000m 14:34.43 高校駅伝6区 5位
35 山口 8 第２区 吉井　道歩 ﾖｼｲ ﾐﾁﾄ 田布施中 ﾀﾌﾞｾﾁｭｳ 3,000m 8:46.99
35 山口 9 第６区 田中　寿和 ﾀﾅｶ ﾄｼｶｽﾞ 岐陽中 ｷﾖｳﾁｭｳ 3,000m 8:51.48
35 山口 10 補欠Ｃ 仲山　大輝 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 浅江中 ｱｻｴﾁｭｳ 3,000m 8:54.78    
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36 香川 1 第７区 [F1]熊谷　拓馬 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾏ 住友電工 ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｺｳ 10,000m 28:57.52     
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 28:56.00 大学駅伝3区 15位　　箱根駅伝1区 11位
36 香川 3 補欠Ａ  岩﨑　祐也 ｲﾜｻｷ ﾕｳﾔ 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ 5,000m 14:30.92     
36 香川 4 第５区 多喜端　夕貴 ﾀｷﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 尽誠学園高 ｼﾞﾝｾｲｶﾞｸｴﾝｺｳ 5,000m 14:52.77 高校駅伝3区 28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 14:42.78 高校駅伝4区 23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 14:22.56 高校駅伝1区 34位
36 香川 7 補欠Ｂ 増田　空 ﾏｽﾀﾞ ｿﾗ 小豆島高 ｼｮｳﾄﾞｼﾏｺｳ 5,000m 14:54.95    
36 香川 8 第２区 向井　悠介 ﾑｶｲ ﾕｳｽｹ 小豆島中 ｼｮｳﾄﾞｼﾏﾁｭｳ 3,000m 8:38.96 全日中3000m 7位　　国体B3000m 14位　　中学駅伝1区 10位  
36 香川 9 第６区 井下　大誌 ｲﾉｼﾀ ﾀｲｼ 大野原中 ｵｵﾉﾊﾗﾁｭｳ 3,000m 9:14.00 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸB1500m 2位
36 香川 10 補欠Ｃ 竹上　世那 ﾀｹｶﾞﾐ ｾﾅ 小豆島中 ｼｮｳﾄﾞｼﾏﾁｭｳ 3,000m 9:21.9 中学駅伝6区 4位

37 徳島 1 第７区  松岡　佑起 ﾏﾂｵｶ ﾕｳｷ 大塚製薬 ｵｵﾂｶｾｲﾔｸ 10,000m 28:36.81 全実駅伝3区 6位
37 徳島 2 第３区  岡田　竜治 ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 大塚製薬 ｵｵﾂｶｾｲﾔｸ 10,000m 29:27.59 全実駅伝1区 22位
37 徳島 3 補欠Ａ  西山　容平 ﾆｼﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 大塚製薬 ｵｵﾂｶｾｲﾔｸ 10,000m 29:47.89     
37 徳島 4 第５区 大殿　将司 ｵｵﾄﾉ ﾏｻｼ つるぎ高 ﾂﾙｷﾞｺｳ 5,000m 14:47.53 高校駅伝1区 45位   
37 徳島 5 第１区 岩佐　壱誠 ｲﾜｻ ｲｯｾｲ 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 14:52.55 高校駅伝1区 47位   
37 徳島 6 第４区 土壁　和希 ﾂﾁｶﾍﾞ ｶｽﾞｷ つるぎ高 ﾂﾙｷﾞｺｳ 5,000m 14:50.17 高校駅伝4区 32位   
37 徳島 7 補欠Ｂ 熊井　現 ｸﾏｲ ｹﾞﾝ 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 14:52.68 高校駅伝4区 37位   
37 徳島 8 第２区 井内　優輔 ｲﾉｳﾁ ﾕｳｽｹ 小松島中 ｺﾏﾂｼﾏﾁｭｳ 3,000m 8:47.61
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 8:56.92 中学駅伝1区 11位   
37 徳島 10 補欠Ｃ 宮本　大生 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｷ 脇町中 ﾜｷﾏﾁﾁｭｳ 3,000m 9:11.13    

38 愛媛 1 第７区  山本　航平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 日本体育大 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲ 10,000m 29:56.08 大学駅伝7区 7位　　箱根駅伝9区 11位    
38 愛媛 2 第３区  秦　将吾 ﾊﾀ ｼｮｳｺﾞ 山梨学院大 ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 5,000m 14:08.50 ｱｼﾞｱｼﾞｭﾆｱ1500m 10位　　日本ｲﾝｶﾚ1500m 8位　　
38 愛媛 3 補欠Ａ  鈴木　健吾 ｽｽﾞｷ ｹﾝｺﾞ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 5,000m 14:14.38 大学駅伝3区 9位　　箱根駅伝6区 19位    
38 愛媛 4 第１区 求　大地 ﾓﾄﾒ ﾀﾞｲﾁ 今治北高 ｲﾏﾊﾞﾘｷﾀｺｳ 5,000m 14:36.65
38 愛媛 5 第５区 青井　晃生 ｱｵｲ ｺｳｷ 今治北高 ｲﾏﾊﾞﾘｷﾀｺｳ 5,000m 14:54.72
38 愛媛 6 第４区 河野　遥伎 ｺｳﾉ ﾊﾙｷ 宇和高 ｳﾜｺｳ 5,000m 14:55.82 高校駅伝3区 35位
38 愛媛 7 補欠Ｂ 武田　佳樹 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼｷ 松山工高 ｺｳﾂﾔﾏｺｳｺｳ 5,000m 14:49.67    
38 愛媛 8 第２区 河野　聖也 ｺｳﾉ ｾｲﾔ 吉田中 ﾖｼﾀﾞﾁｭｳ 3,000m 8:48.80
38 愛媛 9 第６区 平野　仙太郎 ﾋﾗﾉ ｾﾝﾀﾛｳ 大西中 ｵｵﾆｼﾁｭｳ 3,000m 9:00.69    
38 愛媛 10 補欠Ｃ 水木　健斗 ﾐｽﾞｷ ｹﾝﾄ 伊予中 ｲﾖﾁｭｳ 3,000m 9:00.47    

39 高知 1 第７区 [F2]市川　孝徳 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾉﾘ 日立物流 ﾋﾀﾁﾌﾞﾂﾘｭｳ 10,000m 28:44.32     
39 高知 2 第３区  中平　英志 ﾅｶﾋﾗ ｴｲｼﾞ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 5,000m 14:24.50     
39 高知 3 補欠Ａ  芝　遼平 ｼﾊﾞ ﾘｮｳﾍｲ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 5,000m 14:35.63     
39 高知 4 第１区 田中　尚人 ﾀﾅｶ ﾅｵﾄ 高知農高 ｺｳﾁﾉｳｺｳ 5,000m 15:04.35 高校駅伝1区 52位
39 高知 5 第５区 秋山　優樹 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ 高知農高 ｺｳﾁﾉｳｺｳ 5,000m 14:55.40 国体A5000m 29位　　高校駅伝3区 38位
39 高知 6 第４区 棚橋　建太 ﾀﾅﾊｼ ｹﾝﾄ 高知農高 ｺｳﾁﾉｳｺｳ 5,000m 14:57.35 高校駅伝4区 35位
39 高知 7 補欠Ｂ 矢野　雄大 ﾔﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 宿毛工高 ｽｸﾓｺｳｺｳ 5,000m 15:06.45    
39 高知 8 第２区 西本　楓 ﾆｼﾓﾄ ｶｴﾃﾞ 香長中 ｶﾁｮｳﾁｭｳ 3,000m 8:53.02    
39 高知 9 第６区 臼木　翔惟瑠 ｳｽｷ ｶｲﾙ 香我美中 ｶｶﾞﾐﾁｭｳ 3,000m 8:54.89 中学駅伝1区 12位
39 高知 10 補欠Ｃ 山口　昂志朗 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾛｳ 宿毛東中 ｽｸﾓﾋｶﾞｼﾁｭｳ 3,000m 9:04.59    

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 29:23.54 日本選手権5000m 31位　　全実5000m 32位　　全実駅伝6区 16位
40 福岡 2 第７区  酒井　拓弥 ｻｶｲ ﾀｸﾔ 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 28:52.78 全実駅伝6区 4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 28:57.51     
40 福岡 4 第１区 鬼塚　翔太 ｵﾆﾂｶ ｼｮｳﾀ 大牟田高 ｵｵﾑﾀｺｳ 5,000m 13:58.43 世界ｼﾞｭﾆｱ5000m 16位　　高校総体5000m 7位　　高校選抜1万m 6位　　国体A5000m 4位　　高校駅伝3区 13位　　
40 福岡 5 第５区 江口　智耶 ｴｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 大牟田高 ｵｵﾑﾀｺｳ 5,000m 14:15.45 高校駅伝1区 15位
40 福岡 6 第４区 山口　晟弥 ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲﾔ 大牟田高 ｵｵﾑﾀｺｳ 5,000m 14:26.42 高校駅伝7区 28位
40 福岡 7 補欠Ｂ 有馬　圭祐 ｱﾘﾏ ｹｲｽｹ 大牟田高 ｵｵﾑﾀｺｳ 5,000m 14:25.42 高校駅伝4区 51位
40 福岡 8 第２区 藤上　凌太 ﾌｼﾞｶﾐ ﾘｮｳﾀ 粕屋東中 ｶｽﾔﾋｶﾞｼﾁｭｳ 3,000m 8:47.81 全日中800m 2位
40 福岡 9 第６区 上別府　樹生 ｶﾐﾍﾞｯﾌﾟ ｼﾞｭｷ 守恒中 ﾓﾘﾂﾈﾁｭｳ 3,000m 9:00.71    
40 福岡 10 補欠Ｃ 津田　将希 ﾂﾀﾞ ﾏｻｷ 姪浜中 ﾒｲﾉﾊﾏﾁｭｳ 3,000m 9:00.84    

41 佐賀 1 第７区 [F3]小西　祐也 ｺﾆｼ ﾕｳﾔ 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 28:41.16 全実駅伝3区 34位
41 佐賀 2 補欠Ａ  江頭　祐輔 ｴｶﾞｼﾗ ﾕｳｽｹ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 10,000m 29:16.14     
41 佐賀 3 第３区  光延　誠 ﾐﾂﾉﾌﾞ ﾏｺﾄ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 10,000m 29:14.20 ｱｼﾞｱｼﾞｭﾆｱ5000m 2位　　日本ｲﾝｶﾚ5000m 7位　　大学駅伝5区 11位　　
41 佐賀 4 第１区 古賀　淳紫 ｺｶﾞ ｷﾖｼ 鳥栖工高 ﾄｽｺｳｺｳ 5,000m 14:12.42 国体5000m 10位　　高校駅伝1区 9位
41 佐賀 5 第４区 吉武　佑真 ﾖｼﾀｹ ﾕｳﾏ 鳥栖工高 ﾄｽｺｳｺｳ 5,000m 14:29.76 国体B3000m 19位　　高校駅伝2区 20位
41 佐賀 6 第５区 宗　直輝 ｿｳ ﾅｵｷ 鳥栖工高 ﾄｽｺｳｺｳ 5,000m 14:27.72 高校駅伝3区 30位
41 佐賀 7 補欠Ｂ 西野　匠哉 ﾆｼﾉ ｼｮｳﾔ 鳥栖工高 ﾄｽｺｳｺｳ 5,000m 14:30.14 高校駅伝4区 22位
41 佐賀 8 第６区 大野　裕貴 ｵｵﾉ ﾋﾛｷ 東脊振中 ﾋｶﾞｼｾﾌﾘﾁｭｳ 3,000m 9:10.79    
41 佐賀 9 第２区 冨永　開来 ﾄﾐﾅｶﾞ ｶｲﾗ 有明中 ｱﾘｱｹﾁｭｳ 3,000m 9:13.03 中学駅伝1区 35位
41 佐賀 10 補欠Ｃ 吉岡　智輝 ﾖｼｵｶ ﾄﾓｷ 思斉中 ｼｾｲﾁｭｳ 3,000m 9:13.19    
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42 長崎 1 補欠Ａ [F2]馬場　圭太 ﾊﾞﾊﾞ ｹｲﾀ Ｈｏｎｄａ ﾎﾝﾀﾞ 10,000m 28:23.93 日本選手権5000m 19位　　日本選手権1万m 28位　　全実駅伝1区 18位
42 長崎 2 第７区 [F1]出岐　雄大 ﾃﾞｷ ﾀｹﾋﾛ 中国電力 ﾁｭｳｺﾞｸﾃﾞﾝﾘｮｸ 10,000m 29:02.10 全実駅伝5区 4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 28:19.28 世界ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 36位　　日本選手権1万m 20位　　日本ｲﾝｶﾚ1万m 13位　　大学駅伝4区 3位　　箱根駅伝3区 3位    
42 長崎 4 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 13:57.41 国体A5000m 5位　　高校駅伝1区 5位  
42 長崎 5 第４区 江島　崚太 ｴｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 諫早高 ｲｻﾊﾔｺｳ 5,000m 14:28.31 高校駅伝3区 33位   
42 長崎 6 第５区 阿比留　和弘 ｱﾋﾞﾙ ｶｽﾞﾋﾛ 松浦高 ﾏﾂｳﾗｺｳ 5,000m 14:31.33 高校選抜1万m 8位   
42 長崎 7 補欠Ｂ 西村　涼 ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳ 諫早高 ｲｻﾊﾔｺｳ 5,000m 14:35.11 高校駅伝2区 3位   
42 長崎 8 第２区 香月　鴻汰 ｶﾂｷ ｺｳﾀ 琴海中 ｷﾝｶｲﾁｭｳ 3,000m 9:00.68
42 長崎 9 第６区 田中　智也 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ 東長崎中 ﾋｶﾞｼﾅｶﾞｻｷﾁｭｳ 3,000m 9:01.94    
42 長崎 10 補欠Ｃ 冨永　裕憂 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳﾕ 時津中 ﾄｷﾞﾂﾁｭｳ 3,000m 9:5.34 中学駅伝1区 20位   

43 熊本 1 第７区 [F1]大津　顕杜 ｵｵﾂ ｹﾝﾄ 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 28:47.56 全実駅伝7区 5位
43 熊本 2 第３区  久保田　和真 ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾏ 青山学院大 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 10,000m 28:30.78 大学駅伝2区 3位　　箱根駅伝1区 2位    
43 熊本 3 補欠Ａ  渡邊　一磨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾏ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 10,000m 29:31.01 日本ｲﾝｶﾚ3000mSC ３位　　大学駅伝5区 5位   
43 熊本 4 第１区 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 14:16.40 国体A5000m 15位　　高校駅伝1区 10位  
43 熊本 5 第４区 神林　勇太 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 九州学院高 ｷｭｳｼｭｳｶﾞｸｲﾝｺｳ 5,000m 14:16.76 国体B3000m 2位　　高校駅伝7区 3位  
43 熊本 6 第５区 久保　和馬 ｸﾎﾞ ｶｽﾞﾏ 九州学院高 ｷｭｳｼｭｳｶﾞｸｲﾝｺｳ 5,000m 14:22.39 高校駅伝3区 17位   
43 熊本 7 補欠Ｂ 中川　翔太 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 九州学院高 ｷｭｳｼｭｳｶﾞｸｲﾝｺｳ 5,000m 14:31.83 高校駅伝4区 26位   
43 熊本 8 第２区 山下　龍一郎 ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 宇土鶴城中 ｳﾄｶｸｼﾞｮｳﾁｭｳ 3,000m 8:57.77    
43 熊本 9 第６区 井川　龍人 ｲｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 佐敷中 ｻｼｷﾁｭｳ 3,000m 8:57.14 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸB1500m 13位   
43 熊本 10 補欠Ｃ 奥村　辰徳 ｵｸﾑﾗ ﾀﾂﾉﾘ 不知火中 ｼﾗﾇﾋﾁｭｳ 3,000m 8:57.47    

44 大分 1 第３区 [F1]油布　郁人 ﾕﾌ ｲｸﾄ 富士通 ﾌｼﾞﾂｳ 10,000m 28:02.46 日本選手権1500m 6位　　全実駅伝3区 23位
44 大分 2 補欠Ａ  阿南　堅也 ｱﾅﾝ ｹﾝﾔ 帝京大 ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲ 10,000m 29:31.23 箱根駅伝8区 14位
44 大分 3 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 29:26.84 箱根駅伝8区 2位
44 大分 4 第５区 竹石　尚人 ﾀｹｲｼ ﾅｵﾄ 鶴崎工高 ﾂﾙｻｷｺｳｺｳ 5,000m 14:32.29 国体A5000m 22位
44 大分 5 第１区 伊東　颯汰 ｲﾄｳ ｿｳﾀ 大分東明高 ｵｵｲﾀﾄｳﾒｲｺｳ 5,000m 14:38.38 高校駅伝1区 51位   
44 大分 6 第４区 首藤　貴樹 ｼｭﾄｳ ﾀｶｷ 日本文理大付高 ﾆｯﾎﾟﾝﾌﾞﾝﾘﾀﾞｲﾌｺｳ 5,000m 14:41.92    
44 大分 7 補欠Ｂ 淵　喜輝 ﾌﾁ ﾖｼｷ 大分西高 ｵｵｲﾀﾆｼｺｳ 5,000m 14:40.30    
44 大分 8 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 8:37.60 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸA3000m 優勝　　中学駅伝2区 1位  
44 大分 9 第６区 倉野　恭佑 ｸﾗﾉ ｷｮｳｽｹ 竹田南部中 ﾀｹﾀﾅﾝﾌﾞﾁｭｳ 3,000m 9:00.22    
44 大分 10 補欠Ｃ 大石　慎 ｵｵｲｼ ﾏｺﾄ 玖珠中 ｸｽﾁｭｳ 3,000m 9:06.72    

45 宮崎 1 補欠Ａ [F1]井手上　隼人 ｲﾃﾞｳｴ ﾊﾔﾄ 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 30:17.02     
45 宮崎 2 第３区  田口　雅也 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 10,000m 29:04.13 大学駅伝8区 4位　　箱根駅伝1区 4位
45 宮崎 3 第７区  茂木　圭次郎 ﾓｷﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ 旭化成 ｱｻﾋｶｾｲ 10,000m 29:24.64 全実駅伝5区 14位
45 宮崎 4 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 14:41.89 高校駅伝4区 3位   
45 宮崎 5 第４区 今西　駿介 ｲﾏﾆｼ ｼｭﾝｽｹ 小林高 ｺﾊﾞﾔｼｺｳ 5,000m 14:17.66 高校駅伝3区 4位   
45 宮崎 6 第５区 山村　凱斗 ﾔﾏﾑﾗ ｶｲﾄ 小林高 ｺﾊﾞﾔｼｺｳ 5,000m 14:20.15 高校総体1500m 10位　　高校駅伝1区 37位
45 宮崎 7 補欠Ｂ 齋藤　拓海 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 宮崎日大高 ﾐﾔｻﾞｷﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 5,000m 14:34.17    
45 宮崎 8 第２区 田中　康靖 ﾀﾅｶ ｺｳｾｲ 飫肥中 ｵﾋﾞﾁｭｳ 3,000m 8:39.87 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸA3000m 5位  
45 宮崎 9 第６区 隈元　紘輝 ｸﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 高鍋東中 ﾀｶﾅﾍﾞﾋｶﾞｼﾁｭｳ 3,000m 8:55.66    
45 宮崎 10 補欠Ｃ 緒方　俊亮 ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 妻中 ﾂﾏﾁｭｳ 3,000m 9:15.71    

46 鹿児島 1 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 28:50.98 日本選手権5000m 17位　　大学駅伝8区 1位　　箱根駅伝2区 5位
46 鹿児島 2 第７区  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 28:50.98 日本ｲﾝｶﾚ1万m 3位　　大学駅伝1区 3位　　箱根駅伝2区 10位   
46 鹿児島 3 補欠Ａ  有村　優樹 ｱﾘﾑﾗ ﾕｳｷ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 10,000m 29:05.71 日本選手権5000m 25位　　大学駅伝3区 1位　　箱根駅伝3区 2位   
46 鹿児島 4 第１区 永山　博基 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾋﾛｷ 鹿児島実高 ｶｺﾞｼﾏｼﾞﾂｺｳ 5,000m 14:16.68 高校駅伝1区 38位  
46 鹿児島 5 第５区 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 14:10.45 高校総体5000m 16位　　国体A5000m 26位　　高校駅伝3区 7位
46 鹿児島 6 第４区 中村　幸成 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｾｲ 鹿児島実高 ｶｺﾞｼﾏｼﾞﾂｺｳ 5,000m 14:40.40 高校駅伝4区 28位  
46 鹿児島 7 補欠Ｂ 竹下　和真 ﾀｹｼﾀ ｶｽﾞﾏ 鹿児島実高 ｶｺﾞｼﾏｼﾞﾂｺｳ 5,000m 14:51.44 高校駅伝7区 11位
46 鹿児島 8 第２区 山口　賢助 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｽｹ 伊集院北中 ｲｼﾞｭｳｲﾝｷﾀﾁｭｳ 3,000m 8:57.41
46 鹿児島 9 第６区 永井　大育 ﾅｶﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 松元中 ﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ 3,000m 8:58.26    
46 鹿児島 10 補欠Ｃ 矢野　陽介 ﾔﾉ ﾖｳｽｹ 屋久島中央中 ﾔｸｼﾏﾁｭｳｵｳﾁｭｳ 3,000m 9:00.81

47 沖縄 1 第７区  仲間　孝大 ﾅｶﾏ ﾀｶﾋﾛ 沖縄陸協 ｵｷﾅﾜﾘｸｷｮｳ 10,000m 29:28.97     
47 沖縄 2 補欠Ａ  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     
47 沖縄 3 第３区  喜屋武　佑樹 ｷｬﾝ ﾕｳｷ 沖縄国際大 ｵｷﾅﾜｺｸｻｲﾀﾞｲ 10,000m 29:44.51     
47 沖縄 4 第５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 14:48.18    
47 沖縄 5 第４区 平良　耕陽 ﾀｲﾗ ｺｳﾖｳ コザ高 ｺｻﾞｺｳ 5,000m 14:55.42    
47 沖縄 6 補欠Ｂ 高良　和希 ﾀｶﾗ ｶｽﾞｷ 沖縄工高 ｵｷﾅﾜｺｳｺｳ 5,000m 15:05.63 高校駅伝1区 54位
47 沖縄 7 第１区 毛利　公建 ﾓｳﾘ ｺｳｹﾝ 那覇高 ﾅﾊｺｳ 5,000m 15:07.42    
47 沖縄 8 第２区 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 8:49.0 中学駅伝1区 5位
47 沖縄 9 第６区 大城　希月 ｵｵｼﾛ ｷﾂﾞｷ 伊良波中 ｲﾗﾊﾁｭｳ 3,000m 8:55.0    
47 沖縄 10 補欠Ｃ 當間　厘玖 ﾄｳﾏ ﾘｸ 伊良波中 ｲﾗﾊﾁｭｳ 3,000m 8:55.8    


