
全国中学校駅伝大会（男子）出場記録
第１回～４回　熊本　第５回～７回　滋賀　第８回～10回　山口
第11回～13回　千葉　第14回～23回　山口　第24回～　滋賀

回 年 出場校 記録 順位 1 区 2 区 3 区 4 区 5 区 6 区

1 93 水　口 59.59 32 山崎　成人 辻　　正規 雲林院靖典 中尾　慎司 石部　友善 奥村　　勉

2 94 日　野 1.00.18 41 森山　　寿 木村　　淳 岸村　　務 山田　哲也 日夏　　徹 上田　佳人

3 95 水　口 57.20 5 渡辺　克典 奥村　　勉 堤　　一弘 蜷川　克也 渡辺　隼人 山田　貴大

4 96 水　口 59.17 25 山田　貴大 蜷川　克也 小澤　尚志 伴　　功充 中井　大樹 小笹　正人

5 97
水　口 58.39 2 山田　貴大 小澤　尚志 伴　　功充 小澤　　淳 倉田　友道 宝本　至益

城　山 1.02.03 44 武田　真治 武田　耕治 中嶋　優介 中薮慎一朗 長　　政博 増本　拓馬

6 98
水　口 59.36 32 小澤　　淳 山崎　浩司 竹内　勇大 山田　　修 上村　　光 宝本　至益

城　山 1.00.21 41 武田　真治 中薮慎一朗 森口　徳士 溝上　広太 奥嶋　功輝 長　　政博

7 99
水　口 58.53 18 中辻　雅之 小澤　　淳 木下　裕也 近藤　隆司 木下　貴之 清水　健太

能登川 59.26 26 平尾　光晃 汐池　力也 浦上　康弘 福永　拓真 福永　貴之 嶌田　哲也

8 00 水　口 58.53 11 長安　裕也 清水　健太 木下　貴之 池村　拓哉 川島　　正 平林　寿典

9 01 水　口 59.30 27 川田　翔平 谷口　俊介 清水　良太 中森　智也 福西　裕介 池本　賢広

10 02 明　富 57.48 4 竹内　雄紀 山本　浩介 金子　太郎 戸田　敦基 山科　康夫 芝原　崇晃

11 03 明　富 57.46 8 芝原　崇晃 戸田　敦基 芝原　惇也 山本　浩介 松本　直樹 金子　太郎

12 04 土　山 56.49 8 木田　　歩 上坂　崇紘 田島　晃基 林　　祐樹 三日月祐亮 緒方　和義

13 05 土　山 59.56 18 林　　祐樹 上坂　崇紘 田島　晃基 岡田飛勇馬 倉田　和也 三日月祐亮

14 06 土　山 58.57 23 上坂　崇紘 三日月祐亮 上坂　知広 柴田　一輝 鈴木ひろし 大原　　葵

15 07 土　山 1.00.31 38 柴田　一輝 鈴木ひろし 上坂　知広 松山　哲也 前野　涼太 若菜　純一

16 08 土　山 59.39 30 鈴木ひろし 永井　　聖 前野　涼太 本橋　竜平 半田　海人 堀　　祐貴

17 09 甲　南 1.00.48 41 村田　尚貴 北原　陸成 西村　　聡 西村　　慧 福井　　秀 松井　政洋

18 10 水　口 58.26 26 鎌田　広海 小澤　直人 池本　　爽 山中　章弘 山崎　航平 渡邉　　篤

19 11 水　口 58.40 20 小澤　直人 山崎　航平 山元　海斗 中川　元弥 吉田　潤歩 牧谷　大樹

20 12 城　山 59.07 28 川島　貴哉 千葉　直輝 麻原　璃玖 山本　穂高 川崎新太郎 堀　　宏貴

21 13 志　賀 59.02 21 中村　風馬 鎌田　　環 松井　宏樹 吉井　孝一 野尻　武志 吉岡　遼人

22 14 彦根南 1.00.13 38 吉岡　幸輝 吉田　隆一 松本龍ノ助 北川　怜弥 奥田　寛也 若林　　拓

23 15 南　郷 59.05 33 岩田　直人 居田　優太 石畠　由宇 國門　厚志 千畑　篤士 古田　七海

24 16
彦根南 59.30 31 山中　千畝 北村　奎介 平田　健太 梶谷　優斗 榎本　健人 西川　隼人

栗東西 1.00.58 43 上田　理久 樽見　遊佑 塩塚　元介 小西祐太朗 三室　　崇 藤井　俊宏
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