
男子 オープンレース 速報
順位 記録 氏名 学校名 都道府県

1 9'21" 中村　優吾(3) 防府市立国府中学校

2 9'28" 前島　一穂(3) さいたま市立宮原中学校 埼　玉

3 9'36" 怡土 　　樹(3) 光市立島田中学校

4 9'42" 三上　竜太(3) 宇部市立常盤中学校

5 9'43" 坂口　佑真(3) 下松市立下松中学校

6 9'46" 中村　駿吾(3) 防府市立国府中学校

7 9'49" 原田　航也(3) 光市立浅江中学校

8 9'50" 菖蒲　敦司(2) 光市立浅江中学校

8 9'50" 中村　瑠吾(3) 山形市立第十中学校 山　形

10 9'53" 長岡　志優(3) 萩市立萩西中学校

11 9'55" 関野　稜介(2) 山口市立小郡中学校

12 9'57" 鈴木　孝明(3) 長門市立三隅中学校

13 9'58" 杉山　誇京(3) 美祢市立秋芳北中学校

14 9'59" 照井　紀之(3) 雫石町立雫石中学校 岩　手

15 10'01" 阿部　拓夢(2) 北茨城市立中郷中学校 茨　城

16 10'02" 濱口　夢楽(1) 香南市立香我美中学校 高　知

16 10'02" 神野　泰輝(3) 新居浜市立西中学校 愛　媛

18 10'03" 坪井　慎吾(3) 北九州市立曽根中学校 福　岡

19 10'04" 東　龍之介(3) 鎌ケ谷市立第五中学校 千　葉

19 10'04" 武　純也(2) 岡山市立吉備中学校 岡　山

21 10'05" 林　慧太(3) 前橋市立富士見中学校 群　馬

22 10'06" 横欠　秀斗(1) 雫石町立雫石中学校 岩　手

22 10'06" 郡司　義晶(3) 大田原市立大田原中学
校

栃　木

24 10'08" 古井　秀幸(3) 鳥取市立南中学校 鳥　取

24 10'08" 奥浦　智隼(2) 北九州市立曽根中学校 福　岡

24 10'08" 酒井　大地(3) 美馬市立美馬中学校 徳　島

24 10'08" 小山田　太郎(2) 北茨城市立中郷中学校 茨　城

28 10'09" 臼木　友羅(3) 香南市立香我美中学校 高　知

28 10'09" 戸屋　耀弘(3) 新居浜市立西中学校 愛　媛

28 10'09" 田中　励弥(1) 川越町立川越中学校 三　重

31 10'10" 泊　諒哉(3) 都城市立妻ケ丘中学校 宮　崎

31 10'10" 井上　翔磨(3) 北九州市立曽根中学校 福　岡

31 10'10" 淺田　朋来(3) 時津町立時津中学校 長　崎

31 10'10" 町田　直紀(1) 大田原市立大田原中学
校

栃　木

31 10'10" 國分　史苑(3) 会津若松市立第五中学
校

福　島

31 10'10" 須佐　鷹秋(2) 会津若松市立第五中学
校

福　島

31 10'10" 牧野　海威(1) さいたま市立宮原中学校 埼　玉

38 10'11" 佐々木　崚也(3) 大田原市立大田原中学
校

栃　木

39 10'13" 馬場　翔大(3) さいたま市立宮原中学校 埼　玉

39 10'13" 佐竹　玲来(3) 岡山市立吉備中学校 岡　山

39 10'13" 水谷　颯佑(2) 京都市立樫原中学校 京　都

42 10'14" 高橋　優大(1) 雫石町立雫石中学校 岩　手

42 10'14" 出島　亘輝(3) 川越町立川越中学校 三　重

44 10'15" 高村　駿也(2) 北茨城市立中郷中学校 茨　城

44 10'15" 小関　昂寛(3) 山形市立第十中学校 山　形

46 10'17" 岡田　大晟(2) 加古川市立陵南中学校 兵　庫

46 10'17" 藤田　賢成(3) 大分市立坂ノ市中学校 大　分

48 10'18" 藤澤　陽太(3) 鎌ケ谷市立第五中学校 千　葉

49 10'19" 高田　廉太郎(2) 伊万里市立青嶺中学校 佐　賀

49 10'19" 藤本　雄大(3) 宇土市立鶴城中学校 熊　本

51 10'21" 本多　桜空(2) 江南市立古知野中学校 愛　知

52 10'22" 木下　時羽(3) 大分市立坂ノ市中学校 大　分

52 10'22" 大澤　貴也(3) 新居浜市立西中学校 愛　媛

52 10'22" 跡池　優(2) 立山町立雄山中学校 富　山

55 10'23" 阿部　颯斗(2) 仙台市立高砂中学校 宮　城

55 10'23" 小林　丈留(1) 川越町立川越中学校 三　重
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55 10'23" 曽我部　玲音(3) 美馬市立美馬中学校 徳　島

55 10'23" 後藤　佑也(2) 鳥取市立南中学校 鳥　取

55 10'23" 廣瀬　拓海(2) 加古川市立陵南中学校 兵　庫

60 10'24" 中村　拓哉(3) 伊万里市立青嶺中学校 佐　賀

60 10'24" 古堀　翠(3) 宇土市立鶴城中学校 熊　本

60 10'24" 阿閉　一樹(1) 立山町立雄山中学校 富　山

63 10'25" 渡辺　智也(2) 小千谷市立小千谷中学
校

新　潟

64 10'26" 五十嵐　浩輔(1) 小千谷市立小千谷中学
校

新　潟

65 10'27" 佐々木　岳史(2) 越前市武生第一中学校 福　井

66 10'28" 佐藤　光(2) 山形市立第十中学校 山　形

66 10'28" 鎌田　聖哉(2) 仙台市立高砂中学校 宮　城

66 10'28" 有家　颯也(3) 京都市立樫原中学校 京　都

66 10'28" 西田　葵(3) 柏原市立桜坂中学校 大　阪

70 10'29" 植田　葉月(2) 鳥取市立南中学校 鳥　取

71 10'30" 川本　大貴(2) 柳井市立柳井中学校 開催地

71 10'30" 小出　祐太(3) 高山市立中山中学校 岐　阜

71 10'30" 坂本　右京(3) 萩市立萩東中学校 山　口

74 10'31" 山本　謙利(1) 七尾市立田鶴浜中学校 石　川

75 10'32" 橋本　達也(3) 高山市立中山中学校 岐　阜

75 10'32" 藏元　健太(3) 沖縄市立宮里中学校 沖　縄

75 10'32" 佐藤　昂太(2) 大仙市立太田中学校 秋　田

78 10'33" 米谷　啓吾(2) 観音寺市立大野原中学
校

香　川

79 10'34" 隈元　崇志(3) 姶良市立帖佐中学校 鹿児島

79 10'34" 上村　晃輔(2) 足立区立第十一中学校 東　京

79 10'34" 横井　尚輝(1) 大津市立南郷中学校 滋　賀

82 10'35" 長谷川　聖(3) 会津若松市立第五中学
校

福　島

82 10'35" 三輪　大祐(2) 江南市立古知野中学校 愛　知

84 10'36" 奥村　一貴(2) 立山町立雄山中学校 富　山

84 10'36" 林　健太(2) 江南市立古知野中学校 愛　知

84 10'36" 髙橋　佑(2) 大仙市立太田中学校 秋　田

84 10'36" 鳥井　理央(3) 京都市立樫原中学校 京　都

84 10'36" 岡山　泰智(2) 東北町立東北中学校 青　森

89 10'37" 高見　希武(1) 出雲市立河南中学校 島　根

89 10'37" 藤岡　駿之介(1) 観音寺市立大野原中学
校

香　川

89 10'37" 奥山　大誠(3) 越前市武生第一中学校 福　井

92 10'38" 蜂谷　惇(3) 岡山市立吉備中学校 岡　山

93 10'39" 豊永　雅貴(3) 観音寺市立大野原中学
校

香　川

93 10'39" 江藤　拓磨(3) 大分市立坂ノ市中学校 大　分

93 10'39" 芥川　創唯(3) 宇土市立鶴城中学校 熊　本

96 10'40" 國宗　佑(1) 柳井市立柳井中学校 開催地

96 10'40" 小屋原　翔斗(3) 前橋市立富士見中学校 群　馬

96 10'40" 大村　涼馬(3) 足立区立第十一中学校 東　京

96 10'40" 泉山　隼人(1) 萩市立萩東中学校 山　口

100 10'41" 福川　仁(2) 伊万里市立青嶺中学校 佐　賀

101 10'42" 小見　貴則(1) 前橋市立富士見中学校 群　馬

101 10'42" 井戸田　祐也(2) 茅ケ崎市立松林中学校 神奈川

103 10'43" 仲村　颯祐(1) 高山市立中山中学校 岐　阜

104 10'44" 二井矢　颯希(1) 坂町立坂中学校 広　島

105 10'45" 上里　魁星(3) 沖縄市立宮里中学校 沖　縄

105 10'45" 里﨑　航平(3) 時津町立時津中学校 長　崎

105 10'45" 笹﨑　啓汰(3) 小千谷市立小千谷中学
校

新　潟

105 10'45" 平松　健(3) 時津町立時津中学校 長　崎

109 10'47" 竹林　諒(3) 長野市立川中島中学校 長　野

110 10'48" 津波古　大(2) 沖縄市立宮里中学校 沖　縄

110 10'48" 田中　塁(3) 出雲市立河南中学校 島　根

110 10'48" 池田　悠大(2) 長野市立川中島中学校 長　野
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110 10'48" 西住　祐二(3) 七尾市立田鶴浜中学校 石　川

114 10'49" 加藤　裕真(1) 茅ケ崎市立松林中学校 神奈川

115 10'51" 松本　純大(2) 坂町立坂中学校 広　島

115 10'51" 傳野　龍矢(3) 鎌ケ谷市立第五中学校 千　葉

117 10'53" 高見　祐輔(2) 出雲市立河南中学校 島　根

117 10'53" 谷川　陽紀(2) 都城市立妻ケ丘中学校 宮　崎

119 10'54" 荒木　拓海(1) 東北町立東北中学校 青　森

119 10'54" 藤田　康輔(3) 美馬市立美馬中学校 徳　島

121 10'56" 大串　陸(1) 加古川市立陵南中学校 兵　庫

122 10'57" 煤賀　洋大(2) 大仙市立太田中学校 秋　田

123 10'58" 岩田　李薫(2) 萩市立萩東中学校 山　口

123 10'58" 村瀬　凜(3) 大津市立南郷中学校 滋　賀

125 10'59" 長田　拓海(2) 仙台市立高砂中学校 宮　城

126 11'00" 東　響樹(3) 紀美野町立野上中学校 和歌山

127 11'01" 中田　琉玖(2) 紀美野町立野上中学校 和歌山

127 11'01" 井上　暖翔(2) 東北町立東北中学校 青　森

129 11'02" 山本　鏡志朗(3) 浜松日体中学校 静　岡

130 11'03" 丸山　力也(3) 笛吹市立石和中学校 山　梨

131 11'07" 原山　歩夢(2) 長野市立川中島中学校 長　野

132 11'09" 東條　吏起(1) 柳井市立柳井中学校 開催地

133 11'10" 神田　丞(2) 浜松日体中学校 静　岡

134 11'18" 五十嵐　友基(1) 岩見沢市立光陵中学校 北海道

134 11'18" 山﨑　敬太(3) 香南市立香我美中学校 高　知

136 11'22" 中西　源太郎(2) 紀美野町立野上中学校 和歌山

137 11'24" 山野　光貴(3) 越前市武生第一中学校 福　井

138 11'25" 西ノ園　悠太(3) 姶良市立帖佐中学校 鹿児島

139 11'30" 黒木　敬太(3) 姶良市立帖佐中学校 鹿児島

140 11'41" 得能　孝太(2) 七尾市立田鶴浜中学校 石　川

141 11'45" 髙山　レオン(2) 都城市立妻ケ丘中学校 宮　崎

142 12'43" 保坂　隆矢(2) 笛吹市立石和中学校 山　梨

143 13'38" 池谷　颯志(2) 笛吹市立石和中学校 山　梨


