
所属 ⼈数
1 亜細亜⼤学 2名 藤⽥寛⼤ 佐藤楓
2 Team M×K 1名 ⽵澤想⼤
3 能美市⽴病院 1名 ⼭吹昌寛

坪井響⼰ ⼤島宏輝 林徹郎 吉岡篤史 ⼩中⿓之介
松林直亮 荒尾福之介
⽮野郁⼈ ⾕澤⻯弥 倉⽥健太 藤井拓輝 ⼩⽊曽⻯盛

梶⼭林太郎 ⼩林⿓太 ⽥野井悠介 千守倫央 藤村燦太
若林陽⼤ 居⽥優太 植村優⼈ ⼤澤健⼈ 湯浅仁
伊東⼤翔

6 上武⼤学駅伝部 2名 渡辺⼀輝 鉄川歩
原⽥宗市 ⿊澤明 栗原佑輔 秋⼭侃樹 辻野⼤輝
尾形拓海 WANJIKUCharlesKamau
加藤広之 九嶋⼤雅 坂⼝仁 漆畑徳輝 佐藤慎巴
盛本聖也 ⾕⼝貴亮 髙濱⼤志 ⽔⾦⼤亮 中津川亮
神尾祐樹 ⼩林⾶⽃ 齋藤芳輝 斯波岳⼠ ⽴崎哲⼤
内⽥翔 海⽼原優⼤ 橋本章央 三浦剛 ⼤⾕健⽃

⽴松昇剛 桜井唯
⽯松明 北村歩夢 當⼭凌司 福島正訓 ⼩島拓

藁⾕誠⽮ 新井颯⼈ ⼩島⼤輝 堀越⼤地 ⼭下空良
⼭中秀真 ⼩島優輝

11 帝京⼤学陸上競技部 1名 新野佑
及川瑠⾳ ⼗⽂字優⼀ 村上太⼀ 久保⽥悠⽉ 荒⽣実慧
前⽥義弘 柏優吾
忠内侑⼠ ⽩瀬賢也 岸本健太郎 ⼩池耀⼤ 宮澤徹

丸⼭⿓之介 権守遼⼤
岡崎⻯也 ⽳澤友崇 ⼩笠原⼤智 峰村織 近藤圭太
⼭本勘介 新井今⽣⼈ 川村⼤輔 菊池秦 ⾦⼦皓希
⽮内允

15 FREERUN 1名 荒⽊祐哉
16 ワコール 5名 冨⽥祥平 佐藤明⽇美 枚⽥茉優 ⾕⼝真菜 安藤友⾹
17 館林クラブ 1名 松本啓明
18 今治造船 3名 村⼭知之 ⼤⾕くみこ 平野⽂珠
19 南⼭⼤学 1名 ⼤橋⻁也
20 東京⼯業⼤学 1名 伊藤颯吾

⽮島洸⼀ 渡邊晶紀 伊東⼤暉 ⼩野寺陣 ⽊⼭達哉
篠原楓 塚⽥翔伍 星野⼀平

22 同志社⼤学 5名 武林悠天 重岡慶彦 平野将暉 太⽥亮爾 ⼤島康成
23 ニトリ 2名 古川璃⾳ 岡本奈々依
24 YKK 2名 ⼭⽥直弘 藤平義仁
25 NDソフト 4名 ⼩針旭⼈ 上⼿慶 熊倉優介 安藤駿
26 セキノ興産 5名 岩崎祐樹 ⾼橋功気 宮澤真太 中井槙吾 ⻑⾕川直輝
27 ⼀橋⼤学 1名 佐々⽊海

⼩濱郁⼰ ⾦⼦慎市 村⼭京平 ⾦井亮介 満澤⾠祥
滝川尚輝 村瀬佳樹 村⼭実徳 徳永友哉

横⼭昇太郎 吉⽥泰⼀朗 ⼭⽥凌⼤ 鈴⽊駿太郎 三本健志
中島正太 佐藤樹 ⾈⼭俊希

30 陸上競技多摩川クラブ 1名 森雅俊
佐藤広夢 菅沼蒼紫 ⽵蓋草太 ⼭下友陽 ⼯藤翼

佐々⽊⻁太郎 ⼭⽥拓⼈ 奥村聡介 根岸賢 吉⽥圭佑
32 スズキ 2名 ⼤⽯巧 室伏穂⾼
33 愛知電機 4名 藤⽥愛⼦ ⽶⾕結希 庄司琴美 平⼭未来
34 2名 三浦⼤樹 児⽟健太
35 チーム奈良 1名 ⻄⼭優
36 慶應義塾⼤学競⾛部 3名 鈴⽊輝 前⽥⼤河 前⽥拓海
37 東京農業⼤学 5名 緒⽅俊亮 北⽥⼤起 野嶋⼤佑 浅海崇志 松本⻁太郎
38 NTN 4名 押川裕貴 齋⽥直輝 蛭⽥雄⼤ 沼⽥⼤輝
39 ⼤阪経済⼤学 1名 酒上真太朗

⼩野寺勇樹 緒⽅貴典 横⼭魁哉 ⽚岡渉 本⽥晃⼠郎
甲斐治輝 ⽯井⼤揮 吉⽥悠良 ⼭森⿓暁 桑⽥⼤輔
森下治

41 国⼠舘⼤学 5名 三代和弥 ⼩早川寛⼈ 松前⿓希 島村広⼤ 望⽉武
42 ⼟浦消防 1名 中川慎太郎
43 コモディイイダ陸上競技部 5名 宮本甲斐 五郎⾕俊 ⿊⽥雄紀 市村⻯樹 松村陣之助

阿部歩 ⽜澤昂⼤ ⽥中康靖 中嶋貴哉 守⽥慧登
吉富裕太 ⾦澤有真 國分駿⼀ 杉本将太 脇坂進之介
折⼝雄紀 ⾦⼦鉄平 岸本琉⽣弥 ⽊原⼤地 中込⼤裕
永洞和季 丹⽻祐太 松尾昂来 丸⼭真孝 吉井来⽃

45 あいおいニッセイ同和損害保険 2名 川内優輝 川内侑⼦
46 神奈川⼤学 1名 巻⽥理空

三上晋弥 下條乃將 杉本⿓陽 勝浦⼩太郎 橋本基紀
杉本真英 斎藤拓海 ⾓南隆⾏ 吉川陽 城⼾洸輝
安部柚作 新野冴⽣

48 トーエーネック 1名 ⻄澤卓弥
49 札幌学院⼤学 2名 椛澤智貴 宮本蒼⼈

村松敬哲 林優策 川畑昇⼤ 奥村⾠徳 堀畑佳吾
善⽥修平 加藤優⽃

51 ⼯学院⼤学 1名 ⽥村嘉浩
52 SGホールディングスグループ 2名 橋⽖孝安 湯澤舜

相澤⿓明 古川礼穏 松延⼤誠 阿久津佑介 坂本健梧
永⾕連太郎 ⻄⽥琉唯 ⻄槇優祐 藤本⻯ 宮本⼤⽣
阿部優樹 河野涼太 瀬尾秀介 中⻄唯翔 ⽊付琳

54 ⾼知県RC 1名 平下修
55 順天堂⼤学 5名 堀内郁哉 出⼝静之介 斎藤舜太 藤原優希 ⾺場園怜⽣
56 ⼤分市役所 1名 安藤貴信

⽩﨑真拓 ⾕地中雄⼤ 上野海⽃ 河合紀⾈ 嶌津康平
⽥所功妃 藤川雅之 ⽔⾕耀介

58 駿河台⼤学 5名 ⾦悠⽃ 古澤拓樹 今井隆⽣ 榊原嵩史 出仙⿓之介
59 NARA-Xアスリーツ 2名 平⽥由佳 平⽥治
60 サン⼯業 1名 桃澤⼤祐
61 新潟医療福祉⼤学 5名 保科琴⾳ 吉⽥千紘 佐藤晴奈 ⽥中優⿇ 鈴⽊こなつ
62 ⼤阪芸術⼤学 1名 志村野々花
63 しまむら 2名 菅野未来 今井優

丹⽻凛⽃ 鈴⽊健太 村越⼤知 稲村築 五⼗嵐颯新
⼩⼭友輝 斎藤健也 ⼩林弘⼈ ⽥中圭 星野⼤地

65 エクセディRC 1名 瀬尾良平

10名

7名

16名

7名

8名

11名

7名

7名

12名

12名

9名

57 育英⼤学

64 新潟医療福祉⼤学

東海⼤学

12名

20名

11名

10名

8名

              実業団・⼤学選⼿エントリー⼀覧

10名

7名

15名

8名

47 明治⼤学体育会競⾛部

50 東京国際⼤学

53 國學院⼤學

31 拓殖⼤学

40 創価⼤学

44

21 ⼭梨学院⼤学

28 ⾼⽥⾃衛隊

29 新潟⼤学

12 東洋⼤学

13 ⽴教⼤学

14 平成国際⼤学

8 ⽇本体育⼤学

9 芝浦⼯業⼤学

10 城⻄⼤学

7 武蔵野学院⼤学

エントリー選⼿

4 信州⼤学

5 中央⼤学


