
天皇盃　第２１回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会　オーダーリスト ※[F] ふるさと出場　網掛は当日の変更 平成２８年１月２４日

チーム 1区（７㎞） 2区（３㎞） 3区（8.5㎞） 4区（５㎞） ５区（8.5㎞） ６区（３㎞） ７区（13.0㎞）

1 田辺　浩司 多田　奏太 菊地　賢人 [F] 高橋　真樹 成田　悠汰 大熊　健斗 小椋　裕介
北海道 ﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ ﾀﾀﾞ ｶﾅﾀ ｷｸﾁ ﾏｻﾄ ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ ﾅﾘﾀ ﾕｳﾀ ｵｵｸﾏ ｹﾝﾄ ｵｸﾞﾗ ﾕｳｽｹ

2 吉田　尭紀 田澤　廉 其田　健也 及川　雄大 小袖　英人 髙橋　優人 工藤　隼人
青　森 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｷ ﾀｻﾞﾜ ﾚﾝ ｿﾉﾀ ｹﾝﾔ ｵｲｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ ｺｿﾃﾞ ﾋﾃﾞﾄ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ ｸﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ

3 佐々木　聖和 小倉　朝陽 大沼　睦 [F] 小原　拓未 松舘　悠斗 杉田　真英 照井　明人
岩　手 ｻｻｷ ｷﾖﾀｶ ｵｸﾞﾗ ｱｻﾋ ｵｵﾇﾏ ﾑﾂﾐ ｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ ﾏﾂﾀﾞﾃ ﾕｳﾄ ｽｷﾞﾀ ﾏｻﾋﾃﾞ ﾃﾙｲ ｱｷﾄ

4 小室　翼 佐藤　礼旺 渡邉　利典 吉川　幸紀 奈良　凌介 児玉　悠輔 村山　紘太 [F]
宮　城 ｺﾑﾛ ﾂﾊﾞｻ ｻﾄｳ ﾚｵ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾉﾘ ｷｶﾜ ｺｳｷ ﾅﾗ ﾘｮｳｽｹ ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｽｹ ﾑﾗﾔﾏ ｺｳﾀ

5 安藤　駿 竹村　拓真 湊谷　春紀 石垣　陽介 松尾　淳之介 土田　陽大 伊藤　正樹 [F]
秋　田 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝ ﾀｹﾑﾗ ﾀｸﾏ ﾐﾅﾄﾔ ﾊﾙｷ ｲｼｶﾞｷ ﾖｳｽｹ ﾏﾂｵ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ ﾂﾁﾀﾞ ﾋﾅﾀ ｲﾄｳ ﾏｻｷ

6 大澤　駿 荒生　実慧 吉田　楓 森　優太 佐々木　守 金澤　有真 鈴木　駿
山　形 ｵｵｻﾜ ｼｭﾝ ｱﾗｵ ﾏｻﾄ ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ ﾓﾘ ﾕｳﾀ ｻｻｷ ﾏﾓﾙ ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳﾏ ｽｽﾞｷ ｼｭﾝ

7 遠藤　日向 中澤　雄大 住吉　秀昭 相澤　晃 阿部　弘輝 大塚　稜介 圓井　彰彦 [F]
福　島 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｭｳｶﾞ ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ ｽﾐﾖｼ ﾋﾃﾞｱｷ ｱｲｻﾞﾜ ｱｷﾗ ｱﾍﾞ ﾋﾛｷ ｵｵﾂｶ ﾘｮｳｽｹ ﾂﾑﾗｲ ｱｷﾋｺ

8 永井　拓真 小林　竜也 楠　康成 鈴木　正樹 川澄　克弥 長山　勇貴 宮坂　俊輔
茨　城 ﾅｶﾞｲ ﾀｸﾏ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ ｸｽ ﾔｽﾅﾘ ｽｽﾞｷ ｾｲｼﾞｭ ｶﾜｽﾐ ｶﾂﾔ ﾅｶﾞﾔﾏ ﾕｳｷ ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝｽｹ

9 郡司　陽大 小野　恵崇 塩谷　桂大 大森　龍之介 吉川　洋次 口　翔太 髙久　龍 [F]
栃　木 ｸﾞﾝｼﾞ ｱｷﾋﾛ ｵﾉ ｹｲｼｭｳ ｼｵﾔ ｹｲﾀ ｵｵﾓﾘ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾖｼｶﾜ ﾋﾛﾂｸﾞ ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ ﾀｶｸ ﾘｭｳ

10 横川　巧 大澤　佑介 塩尻　和也 千明　龍之佑 茂原　大悟 新井　大貴 戸田　雅稀
群　馬 ﾖｺｶﾜ ﾀｸﾐ ｵｵｻﾜ ﾕｳｽｹ ｼｵｼﾞﾘ ｶｽﾞﾔ ﾁｷﾞﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾓﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ ｱﾗｲ ﾋﾛｷ ﾄﾀﾞ ﾏｻｷ

11 館澤　亨次 円谷　光佑 設楽　啓太 [F] 三井　貴久 中村　大聖 関口　雄大 服部　翔大
埼　玉 ﾀﾃｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ ﾂﾌﾞﾗﾔ ｺｳｽｹ ｼﾀﾗ ｹｲﾀ ﾐﾂｲ ﾀｶﾋｻ ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ ｾｷｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ ﾊｯﾄﾘ ｼｮｳﾀ

12 鈴木　塁人 安田　博登 浅岡　満憲 難波　皓平 中根　滉稀 安田　優登 若松　儀裕 [F]
千　葉 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄ ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾄ ｱｻｵｶ ﾐﾂﾉﾘ ﾅﾝﾊﾞ ｺｳﾍｲ ﾅｶﾈ ｺｳｷ ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾄ ﾜｶﾏﾂ ﾖｼﾋﾛ

13 齋藤　雅英 佐藤　力也 加藤　光 斉藤　寛明 遠藤　宏夢 濱西　勇輔 茂木　圭次郎 [F]
東　京 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾃﾞ ｻﾄｳ ﾘｷﾔ ｶﾄｳ ﾋｶﾙ ｻｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾑ ﾊﾏﾆｼ ﾕｳｽｹ ﾓｷﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ

14 橋本　龍一 鈴木　海斗 高谷　将弘 [F] 大西　彰 二井　康介 脇坂　進之介 梶原　有高
神奈川 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ ﾀｶﾔ ﾏｻﾋﾛ ｵｵﾆｼ ｱｷﾗ ﾆｲ ｺｳｽｹ ﾜｷｻﾞｶ ｼﾝﾉｽｹ ｶｼﾞﾜﾗ ｱﾘﾀｶ

15 飯島　圭吾 土屋　雅也 上田　健太 関川　大悟 熊谷　尭之 橘田　大河 上村　純也
山　梨 ｲｲｼﾞﾏ ｹｲｺﾞ ﾂﾁﾔ ﾏｻﾔ ｳｴﾀﾞ ｹﾝﾀ ｾｷｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ ｸﾏｶﾞｲ ﾀｶﾕｷ ｷｯﾀ ﾀｲｶﾞ ｳｴﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ

16 田村　岳士 横田　俊吾 牧　良輔 [F] 原澤　一徳 宮澤　真太 岸本　大紀 金森　寛人
新　潟 ﾀﾑﾗ ﾀｹｼ ﾖｺﾀ ｼｭﾝｺﾞ ﾏｷ ﾘｮｳｽｹ ﾊﾗｻﾜ ｶｽﾞﾉﾘ ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾝﾀ ｷｼﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ ｶﾅﾓﾘ ﾋﾛﾄ

17 名取　燎太 松崎　咲人 春日　千速 井上　錬 關　颯人 米山　哲弘 矢野　圭吾 [F]
長　野 ﾅﾄﾘ ﾘｮｳﾀ ﾏﾂｻﾞｷ ｻｷﾄ ｶｽｶﾞ ﾁﾊﾔ ｲﾉｳｴ ﾚﾝ ｾｷ ﾊﾔﾄ ｺﾒﾔﾏ ﾃﾂﾋﾛ ﾔﾉ ｹｲｺﾞ

18 岡里　彰大 宮木　快盛 及川　佑太 榎本　大倭 浦野　雄平 金田　龍心 村刺　厚介
富　山 ｵｶｻﾞﾄ ｼｮｳﾀ ﾐﾔｷ ｶｲｾｲ ｵｲｶﾜ ﾕｳﾀ ｴﾉﾓﾄ ﾔﾏﾄ ｳﾗﾉ ﾕｳﾍｲ ｶﾅﾀﾞ ﾘｭｳｼﾝ ﾑﾗｻｼ ｺｳｽｹ

19 村　聖 鈴木　優允 市谷　龍太郎 [F] 上前　法誠 吉田　大海 中西　大翔 五郎谷　俊
石　川 ﾖｼﾑﾗ ｱｷﾗ ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ ｲﾁﾀﾆ ﾘｭｳﾀﾛｳ ｶﾐﾏｴ ﾎｳｾｲ ﾖｼﾀﾞ ﾀｲｶﾞ ﾅｶﾆｼ ﾀｲｶﾞ ｺﾞﾛｳﾀﾆ ｼｭﾝ

20 川口　慧 大同　健心 早川　翼 [F] 兵田　聖夜 国川　恭朗 岩田　源 山口　修平
福　井 ｶﾜｸﾞﾁ ｹｲ ﾀﾞｲﾄﾞｳ ｹﾝｼﾝ ﾊﾔｶﾜ ﾂﾊﾞｻ ﾋｮｳﾀﾞ ｾｲﾔ ｸﾆｶﾜ ﾔｽｱｷ ｲﾜﾀ ｹﾞﾝ ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ

21 太田　智樹 小澤　大輝 木村　慎 渡邉　奏太 荻野　太成 鈴木　創士 佐藤　悠基 [F]
静　岡 ｵｵﾀ ﾄﾓｷ ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ ｷﾑﾗ ｼﾝ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ ｵｷﾞﾉ ﾀｲｾｲ ｽｽﾞｷ ｿｳｼ ｻﾄｳ ﾕｳｷ

22 長谷川　令 大上　颯麻 田中　秀幸 三輪　軌道 青木　祐人 西　潤 山本　修平
愛　知 ﾊｾｶﾞﾜ ﾚｲ ｵｵｳｴ ｿｳﾏ ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ ﾐﾜ ﾉﾘﾐﾁ ｱｵｷ ﾕｳﾄ ｶｻｲ ｼﾞｭﾝ ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ

23 塩澤　稀夕 九嶋　大雅 西山　雄介 市川　唯人 小森　稜太 大塚　陸渡 三輪　晋大朗
三　重 ｼｵｻﾞﾜ ｷｾｷ ｸｼﾏ ﾀｲｶﾞ ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ ｲﾁｶﾜ ﾕｲﾄ ｺﾓﾘ ﾘｮｳﾀ ｵｵﾂｶ ﾘｸﾄ ﾐﾜ ｼﾝﾀﾛｳ

24 坪井　慧 貝川　裕亮 中西　亮貴 河村　一輝 沼田　大輝 河村　裕太 押川　裕貴 [F]
岐　阜 ﾂﾎﾞｲ ｹｲ ｶｲｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ ﾅｶﾆｼ ﾘｷ ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞｷ ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲｷ ｺｳﾑﾗ ﾕｳﾀ ｵｼｶﾜ ﾕｳｷ

25 千葉　直輝 居田　優太 中川　智春 [F] 髙畑　祐樹 川島　貴哉 西田　歩 川崎　友輝
滋　賀 ﾁﾊﾞ ﾅｵｷ ｲﾀﾞ ﾕｳﾀ ﾅｶｶﾞﾜ ﾁﾊﾙ ﾀｶﾊﾀ ﾕｳｷ ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾔ ﾆｼﾀﾞ ｱﾕﾑ ｶﾜｻｷ ﾕｳｷ

26 阪口　竜平 山田　和輝 川端　千都 中谷　一平 清水　颯大 諸冨　湧 上門　大祐
京　都 ｻｶｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾄ ﾅｶﾀﾆ ｲｯﾍﾟｲ ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀﾞｲ ﾓﾛﾄﾐ ﾜｸ ｳｴｶﾄﾞ ﾀﾞｲｽｹ

27 高砂　大地 河内　海 中村　祐紀 中村　友哉 中平　大二朗 上田　颯汰 竹ノ内　佳樹
大　阪 ﾀｶｻｺﾞ ﾀﾞｲﾁ ｶﾜﾁ ｶｲ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ ﾅｶﾋﾗ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ ｳｴﾀﾞ ｿｳﾀ ﾀｹﾉｳﾁ ﾖｼｷ

28 西川　雄一朗 西宇　佑騎 新庄　翔太 [F] 中園　誠也 加藤　淳 藤本　珠輝 中谷　圭佑
兵　庫 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ ﾆｼｳ ﾕｳｷ ｼﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳﾀ ﾅｶｿﾞﾉ ｾｲﾔ ｶﾄｳ ｱﾂｼ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾏｷ ﾅｶﾀﾆ ｹｲｽｹ

29 藤田　孝介 盛本　聖也 小島　大明 [F] 平野　恵大 中井　拓実 土坂　舜 米澤　玲
奈　良 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｽｹ ﾓﾘﾓﾄ ｾｲﾔ ｺｼﾞﾏ ﾊﾙｱｷ ﾋﾗﾉ ｼｹﾞﾋﾛ ﾅｶｲ ﾀｸﾐ ﾄﾞｻｶ ｼｭﾝ ﾖﾈｻﾞﾜ ｱｷﾗ

30 中筋　千尋 水越　陸 松田　佑太 [F] 山根　昂希 阪口　俊平 都築　勇貴 橋詰　大慧
和歌山 ﾅｶｽｼﾞ ﾁﾋﾛ ﾐｽﾞｺｼ ﾘｸ ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ ﾔﾏﾈ ｺｳｷ ｻｶｸﾞﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾂﾂﾞｷ ﾕｳｷ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｲｾｲ

31 福田　悠一 北脇　秀人 岡本　直己 [F] 杉村　宗哉 山下　智也 田辺　恒大 二岡　康平
鳥　取 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｲﾁ ｷﾀﾜｷ ﾋﾃﾞﾄ ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ ｽｷﾞﾑﾗ ｿｳﾔ ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ ﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ ﾌﾀｵｶ ｺｳﾍｲ

32 多久和　能広 高見　真拓 松尾　修治 [F] 田部　雄作 黒木　みひろ 三浦　龍司 佐藤　孝哉
島　根 ﾀｸﾜ ﾖｼﾋﾛ ﾀｶﾐ ﾏﾋﾛ ﾏﾂｵ ｼｭｳｼﾞ ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｻｸ ｸﾛｷ ﾐﾋﾛ ﾐｳﾗ ﾘｭｳｼﾞ ｻﾄｳ ﾀｶﾔ

33 前田　舜平 宍戸　来嘉 小山　大介 [F] 中谷　貴弘 中島　怜利 梶原　大聖 馬場　翔大
岡　山 ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ｼｼﾄﾞ ﾗｲｶ ｺﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ ﾅｶﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ ﾅｶｼﾏ ﾚｲﾘ ｶｼﾞﾜﾗ ﾀｲｾｲ ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾀ

34 中島　大就 前垣内　皓大 北　魁道 植村　拓未 田　圭太 梶山　林太郎 工藤　有生
広　島 ﾅｶｼﾏ ﾀｲｼﾞｭ ﾏｴｶﾞｲﾁ ｺｳﾀ ｷﾀ ｶｲﾄﾞｳ ｳｴﾑﾗ ﾀｸﾐ ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾀ ｶｼﾞﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ ｸﾄﾞｳ ﾅｵｷ

35 中村　駆 中村　優吾 藤本　拓 [F] 福本　真大 野田　一輝 長岡　京汰 田村　和希
山　口 ﾅｶﾑﾗ ｶｹﾙ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺﾞ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｸ ﾌｸﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｷ ﾅｶﾞｵｶ ｷｮｳﾀ ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ

36 冨原　拓 井下　大誌 秋本　優紀 [F] 増田　空 向井　悠介 木山　達哉 多喜端　夕貴
香　川 ﾄﾐﾊﾗ ﾀｸ ｲﾉｼﾀ ﾀｲｼ ｱｷﾓﾄ ﾕｳｷ ﾏｽﾀﾞ ｿﾗ ﾑｶｲ ﾕｳｽｹ ｷﾔﾏ ﾀﾂﾔ ﾀｷﾊﾞﾀ ﾕｳｷ

37 岩佐　壱誠 生田　琉海 西山　容平 大竹　夏月 三馬　啓人 宮本　大生 上村　和生
徳　島 ｲﾜｻ ｲｯｾｲ ｲｸﾀ ﾙｶ ﾆｼﾔﾏ ﾖｳﾍｲ ｵｵﾀｹ ｶﾂﾞｷ ｻﾝﾏ ﾋﾛﾄ ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｷ ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞｷ

38 佐藤　博朗 千守　倫央 林　竜之介 飯尾　亮平 杉本　康平 曽波　祐我 鈴木　健吾
愛　媛 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ ﾁﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾉｽｹ ｲｲｵ ﾘｮｳﾍｲ ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳﾍｲ ｿﾅﾐ ﾕｳｶﾞ ｽｽﾞｷ ｹﾝｺﾞ

39 千屋　直輝 田井野　悠介 松本　稜 [F] 中西　唯斗 池田　亜久里 田井野　啓介 中平　英志
高　知 ﾁﾔ ﾅｵｷ ﾀｲﾉ ﾕｳｽｹ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ ﾅｶﾆｼ ﾕｲﾄ ｲｹﾀﾞ ｱｸﾞﾘ ﾀｲﾉ ｹｲｽｹ ﾅｶﾋﾗ ｴｲｼﾞ

40 鬼塚　翔太 下迫田　衛 高井　和治 米満　怜 舟津　彰馬 島﨑　昇汰 吉元　真司
福　岡 ｵﾆﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ ｼﾓｻｺﾀﾞ ﾏﾓﾙ ﾀｶｲ ｶｽﾞﾊﾙ ﾖﾈﾐﾂ ﾚﾝ ﾌﾅﾂ ｼｮｳﾏ ｼﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ ﾖｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

41 宗　直輝 久保　亮太 光延　誠 西野　匠哉 大坪　桂一郎 山﨑　諒介 古賀　淳紫 [F]
佐　賀 ｿｳ ﾅｵｷ ｸﾎﾞ ﾘｮｳﾀ ﾐﾂﾉﾌﾞ ﾏｺﾄ ﾆｼﾉ ｼｮｳﾔ ｵｵﾂﾎﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ ﾔﾏｻｷ ﾘｮｳｽｹ ｺｶﾞ ｷﾖｼ

42 嵜本　浩士 林田　洋翔 馬場　圭太 [F] 香月　翔太 金丸　逸樹 山田　大成 井上　大仁
長　崎 ｻｷﾓﾄ ﾋﾛｼ ﾊﾔｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ ﾊﾞﾊﾞ ｹｲﾀ ｶﾂｷ ｼｮｳﾀ ｶﾅﾏﾙ ｲﾂｷ ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｾｲ ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾄ

43 中川　翔太 奥村　辰徳 久保田　和真 赤﨑　暁 西田　壮志 井川　龍人 久保田　大貴 [F]
熊　本 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ ｵｸﾑﾗ ﾀﾂﾉﾘ ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾏ ｱｶｻｷ ｱｷﾗ ﾆｼﾀﾞ ﾀｹｼ ｲｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ ｸﾎﾞﾀ ﾀﾞｲｷ

44 竹石　尚人 工藤　郁也 油布　郁人 [F] 小野　知大 伊東　颯汰 安部　雅治 大塚　祥平
大　分 ﾀｹｲｼ ﾅｵﾄ ｸﾄﾞｳ ｲｸﾔ ﾕﾌ ｲｸﾄ ｵﾉ ﾁﾋﾛ ｲﾄｳ ｿｳﾀ ｱﾍﾞ ﾏｻﾊﾙ ｵｵﾂｶ ｼｮｳﾍｲ

45 山村　凱斗 佐藤　航希 市田　孝 吉村　晃世 今西　駿介 山口　大智 廣末　香 [F]
宮　崎 ﾔﾏﾑﾗ ｶｲﾄ ｻﾄｳ ｺｳｷ ｲﾁﾀﾞ ﾀｶｼ ﾖｼﾑﾗ ｺｳｾｲ ｲﾏﾆｼ ｼｭﾝｽｹ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾁ ﾋﾛｽｴ ｶｵﾙ

46 南　俊希 加藤　大誠 大六野　秀畝 [F] 安藤　主税 川口　竜也 川上　拓真 中村　高洋
鹿児島 ﾐﾅﾐ ﾄｼｷ ｶﾄｳ ﾀｲｾｲ ﾀﾞｲﾛｸﾉ ｼｭｳﾎ ｱﾝﾄﾞｳ ﾁｶﾗ ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾏ ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ

47 兼次　祐希 大島　卓也 関口　海月 島袋　太佑 大城　義己 友利　怜央 新垣　魁都
沖　縄 ｶﾈｼ ﾕｳｷ ｵｵｼﾏ ﾀｸﾔ ｾｷｸﾞﾁ ﾐﾂﾞｷ ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾀｲﾕｳ ｵｵｼﾛ ﾖｼｷ ﾄﾓﾘ ﾚｵ ｱﾗｶｷ ｶｲﾄ


