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天皇盃第21回全国男子駅伝工ントリーデ}タ

・天皇盃第21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

一般登録者数 69名・学連塗録者数 72名{昨年 69名・ 72名)

都道府県 順 予想 フ島，'1 名 前 フ!万ナ 動蕩 ・所脱 フ!ガナ 主な記録 主な大会成績
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l欠B コウ l'コウ
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欠g l介 キ |ウZ守 ー高

l回 E区 t回:iIi i位
:回 ，2区 1真 U北中 tン zウ
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天皇盃第21回全国男子駅伝エントリーデータ

No 都遭府県 '置 予想 7~tl 名 前 フ 1:ガナ 勤務所属 7')ガナ 主T.I.記録 主な夫会成績

議護基評璽軒二
7 lFl 何? )t日 |清重品ラルー‘ ト: 伽1 l6 
~3 暗主 Fリ |立物涜 t'子'ヲリ2ウ 伽1 56 
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キ hト h"~ 1守H 'フ由シワコワ l6 
~4 コ' h守 守イ， 17~シワコウ

ゎ'1'- fヘ4 È~シュ1 イマヲ コウ

~B 羽1 ，、ニュウ 高校駅伝1区 2位
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10 西l こシゲ コ本q

寵謹韓轄設建立亡議こ龍こ生工議罷益

7区 [Fl 置木 t次郎 ーィ~f ロウ 旭化成 7号凶 陥n
3区 3薦 tj R東日本 1-j，tj(シ二本ン 陥n

k郎 9ロウ

襲事
ワセ イ 防m

tt 1Jウ
Fヰ I~~' ヤマコウ

fコq

1欠| ウ ロA I?n'マコ?，6 R郎防 l? ーロゥ 時1
~2 fトリ4 ，馴

i欠 l ハマニシ i~争 '''1 ユウ ，刷

3 IIF111. ;弘 bf <'Itロ R.日本 1-"t:fシ二本ン 伽1 日本選手権時仙n3位 33位
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。欠i 石 昂 ヒ?7キ
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橘; [一 ンモト ユ守イチ イ:J? 高校駅伝1区 33位
~5 介 コゥ，，4 'シ キラ
i欠B .我 HJ ，~ 1シヨ守リヨウコウ

IfJl 12区 i斗 .キ fl? 
量JI ~ 63 i之介 円'市シ~/;坊 日野南中 iチュウ 1:41 
~JI E欠C 司回 E太 ff 主主~， 大津中 |材 五ウ :41 
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12区 ヲ予持ヤ |イ曹?手ユ 1:4j 全中駅伝1区 7位
16区 im キヲ 9ィlf |子守十〉予1ウ 1:41 
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10∞伽1
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15 L太 シン'
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i欠B
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[2区 l飽 俊吾 13J シaシコ' U王中 !ウチュ1 59 
16区 本 大紀 |キシ tDIリ 分水中 'ンM予1ウ 60 
自欠 1部 頁真 11へ yウマ 玉泉北中 'tンキ9チュウ 74 

IlF2l 野 E吾 ~{ 

車干
ルーJ' 陥n 19位

131 沢 :大 寸り羽，.~ 励n

韓議蒜言語
i欠 日 二速 IU' fl咋 陶n 1:日 15位

iiI. ハヤ

141 レン コワ

151 '}3?' !コq

i欠B |マヲ J? 
12区 崎 |守"I't.キ智キ| 1リョ
16区 円予?とE E霊中
『欠C 内 |ミヤ7手トキ 日リ 'l?
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No 都道府県 E贋 予想 7材| 名 前 フリガナ 勤務所属 フ lガナ 主な記録 主 大会成績

，3区 村智l コウ].7 YKK ワイドイーィ 命n

護聾霊鐸童f年tt示ff二ま二まごで盤ご
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，5 ユ守ヘ， l高

，4 トショウ9 l高
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白印伽調n 

2位
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A E矢 コンJリョ引 'イ
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b γ~> 
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l欠 '寺 I'Tう1¥1 1扇 コウ
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No 都道府県 自由 予想 JJ;ザト 名 前 フ!ガナ 勤務所属 フリガナ 主 t記録 主な犬会成績

~7 1 rFl 裕貴 rl!ヮュウキ ト !自動車九州 |トヨw ウシャキ1ウシュウ 貰踊 5位

~~ 亮置 ニシ引 腕 . ~ Jm 

i欠 l 怒 理E 'イ Jm 

高高校校総総林体1155KK蜘蜘1316位位 回休A5∞伽 2沼位一輝 }ムヲ bi 'キ 文 大高 こH-~J? Jm 

.5 ~， 文 l大高 ニ刊.~コウ、'J' ?セイ 厳 フコ1

:日 圭: ーイ 中J "ウキョウコウ 36位
t区 幡2 ;~守 八百 t中 けヲhウ

U~ 硲: hヨュq 竹原 防ハラ手1ウ
。ワ J~' 'W< 十宣明子，~ 1:0 

川区 1 [Fl 同町ワ 、島 ‘一.ネツヲ ト工事分 助n 日位全実50蜘 120位同1:万m 19位 主 喪 駅 恒f邑 19位
'区 h刊 E協 リヲキヨウ 防n

'3ウ"~ 陥n
I高 ヒb' ~コウ

E郎 問。 I高 .ショウ

[O'II シコワ
陰園高 'コ。 1位置校駅伝区 28位

E邸 コイシ 'D? 
~2 こシゲ lユム 95 Jr利〉ピヲヲB15()(}JnJ2位
~6 !田 t太 イゲ ンコ Fュウ 1:06 66 1位

7 IW111- 番 fY:キ ソ "宇院文 門書' 例ンr~ om 
41k位2位大・2学向ニJ駅1V万伝-Amー2フg132位位10位ζ日11'本1学芳m生t1内-27位優勝出雲出駅雲伝駅1伝区65区位2位大学文駅掌伝駅1伝区1区10位2位箱根箱根7区E12位 3位

.3 干 ' ト t大 'イ 伽
E護f迎盛霊卿l欠 uケ E産文 1トす>，.~ 伽1

電 す手 リヨウヘイ I直 高校選鐘万聞 5位
.4 一 1~' ~ Pコヲ 位

i5 ーイ li1i E駅伝4区
i欠B I回 I高 トンコ 00 叩位 9位
.2区 nr モロ L中 片手1ウ ()(] 56 
市区 は田 祖輝 ヤ守i 幻.キ |書ヲラチュ .00 54 
E欠 il世1 島紀 ヨ討 対キ E中 Ib" ラチュウ .00 04 全中駅伝lli?>26位

重重量孟
l欠 暴4 r9マ ヤ~tl N |本 10.()(沿n

v肉 圭樹 ヨシキ N |本 10創沿n
.3 l?キ

重量
自並om

ーイチ I本q fコウ

.4 ‘モヤ .?ィ

i5 :1甥 WD? 
i欠B t史 fフミ 休ヲヨウコウ 33位
.2区 ~~ l? 
B欠C E也 コシ'マシンヤ 茨木西中 時二シチ，? :0: 
.6区 田 t汰 ウH'1ゥー 三畠中 I ，~二千zウ

j一一日2HZ瓜…"刷書箱畑町2E3O町田位一，臨e皿ERE凶将値一時一軍億目M2tmRz因a曲醐尋m目・情M一m一闇M佳11品値軍町院画抽面目J志習田似志 率経眼伝11&幽2盆8銀位信日Ii?>I位 大相銀短11&4健

i3 1 (F 1太 |シン ョウ γョワ9 Honda l市〉 陥n
:佑 |持 r~7 画蕩4 コ守 4 眠Jm

i欠 t希 ユワ

警F
!刊bH 助n

il t一朗 hワ }イ手ロウ 1J.'l' Eシ:
i5 1'1': こシワキ:1コワ
.4 tイヤ E園高 |約 ト'10エンコウ
i欠B ヨウ ー圏直 I ~マ Eンコウ 12位
i2区 |フグモト 1マキ 1')ヨけ〉千三守 78 |全中駅伝6区 2位
.6区 E郎 |キシ計わ知ウ ItうJ子ユウ 4! 
E欠 こシワ I ~J: .ワヤマテ干d 3・5:

i31 1 (F2] ;明 守1¥& P央発 信 b~ ヨワ 蜘R |全実作J58位 全 実5倒陥s58位 25位
附'ワ 'キラ 関西: lン智a 陶t 21位

i欠 fゴソ ‘ -、. rtヤT イ 助n
i実 "ミ |高校駅伝1区 45位

i51 ー介 " J?~~ ぬ位

i41 [大 シゲヒロ 36位
i欠S 晃i コウキ 32包
i2区 本 !也 Jモト tィヤ E中 lシハラ1 )()(] :42.α 
.6区 坂 ザ方シzン 香芝束中 ルハ. 'ヤ守均 :59.21 |全中駅伝1区 29位
E欠C 津一帆 IJナヲ書r本 白鳳中 h予約手 。02.61
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H。l都道府県 目匝 予懇 川| 名 前 フ 1:ガナ 勤 務 所属 フ l'ガナ 主な記録 主な大会成績

曜長 工全日J実本V選叡50<伝手沿4権n区6位15崎1・8周位16万位m9伎全実1日5蜘本選S手位権・3両航以蜘蜘ISC1優2勝2位・間 万m12位 地

V箆 [F5 一 ナ方Aうユウグ 1~チセイコウ .自伽 50 
~3区 白記 ヲ'I'キtロIリ ll)t1 ヲイン， ooo!官 文学駅伝1区13位 箱 根 駅 伝1区E位
i欠A Ifl l末 TヲユM tイチ?'lr-j .日伽

~5 区 i平 物チシù，' ~

襲五
iコq 側

i4区 7リ守ヴ ョウ イ;.tJI ω 
11& -尋 十1JAゲ ftD 1イ〉コl 励n

illO O o 
トー 関I第第忽26艮箆g 

1希 何事コウ !ヤマキ コワ 陥n 高校駅伝1区 58位

「言一
，}..コ~ 'J~ !ミ干ュl 取n 03 全中駅伝1区 28依

「文 Zヨシ 湯川中 !ワ手ユl 陥n 1:05 
101禰欠 l貴 'i'rキ持 上芳養中 :1咋チュウ 陥n 05 

箱全箱根実栂駅5駅α伝伝陥91r1区区3922位0位位4 

31 t区 [Fl 岡 己 オ書聖 『キ 置カ チzウコ.世l'~1)3? 伽 12包男

平 ?ゲイ 伽 ー。
実 1~ イ 。n

園 霊童
t彊 高 ，ョウイ〉コq

I高 ヒ2ショウ 21位
Aう

i欠l ンコ.量イ t北高 1 ョウ約コウ 1位 50位
i2 Fワキ t予 i中 1ミナミ子三ウ 全中8仙 n3位 ，同150伽12位 Jr初ンピヲ?A30蜘 13位 全 中 駅 伝3区 I位
i欠l 'j-~;r 可 E付中 'W~フチ功
[6区 !ナヘ・コウゲイ E付中 Ilb'イフチミウ

IlfZI 修 rn ?V' l竃 7予 ooom 
事 トウ U製牢院: ド泊 守インー ooom 
慎 w可 ンヘーイ f館文 叫彊，~，' ~ ∞伽3

L和 E広 Fワ tロ l高 !コウ
F ワ ~}.守 ;高 モコ lJ? 

i4 トイユ明。 .高 'モコ ロウ
i欠B ひろ 7ロキミt日 こ高 • tJ 1コウ
ヨ区 E拓 防ミマt目 I中 ト〉手1
i6区 i司 |ミウラワュゥγ

謹重量
|ハマゲ . ~子治

B欠C l鉛 島太 1)ナコシシュウー |持It仔スウ 16.99 

i欠 IlF :介 r'? ，イZ守 |予1ワテ 'コ型 110 JOm 婁邑航沿n53位同万m65位全実ハ)47位 16位，3 大 |材モトユげイ .スチール 11圃 h!:←'J， 取n 実作)79位 全実‘万m74位
1文 111'/1' ショウ9 均n 5位 1位 霜 栂 駅 伝B医 2位

重霊位

:5 t'flJ |ナ宣シマ イリ シキコ lm 2位 6位
:4 t弘 1対 '~tD シキコ

奪事
，1 h平 I.I; 1ンヘイ

書襲
シキコ

i欠B 拓

翠重人

|ウ~;? シキコ
i2区 量原 |方γヮラ 事イtイ 7千三ウ
!欠:C i戸 |沙ドライ方 |琴浦中 -ウラ千三ウ
，6区 l固 lヤマ，.;?ト l琴浦中 ‘ウラ子ュウ ∞伽 ‘03 

[F4] I坂 ?議 |ヨロイザ テヲヤ 主語tイ 耐n
:31 魁i |キ;11イ ウ lカ ウゴヲ予ンリョ9 耐n
l欠 IJII l'γ約 J?ヤ 【力 ウコ'?デンリョ。 耐n
i41 庁迫 |シン シキ

B島 |対 ，マ;~ 1 
E村 |ウエ ;? 
E回 |ヨシ ーイ

i2 8垣内 E大 l守Z. ~手コ守9 中 ，11う'チュウ

161 E山林:=邸 l約円リン9ロウ l坂 村hウ 加
1欠 f本 L湖 ワモト ニ手書 I ~民 f由子，? .01伽

韓基翠韓基塁塁草地

l欠A 本 :末 1¥1モトエイt

謹皇竺
マ'I'?t: 10， 町m .61 

7 [Fl 本 モト IWU~l' 。n
'" 3 村 日希 JAう方; fンf 日航加 :46.81 

村 1JAう B5 50位
4 本 ?モト じロ

uJ: 5 11) 19 
uJ: 欠B 3尽 ?モト 陸園高 t~Jウ 12 
uJ: 

忽E6E区豆E 
優1 hムラ fヨチュl 批判ンピヲM30伽 18位

lJJ: 駿3 1JAヲシzンコe ?ヨチュl
臼ロ 京i .材キョウ9 ヒ古 シ手zウ 全中訳伝1区 8位
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1 "0 |都道府県 目圃 予想 7""ト 名 前 フ!ガナ 勤務所属 フ 1ガナ 主な記録 主な大会成績

曜E
!区 [F 森111 開平 リ由ワ シヨウヘイ 10. 00m :54 全実5脱抑n63位

i3区 木山 雄生 杓ユウキ トウキョウrウ;' 10 。羽 1:5G
i欠A 事事趨 タ貴 キハt;ユウキ J'シ由ン .イ 10 。n

6 ミハ'1;~ ). 'mコウ ，副伽1 9位 23位 高 校 駅 伝1区 22位
?希 ウ毛ト νョーキ マ ?~)コワ 39位

1~;' 

轟主
31 i介 4イユワZ守 |小l

.誌 IMHシ |大2 t/J1 hウ 11& 6位
6 ?哉 rヤマ;~ヤ |大! t!J¥ 手ュウ
欠 E哉 rヤマ方ヲヤ |大l fハう子1ウ

i欠 函l "すヨウ吋 |大塚製薬 fイヤ? 伽1

護E察担器届逗官邑A見三L一重一酎置百E

i3 一 i1~ tロキ 11ヤヲ ()m 

7 上 凶う似.キ イ 伽

岩 I?tイヲセイ "ギゲュヴコウ
i5 りす 1ト "ギγl'Jウ
}区

:6 材 J hず事 .，シ守 "キ・γzヲコウ 高校駅伝4区 34'位
1区 4ヲI f，? Jr初比 '?1l15開n3位
3区 ミヤi fキ 1キマチh? 

{?' v キ
マチ" 全中駅伝1区 23位

，3区 将1 Mショウコ. U梨学院大 ウnインゲ ()m 18位
7区 白木 .キ ヤ〉コ' l大 ワ"イ 伽

j買埜盟運L竺ー杢竺空
E欠A 竃 ハヤシ 1ウ I~" i;・4 愉n 6位

イイ ヨウヘイ l高 旬、守ヨウ

必キ

至上 I?~- ~ 守t YJ? 
It~ :lワ 'イ "ハマ:

ユウ宣 j中 !ハマニシh守
111':ラ ~l I中 Eミナi手ュウ

10 B央 Fモリ何回 勝山中 1ヤマチ" 1:0 

第 3区 I [F3l 止本 7モト 1)ョウ トヨ事 1動車 |トヨ9γ ウシ智 蜘 1 i全実tトJ52位
F区 同平 E怠 hヒラ Zイグ !古す7 '{ 沿n l箱担駅伝7区 8位

1中 人 ナオト |方ナ ， { 

語
モトキヨq 直l o4位
すオキ |国体的自助n29位 58位

ユイ コワ
補欠 1?リ コ守

I知 8 第 2区 1ウZ |由主 ∞E :4 31位全中駅伝1区 3伎
l知 9 第 6区 ザイi I~jf ミ1 lぽ)(J :5 |全中駅伝2区 16位
l知 補欠 ~Aう 7ミ |方fミi .000 :0: |全中駅伝6区 7位

轟轟
11& 手目 I ;~ 由~'ハル

譲二
， )コウ 励n 12位

ド原 7ユム 川マ 。n

51全∞万伽m実駅91伎伝3位1国区国体2体共1位A通508∞∞mm35位位 高校叡伝1区 4位
~:":J ー~守 剛n

1・yョ?，

Y3?1 IJt;l$リコウ

t士 ~{シ t文付五寓 ーィ: コ守

l図 衛 コ9 マモル i中 ~h? 
昇汰 シ'l"t'キショ" l中 I/1'4-hウ .4: 

広田 晃士郎 申)l コウシロウ 中 泊予手ユウ

1欠A 上 E太朗 I1ウ 守)，ロウ |駒津大 l'l"t'ワゲイ 。Om
延 Tコト |早稲田大 1セ"f-1 ()m 

議聾
4位 緬 砲 駅 伝j区 14位

本 太 f9 

車
， "イ ぽ焔n

坪 一郎 ケイイ予ロワ yコウ 18包 38位
直 卜胃ヰ

欠 ~，. Hto コウ 14位
2 r;チュウ

i6 ナ書 '予zウ
i欠 rnキ ，~守 佐賀城東中 ョワトウ子1ウ
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日日本本選選手手権権11万万mm351ω5位位位 旦・全悶割S実U週1陥万凶11m型341幽4位位__1&全位全実実5」明駅大伽伝学14駅1区伝6位31位区全7位実作籍7 121立
F区 [F3 p場 ーィ9 IHonda 本ンゲ 10， 。，

i3区 上 tロト IPS長崎 IbIイ手ピ ーI~ナf ザキ 10 命n
自欠A '予 tDlf 大 ' ~' { 。鳳 20位

ュウ tヤコウ
4 γョ tコワ 高校駅伝1区 44位
欠 ltコウ
5 'b ‘コウ 28位 国 体A5∞伽122位
6 大R ーィ 11千三事
欠 育 M ミ E都中 ヲシマ1!{J'チュウ
.2区 本田洋綴 ハヤ ロト [中 号。うずハラ手ュウ 金申1ω伽14.包，悶300伽13位

襲 車慢悪轟露醤品塑云盟長査示酷二岨 1位

IFl lEII :X量 ，*' ， サイキ 切'~f 防m
13 i田和真 ?草'1J}'''i' 何百 陥n 1位 箱 根 駅 伝1区 1位
l欠 門的 Ylコ 司百 栂m

i太 l?' I~J. I {ンコ 7位
.4 1太 ショウ9 1シl' fンコ
i欠B ウz l守b !シ'1' {ンコ
.5区 E回 t志 ニシ l竹 1シl' {ンコ
同区 ~JII [人 ? 三守ト }手ユ1

.2区 1利 t僅 t?Aラ 1/') I;l.:'l' It予1? :41 
EヲE P村 L路 ムラ 中 ーチュウ 防伽1 1:5: 

4' 川区 I [F 担布 l人 f?I ご通 |フγヲウ om 

範 一4' 7区 :塚 1平 材ヲ I?'イ E大 4 伽1
4< 自欠A t本 fシゲイ 伽，5区

'j~ 4高 J? 国偉A5脱政n2邑位 高校駅伝llK39位
II コウ

チヒE ぬ位 7γ7ユ四A3瓜lOm2位
ヲヤ

!大: マ1Iゆ 宮中
!大A l~ tヶ丘中 iドリf才章子三ウ ，関

i3区 I [F E也 IH'予 H。 d a |事〉
蜘剛伽71K 手r 旭化j 11ftbtイ

t欠A I [F21 自動車九州 |ト紗γ 'ウνャキ1ウシzウ 3位
i 1 IJJ' I高高高校校校駅総駅伝体伝541ω区区伽11167位位15位I}，ヶ 13位 6位

J?t{ 
lコ"

守引 !大高 lミ守 イコウ
コウキ 台す

?ゲイチ コハ 持三 4! 
IJ?トb'~ウシ Eヶ E中 ?守b'同チ1ウ |全中駅伝1区 47位

日韓
I欠A E回 "bゲコウ 早稲回大 ワtn・4 10 |日本イ〉古川万m23位鑑掃田保?原 7位

1区 [Fl 穴野 畝 I~I シュウ事

襲
t悦 10 

I全書国日;実枝体本A選5畝邸50手伝沿∞権1T1m区3122万4位7m位1位14位 同50似lm6位 全実 万m10包
目位

村 ，; ItD ワtヨ ， 

判 Itイ
俊 トソe コウ

lコウ

聾
43位

9イ‘ fl守 ，01 全中駅伝1区 11位
可 t中 flウ ，01 

7リi ユウZ H中 1ロ河zウ ，01 

.3区 fID U1s It; 守)ilM |日 本体育大 二.， "{イ~，.イ 伽1
F区 方4 |中伺 チ1ウオl

， { om 
'手 .キ I~j i文 ， { 。n

|名

直夜駅伝1区 42位
:11¥ 台ナワ Iコq

?t Hl? 20位
ミ，司 トマ?チュウ
i レ3 ;中 Vコキ狩1ウ
リヨ?コ' t中 W}，ヲチュウ


