
天皇盃　第２２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２９年１月２２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 金橋　佳佑 多田　奏太 菊地　賢人 [F] 石田　光輝 坂井　大我 村上　太一 柴田　拓真
北海道 ｶﾅﾊｼ ｹｲｽｹ ﾀﾀﾞ ｶﾅﾀ ｷｸﾁ ﾏｻﾄ ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ ｻｶｲ ﾀｲｶﾞ ﾑﾗｶﾐ ﾀｲﾁ ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾏ

2 田澤　廉 田高　永輝 其田　健也 [F] 市澤　長太 小袖　英人 敦賀　優雅 堀合　大輔
青　森 ﾀｻﾞﾜ ﾚﾝ ﾀﾀﾞｶ ｴｲｷ ｿﾉﾀ ｹﾝﾔ ｲﾁｻﾜ ﾁｮｳﾀ ｺｿﾃﾞ ﾋﾃﾞﾄ ﾂﾙｶﾞ ﾕｳｶﾞ ﾎﾘｱｲ ﾀﾞｲｽｹ

3 浅井　崚雅 佐々木　塁 高橋　尚弥 [F] 柿木　郁人 小原　拓未 十文字　優一 永戸　聖
岩　手 ｱｻｲ ﾘｮｳｶﾞ ｻｻｷ ﾙｲ ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ ｶｷｷ ｲｸﾄ ｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞ ﾕｳｲﾁ ﾅｶﾞﾄ ｼｮｳ

4 小野　友生 小原　響 鈴木　大貴 竹林　宏斗 星　岳 佐藤　良祐 三浦　洋希 [F]
宮　城 ｵﾉ ﾕｳｷ ｵﾊﾞﾗ ﾋﾋﾞｷ ｽｽﾞｷ ﾋﾛｷ ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ ﾎｼ ｶﾞｸ ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ ﾐｳﾗ ﾋﾛｷ

5 髙橋　響 高橋　銀河 田口　大貴 [F] 佐藤　慎太郎 齋藤　椋 嘉成　駿 松尾　淳之介
秋　田 ﾀｶﾊｼ ﾋﾋﾞｷ ﾀｶﾊｼ ｷﾞﾝｶﾞ ﾀｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ ｶﾅﾘ ｼｭﾝ ﾏﾂｵ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ

6 荒生　実慧 志貴　勇斗 上手　慶 大澤　駿 吉田　梢 田澤　泉李 鈴木　駿
山　形 ｱﾗｵ ﾏｻﾄ ｼｷ ﾊﾔﾄ ｶﾐﾃ ｹｲ ｵｵｻﾜ ｼｭﾝ ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ ﾀｻﾞﾜ ｾﾝﾘ ｽｽﾞｷ ｼｭﾝ

7 遠藤　日向 吉田　陵雅 物江　雄利 芳賀　宏太郎 横田　俊吾 木村　有希 今井　正人 [F]
福　島 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｭｳｶﾞ ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ ﾓﾉｴ ｶﾂﾄｼ ﾊｶﾞ ｺｳﾀﾛｳ ﾖｺﾀ ｼｭﾝｺﾞ ｷﾑﾗ ﾕｳｷ ｲﾏｲ ﾏｻﾄ

8 湯原　慶吾 赤津　勇進 出口　和也 [F] 中島　哲平 片根　洋平 水谷　耀介 森田　歩希
茨　城 ﾕﾊﾗ ｹｲｺﾞ ｱｶﾂ ﾕｳｼﾝ ﾃﾞｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ ﾅｶｼﾞﾏ ﾃｯﾍﾟｲ ｶﾀﾈ ﾖｳﾍｲ ﾐｽﾞﾔ ﾖｳｽｹ ﾓﾘﾀ ﾎﾏﾚ

9 大森　龍之介 工藤　巧夢 石川　颯真 鶴貝　彪雅 吉川　洋次 松山　和希 横手　健 [F]
栃　木 ｵｵﾓﾘ ﾘｭｳﾉｽｹ ｸﾄﾞｳ ﾀｸﾑ ｲｼｶﾜ ｿｳﾏ ﾂﾙｶﾞｲ ﾋｮｳｶﾞ ﾖｼｶﾜ ﾋﾛﾂｸﾞ ﾏﾂﾔﾏ ｶｽﾞｷ ﾖｺﾃ ｹﾝ

10 西山　和弥 伊井　修司 戸田　雅稀 [F] 髙橋　光晃 千明　龍之佑 北村　光 塩尻　和也
群　馬 ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞﾔ ｲｲ ｼｭｳｼﾞ ﾄﾀﾞ ﾏｻｷ ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｱｷ ﾁｷﾞﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ ｷﾀﾑﾗ ﾋｶﾙ ｼｵｼﾞﾘ ｶｽﾞﾔ

11 橋本　龍 白鳥　哲汰 口町　亮 萩原　海 戸口　豪琉 伊東　大翔 設楽　悠太
埼　玉 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳ ｼﾗﾄﾘ ﾃｯﾀ ｸﾁﾏﾁ ﾘｮｳ ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｲ ﾄｸﾞﾁ ﾀｹﾙ ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ ｼﾀﾗ ﾕｳﾀ

12 鳥飼　悠生 松永　伶 浅岡　満憲 村上　純大 小島　海斗 佐藤　真優 潰滝　大記
千　葉 ﾄﾘｶｲ ﾕｳｷ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚｲ ｱｻｵｶ ﾐﾂﾉﾘ ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ ｵｼﾞﾏ ｶｲﾄ ｻﾄｳ ﾏﾋﾛ ﾂｴﾀｷ ﾋﾛﾉﾘ

13 菅原　伊織 安部　柚作 大隅　裕介 宍倉　健浩 武田　悠太郎 石塚　陽士 髙木　登志夫
東　京 ｽｶﾞﾜﾗ ｲｵﾘ ｱﾍﾞ ﾕｳｻｸ ｵｵｽﾐ ﾕｳｽｹ ｼｼｸﾗ ﾀｹﾋﾛ ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙﾄ ﾀｶｷ ﾄｼｵ

14 鎌田　航生 力石　暁 館澤　亨次 石鍋　颯一 加藤　直人 児玉　真輝 小町　昌矢
神奈川 ｶﾏﾀ ｺｳｷ ﾁｶﾗｲｼ ｻﾄﾙ ﾀﾃｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ ｲｼﾅﾍﾞ ｿｳｲﾁ ｶﾄｳ ﾅｵﾄ ｺﾀﾞﾏ ﾏｻｷ ｺﾏﾁ ﾏｻﾔ

15 飯島　圭吾 小林　拓登 上田　健太 穂坂　快晴 飯澤　千翔 橘田　翔 平賀　喜裕
山　梨 ｲｲｼﾞﾏ ｹｲｺﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ ｳｴﾀﾞ ｹﾝﾀ ﾎｻｶ ｶｲｾｲ ｲｲｻﾞﾜ ｶｽﾞﾄ ｷｯﾀ ｼｮｳ ﾋﾗｶﾞ ﾖｼﾋﾛ

16 横山　徹 丸山　真孝 服部　弾馬 [F] 布川　理稀雄 岸本　大紀 長橋　悠真 畔上　和弥
新　潟 ﾖｺﾔﾏ ﾃﾂ ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾀｶ ﾊｯﾄﾘ ﾊｽﾞﾏ ﾇﾉｶﾜ ﾘｷｵ ｷｼﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ ﾅｶﾞﾊｼ ﾕｳﾏ ｱｾﾞｶﾞﾐ ｶｽﾞﾔ

17 中谷　雄飛 石川　晃大 春日　千速 本間　敬大 名取　燎太 眞田　稜生 上野　裕一郎 [F]
長　野 ﾅｶﾔ ﾕｳﾋ ｲｼｶﾜ ｺｳﾀ ｶｽｶﾞ ﾁﾊﾔ ﾎﾝﾏ ｹｲﾀ ﾅﾄﾘ ﾘｮｳﾀ ｻﾅﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ ｳｴﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ

18 榎本　大倭 吉田　詠司 後沢　広大 花崎　悠紀 岡里　彰大 藤田　健人 末上　哲平
富　山 ｴﾉﾓﾄ ﾔﾏﾄ ﾖｼﾀﾞ ｴｲｼﾞ ｺﾞｻﾞﾜ ｺｵﾀﾞｲ ﾊﾅｻｷ ﾕｳｷ ｵｶｻﾞﾄ ｼｮｳﾀ ﾌｼﾞﾀ ｹﾝﾄ ｽｴｶﾞﾐ ﾃｯﾍﾟｲ

19 田中　龍誠 増田　海輝 山本　憲二 [F] 三浦　創太 中西　唯翔 赤坂　優人 山本　修二
石　川 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ ﾏｽﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ ﾐｳﾗ ｿｳﾀ ﾅｶﾆｼ ﾕｲﾄ ｱｶｻｶ ﾕｳﾄ ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ

20 川口　慧 山本　雷我 山田　直弘 [F] 橋向　天 村上　勇次 島田　淳志 石橋　安孝
福　井 ｶﾜｸﾞﾁ ｹｲ ﾔﾏﾓﾄ ﾗｲｶﾞ ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ ﾊｼﾑｺ ﾀｶｼ ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｼﾞ ｼﾏﾀﾞ ｱﾂｼ ｲｼﾊﾞｼ ﾔｽﾀｶ

21 池田　耀平 鈴木　芽吹 梶原　有高 [F] 眞田　翼 小野寺　悠 柳原　勇志 下田　裕太
静　岡 ｲｹﾀﾞ ﾖｳﾍｲ ｽｽﾞｷ ﾒﾌﾞｷ ｶｼﾞﾜﾗ ｱﾘﾀｶ ｻﾅﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾙｶ ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾕｳｼﾞ ｼﾓﾀﾞ ﾕｳﾀ

22 蝦夷森　章太 服部　凱杏 山口　浩勢 関口　雄大 梶川　由稀 馬場　勇一郎 神野　大地 [F]
愛　知 ｴｿﾞﾓﾘ ｼｮｳﾀ ﾊｯﾄﾘ ｶｲｼﾝ ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｾｲ ｾｷｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ ｶｼﾞｶﾜ ﾖｼｷ ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ ｶﾐﾉ ﾀﾞｲﾁ

23 塩澤　稀夕 大塚　陸渡 山下　洸 田辺　佑典 市川　唯人 山中　秀真 西山　雄介
三　重 ｼｵｻﾞﾜ ｷｾｷ ｵｵﾂｶ ﾘｸﾄ ﾔﾏｼﾀ ﾐﾅﾄ ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ ｲﾁｶﾜ ﾕｲﾄ ﾔﾏﾅｶ ｼｭｳﾏ ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ

24 安田　響 岩島　共汰 中西　亮貴 沼田　大輝 殿地　琢朗 熊﨑　貴哉 大池　達也 [F]
岐　阜 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ ｲﾜｼﾏ ｷｮｳﾀ ﾅｶﾆｼ ﾘｷ ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲｷ ﾄﾞﾝﾁﾞ ﾀｸﾛｳ ｸﾏｻﾞｷ ﾀｶﾔ ｵｵｲｹ ﾀﾂﾔ

25 千葉　直輝 安原　太陽 川崎　友輝 [F] 川崎　新太郎 矢野　直幹 居田　優太 木村　優志
滋　賀 ﾁﾊﾞ ﾅｵｷ ﾔｽﾊﾗ ﾀｲﾖｳ ｶﾜｻｷ ﾕｳｷ ｶﾜｻｷ ｼﾝﾀﾛｳ ﾔﾉ ﾅｵｷ ｲﾀﾞ ﾕｳﾀ ｷﾑﾗ ﾏｻｼ

26 清水　颯大 諸冨　湧 川端　千都 渕田　拓臣 吉田　匠 荒堀　太一郎 一色　恭志 [F]
京　都 ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀﾞｲ ﾓﾛﾄﾐ ﾜｸ ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾄ ﾌﾁﾀﾞ ﾀｸﾐ ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ ｱﾗﾎﾘ ﾀｲﾁﾛｳ ｲｯｼｷ ﾀﾀﾞｼ

27 小林　歩 田中　駿祐 山中　秀仁 [F] 北﨑　拓矢 中村　雅史 藤川　雅之 高砂　大地
大　阪 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ ﾔﾏﾅｶ ﾋﾃﾞﾄ ｷﾀｻｷ ﾀｸﾔ ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾌﾐ ﾌｼﾞｶﾜ ﾏｻﾕｷ ﾀｶｻｺﾞ ﾀﾞｲﾁ

28 加藤　淳 川端　拳史 藤井　啓介 [F] 岩見　秀哉 酒井　耀史 谷本　星輝 伊藤　和麻
兵　庫 ｶﾄｳ ｱﾂｼ ｶﾜﾊﾞﾀ ｹﾝｼ ﾌｼﾞｲ ｹｲｽｹ ｲﾜﾐ ｼｭｳﾔ ｻｶｲ ﾖｳｼﾞ ﾀﾆﾓﾄ ｾｲｷ ｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ

29 浦田　昂生 瓦口　天斗 浜田　泰輔 舩津　一帆 乗松　完冴 西中　新 小島　大明 [F]
奈　良 ｳﾗﾀ ｺｳｾｲ ｶﾜﾗｸﾞﾁ ﾀｶﾄ ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲｽｹ ﾌﾅﾂ ｶｽﾞﾎ ﾉﾘﾏﾂ ｶﾝｺﾞ ﾆｼﾅｶ ｼﾝ ｺｼﾞﾏ ﾊﾙｱｷ

30 野村　優作 家吉　新大 橋詰　大慧 沖見　史哉 山根　昂希 井澗　翔太 中村　悠二 [F]
和歌山 ﾉﾑﾗ ﾕｳｻｸ ｲｴﾖｼ ｱﾗﾀ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｲｾｲ ｵｷﾐ ﾌﾐﾔ ﾔﾏﾈ ｺｳｷ ｲﾀﾆ ｼｮｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞ

31 福田　悠一 田辺　恒大 山﨑　亮平 [F] 杉村　宗哉 大森　太楽 大呂　恵雨 足羽　純実
鳥　取 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｲﾁ ﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ ﾔﾏｻｷ ﾘｮｳﾍｲ ｽｷﾞﾑﾗ ｿｳﾔ ｵｵﾓﾘ ﾀｲﾗ ｵｵﾛ ｹｲｳ ｱｼﾜ ｱﾂﾐ

32 多久和　能広 三浦　龍司 佐藤　孝哉 黒木　みひろ 槇原　洸槻 大皷　力斗 松尾　修治 [F]
島　根 ﾀｸﾜ ﾖｼﾋﾛ ﾐｳﾗ ﾘｭｳｼﾞ ｻﾄｳ ﾀｶﾔ ｸﾛｷ ﾐﾋﾛ ﾏｷﾊﾗ ｺｳｷ ﾀｲｺ ﾘｷﾄ ﾏﾂｵ ｼｭｳｼﾞ

33 前田　舜平 丸岡　陸哉 岡本　雄大 若林　大輝 畝　拓夢 山下　空良 小山　大介 [F]
岡　山 ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾏﾙｵｶ ﾘｸﾔ ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ ｳﾈ ﾀｸﾑ ﾔﾏｼﾀ ｿﾗ ｺﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ

34 田　圭太 植野　泰生 圓井　彰彦 前垣内　皓大 梶山　林太郎 細迫　海気 鎧坂　哲哉 [F]
広　島 ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾀ ｳｴﾉ ﾀｲｷ ﾂﾑﾗｲ ｱｷﾋｺ ﾏｴｶﾞｲﾁ ｺｳﾀ ｶｼﾞﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾎｿｻｺ ｶｲｷ ﾖﾛｲｻﾞｶ ﾃﾂﾔ

35 田村　友佑 田村　友伸 田村　和希 中村　優吾 稲田　光希 菖蒲　敦司 末次　慶太
山　口 ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾉﾌﾞ ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺﾞ ｲﾅﾀﾞ ｺｳｷ ｼｮｳﾌﾞ ｱﾂｼ ｽｴﾂｸﾞ ｹｲﾀ

36 向井　悠介 大石　朝陽 合田　佳功 [F] 真砂　春希 増田　空 石井　滉人 冨原　拓
香　川 ﾑｶｲ ﾕｳｽｹ ｵｵｲｼ ｱｻﾋ ｺﾞｳﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ ﾏｻｺﾞ ﾊﾙｷ ﾏｽﾀﾞ ｿﾗ ｲｼｲ ﾋﾛﾄ ﾄﾐﾊﾗ ﾀｸ

37 橋本　尚斗 生田　琉海 國行　麗生 志摩　銀河 大倉　秀太 仁木　蒼一郎 上村　和生
徳　島 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾄ ｲｸﾀ ﾙｶ ｸﾆﾕｷ ﾚｵ ｼﾏ ｷﾞﾝｶﾞ ｵｵｸﾗ ｼｭｳﾀ ﾆｷ ｿｳｲﾁﾛｳ ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞｷ

38 飯尾　亮平 羽藤　隆成 鈴木　洋平 千守　倫央 清家　陸 眞鍋　聖良 鈴木　健吾
愛　媛 ｲｲｵ ﾘｮｳﾍｲ ﾊﾄｳ ﾘｭｳｾｲ ｽｽﾞｷ ﾖｳﾍｲ ﾁﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ ｾｲｹ ﾘｸ ﾏﾅﾍﾞ ｾｲﾗ ｽｽﾞｷ ｹﾝｺﾞ

39 池田　亜久里 川崎　皓太 濵口　隆幸 [F] 千屋　直輝 三谷　康一郎 畠中　八起 棚橋　建太
高　知 ｲｹﾀﾞ ｱｸﾞﾘ ｶﾜｻｷ ｺｳﾀ ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ ﾁﾔ ﾅｵｷ ﾐﾀﾆ ｺｳｲﾁﾛｳ ﾊﾀｹﾅｶ ﾊﾂｷ ﾀﾅﾊｼ ｹﾝﾄ

40 岩室　天輝 石田　洸介 鬼塚　翔太 森川　弘康 竹元　亮太 杉　彩文海 押川　裕貴
福　岡 ｲﾜﾑﾛ ﾀｶｷ ｲｼﾀﾞ ｺｳｽｹ ｵﾆﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ ﾓﾘｶﾜ ﾋﾛﾔｽ ﾀｹﾓﾄ ﾘｮｳﾀ ｽｷﾞ ｻﾌﾐ ｵｼｶﾜ ﾕｳｷ

41 井手　孝一 園田　勢 光延　誠 西久保　遼 平　駿介 野下　稜平 古賀　淳紫 [F]
佐　賀 ｲﾃﾞ ｺｳｲﾁ ｿﾉﾀﾞ ｾｲ ﾐﾂﾉﾌﾞ ﾏｺﾄ ﾆｼｸﾎﾞ ﾘｮｳ ﾀｲﾗ ｼｭﾝｽｹ ﾉｹﾞ ﾘｮｳﾍｲ ｺｶﾞ ｷﾖｼ

42 栗原　卓也 林田　洋翔 的野　遼大 小林　憲太 江口　大雅 花尾　恭輔 井上　大仁
長　崎 ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾔ ﾊﾔｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ ﾏﾄﾉ ﾘｮｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ ｴｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ ﾊﾅｵ ｷｮｳｽｹ ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾄ

43 神林　勇太 東原　愛斗 髙田　凜太郎 亀鷹　雄輝 西田　壮志 内田　征冶 元村　大地 [F]
熊　本 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ ﾋｶﾞｼﾊﾞﾗ ﾏﾅﾄ ﾀｶﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ ｶﾒﾀｶ ﾕｳｷ ﾆｼﾀﾞ ﾀｹｼ ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾔ ﾓﾄﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ

44 小野　知大 遠入　剛 油布　郁人 [F] 川﨑　耕平 伊東　颯汰 萱島　和 大塚　祥平
大　分 ｵﾉ ﾁﾋﾛ ｴﾝﾆｭｳ ｺﾞｳ ﾕﾌ ｲｸﾄ ｶﾜｻｷ ｺｳﾍｲ ｲﾄｳ ｿｳﾀ ｶﾔｼﾏ ﾜﾀﾙ ｵｵﾂｶ ｼｮｳﾍｲ

45 田中　康靖 宮永　健太 田口　雅也 [F] 大土手　嵩 吉村　晃世 九嶋　恵舜 山口　修平
宮　崎 ﾀﾅｶ ｺｳｾｲ ﾐﾔﾅｶﾞ ｹﾝﾀ ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾔ ｵｵﾄﾞﾃ ｼｭｳ ﾖｼﾑﾗ ｺｳｾｲ ｸｼﾏ ｹｲｼｭﾝ ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ

46 安藤　大樹 神薗　竜馬 永山　博基 山口　賢助 安藤　主税 黒木　仁人 有村　優樹 [F]
鹿児島 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ ｶﾐｿﾞﾉ ﾘｮｳﾏ ﾅｶﾞﾔﾏ ﾋﾛｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｽｹ ｱﾝﾄﾞｳ ﾁｶﾗ ｸﾛｷ ｼﾞﾝﾄ ｱﾘﾑﾗ ﾕｳｷ

47 島袋　太佑 長堂　拓未 関口　海月 古謝　将大 兼次　祐希 髙橋　考生 濱崎　達規 [F]
沖　縄 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾀｲﾕｳ ﾅｶﾞﾄﾞｳ ﾀｸﾐ ｾｷｸﾞﾁ ﾐﾂﾞｷ ｺｼﾞｬ ﾏｻﾋﾛ ｶﾈｼ ﾕｳｷ ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ ﾊﾏｻｷ ﾀﾂﾉﾘ


