
天皇盃　第２３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３０年１月２１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 齋藤　晃太 辻本　幸翼 小松　陽平 石田　光輝 杉本　龍陽 酒井　空知 髙橋　優太 [F]
北海道 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ ﾂｼﾞﾓﾄ ｺｳｽｹ ｺﾏﾂ ﾖｳﾍｲ ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｭｳｷ ｻｶｲ ｿﾗﾁ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ

2 田澤　廉 青木　洸生 其田　健也 [F] 原田　宗市 松尾　鴻雅 安達　徒力 堀合　大輔
青　森 ﾀｻﾞﾜ ﾚﾝ ｱｵｷ ｺｳｾｲ ｿﾉﾀ ｹﾝﾔ ﾊﾗﾀﾞ ｿｳｲﾁ ﾏﾂｵ ｺｳｶﾞ ｱﾀﾞﾁ ﾄﾙｸ ﾎﾘｱｲ ﾀﾞｲｽｹ

3 小倉　朝陽 小原　快都 佐藤　達也 [F] 下舘　真樹 中嶋　貴哉 鈴木　健真 佐々木　聖和
岩　手 ｵｸﾞﾗ ｱｻﾋ ｵﾊﾞﾗ ｶｲﾄ ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ ｼﾓﾀﾞﾃ ﾏｻｷ ﾅｶｼﾏ ﾀｶﾔ ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾝ ｻｻｷ ｷﾖﾀｶ

4 小島　優作 間宮　義雅 星　岳 喜早　駿介 齋藤　龍之介 山平　怜生 大橋　真弥
宮　城 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｻｸ ﾏﾐﾔ ﾖｼﾏｻ ﾎｼ ｶﾞｸ ｷｿｳ ｼｭﾝｽｹ ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾔﾏﾋﾗ ﾚｲ ｵｵﾊｼ ｼﾝﾔ

5 天野　竜汰 小松　兼梧 齋藤　椋 [F] 杉本　雄月 竹村　拓真 加藤　晴輝 湊谷　春紀
秋　田 ｱﾏﾉ ﾘｭｳﾀ ｺﾏﾂ ｹﾝｺﾞ ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ ｽｷﾞﾓﾄ ﾕﾂｷ ﾀｹﾑﾗ ﾀｸﾏ ｶﾄｳ ﾊﾙｷ ﾐﾅﾄﾔ ﾊﾙｷ

6 荒生　実慧 細谷　建斗 橋間　貴弥 大沼　翼 梅木　海 木村　快斗 照井　明人
山　形 ｱﾗｵ ﾏｻﾄ ﾎｿﾔ ｹﾝﾄ ﾊｼﾏ ﾀｶﾔ ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ ｳﾒｷ ｶｲ ｷﾑﾗ ｶｲﾄ ﾃﾙｲ ｱｷﾄ

7 半澤　黎斗 藤宮　歩 遠藤　日向 [F] 芳賀　宏太郎 中澤　雄大 林　晃耀 住吉　秀昭
福　島 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾚｲﾄ ﾌｼﾞﾐﾔ ｱﾕﾑ ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｭｳｶﾞ ﾊｶﾞ ｺｳﾀﾛｳ ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ ﾊﾔｼ ｺｳﾖｳ ｽﾐﾖｼ ﾋﾃﾞｱｷ

8 湯原　慶吾 五十嵐　喬信 森田　歩希 鈴木　聖人 片根　洋平 亘理　魁 出口　和也 [F]
茨　城 ﾕﾊﾗ ｹｲｺﾞ ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾓﾘﾀ ﾎﾏﾚ ｽｽﾞｷ ｷﾖﾄ ｶﾀﾈ ﾖｳﾍｲ ﾜﾀﾘ ｶｲ ﾃﾞｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ

9 大谷　陽 工藤　巧夢 宇賀地　強 [F] 小野　恵崇 柏木　滉平 櫻井　勇生 栃木　渡
栃　木 ｵｵﾔ ﾋｶﾙ ｸﾄﾞｳ ﾀｸﾑ ｳｶﾞﾁ ﾂﾖｼ ｵﾉ ｹｲｼｭｳ ｶｼﾜｷﾞ ｺｳﾍｲ ｻｸﾗｲ ﾕｳｾｲ ﾄﾁｷﾞ ﾜﾀﾙ

10 大澤　佑介 塩原　匠 塩尻　和也 栗原　啓吾 千明　龍之佑 北村　勇貴 西山　和弥
群　馬 ｵｵｻﾜ ﾕｳｽｹ ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ ｼｵｼﾞﾘ ｶｽﾞﾔ ｸﾘﾊﾗ ｹｲｺﾞ ﾁｷﾞﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｷ ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞﾔ

11 橋本　龍 分須　尊紀 牟田　祐樹 [F] 宮坂　大器 早田　祥也 篠木　珠良 設楽　悠太
埼　玉 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳ ﾜｹｽ ﾀｶﾉﾘ ﾑﾀ ﾕｳｷ ﾐﾔｻｶ ﾀｲｷ ﾊﾔﾀ ｼｮｳﾔ ｼﾉｷ ｼｭﾗ ｼﾀﾗ ﾕｳﾀ

12 飯田　貴之 野島　健太 松枝　博輝 安田　博登 佐藤　一世 鶴　元太 鈴木　塁人
千　葉 ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾕｷ ﾉｼﾞﾏ ｹﾝﾀ ﾏﾂｴﾀﾞ ﾋﾛｷ ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾄ ｻﾄｳ ｲｯｾｲ ﾂﾙ ｹﾞﾝﾀ ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄ

13 佐久間　秀德 鍜治　晃 茂木　圭次郎 [F] 手島　駿 嶋津　雄大 石塚　陽士 片西　景
東　京 ｻｸﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ ｶｼﾞ ﾋｶﾙ ﾓｷﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ ﾃｼﾏ ｼｭﾝ ｼﾏﾂﾞ ﾕｳﾀﾞｲ ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙﾄ ｶﾀﾆｼ ｹｲ

14 内田　隼太 安倍　立矩 館澤　亨次 谷澤　竜弥 鎌田　航生 安澤　駿空 越川　堅太
神奈川 ｳﾁﾀﾞ ｼｭﾝﾀ ｱﾍﾞ ﾘｸ ﾀﾃｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ ﾀﾆｻﾞﾜ ﾘｭｳﾔ ｶﾏﾀ ｺｳｷ ｱﾝｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ ｺｼｶﾜ ｹﾝﾀ

15 八重畑　龍和 伏見　友汰 清水　鐘平 宮下　隼人 矢島　洸一 橘田　翔 平塚　祐三 [F]
山　梨 ﾔｴﾊﾀ ﾘｮｳﾜ ﾌｼﾐ ﾕｳﾀ ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾍｲ ﾐﾔｼﾀ ﾊﾔﾄ ﾔｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ ｷｯﾀ ｼｮｳ ﾋﾗﾂｶ ﾕｳｿﾞｳ

16 岸本　大紀 関口　友太 服部　弾馬 [F] 小柳　周也 佐藤　拓人 正野　学人 畔上　和弥
新　潟 ｷｼﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾀ ﾊｯﾄﾘ ﾊｽﾞﾏ ｵﾔﾅｷﾞ ｼｭｳﾔ ｻﾄｳ ﾀｸﾄ ﾏｻﾉ ｶﾞｸﾄ ｱｾﾞｶﾞﾐ ｶｽﾞﾔ

17 松崎　咲人 伊藤　大志 春日　千速 本間　敬大 中谷　雄飛 越　陽汰 關　颯人
長　野 ﾏﾂｻﾞｷ ｻｷﾄ ｲﾄｳ ﾀｲｼ ｶｽｶﾞ ﾁﾊﾔ ﾎﾝﾏ ｹｲﾀ ﾅｶﾔ ﾕｳﾋ ｺｼ ﾊﾙﾀ ｾｷ ﾊﾔﾄ

18 榎本　大倭 加藤　誠士 浦野　雄平 福田　将大 花崎　悠紀 稲塚　大祐 及川　佑太
富　山 ｴﾉﾓﾄ ﾔﾏﾄ ｶﾄｳ ﾏｻｼ ｳﾗﾉ ﾕｳﾍｲ ﾌｸﾀ ﾏｻﾋﾛ ﾊﾅｻｷ ﾕｳｷ ｲﾅﾂﾞｶ ﾀﾞｲｽｹ ｵｲｶﾜ ﾕｳﾀ

19 中西　大翔 吉田　武司 関戸　雅輝 [F] 岡嶋　翼 大石　雄太 若狭　凜太郎 田中　祐次
石　川 ﾅｶﾆｼ ﾀｲｶﾞ ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ ｾｷﾄﾞ ﾏｻｷ ｵｶｼﾞﾏ ﾂﾊﾞｻ ｵｵｲｼ ﾕｳﾀ ﾜｶｻ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ

20 川口　慧 田中　悠登 早川　翼 [F] 井上　泰志 清水　悠雅 廣瀬　啓伍 紺野　凌矢
福　井 ｶﾜｸﾞﾁ ｹｲ ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ ﾊﾔｶﾜ ﾂﾊﾞｻ ｲﾉｳｴ ﾀｲｼ ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶﾞ ﾋﾛｾ ｹｲｺﾞ ｺﾝﾉ ﾘｮｳﾔ

21 鈴木　創士 松田　爽 伊藤　達彦 西方　大珠 太田　直希 吉田　響 下田　裕太
静　岡 ｽｽﾞｷ ｿｳｼ ﾏﾂﾀﾞ ｿｳ ｲﾄｳ ﾀﾂﾋｺ ﾆｼｶﾀ ﾀｲｼﾞｭ ｵｵﾀ ﾅｵｷ ﾖｼﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ ｼﾓﾀﾞ ﾕｳﾀ

22 栁本　匡哉 吉居　駿恭 山口　浩勢 岩城　亮介 近藤　幸太郎 鵜飼　雄矢 山藤　篤司
愛　知 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾔ ﾖｼｲ ｼｭﾝｽｹ ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｾｲ ｲﾜｷ ﾘｮｳｽｹ ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ ｳｶｲ ﾕｳﾔ ﾔﾏﾄｳ ｱﾂｼ

23 宇留田　竜希 佐藤　榛紀 櫻岡　駿 中西　優汰 山本　恭澄 田中　励弥 山下　洸
三　重 ｳﾙﾀ ﾘｭｳｷ ｻﾄｳ ﾊﾙｷ ｻｸﾗｵｶ ｼｭﾝ ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾀ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｽﾞﾐ ﾀﾅｶ ﾚｲﾔ ﾔﾏｼﾀ ﾐﾅﾄ

24 安田　響 岩島　共汰 中西　亮貴 中洞　将 殿地　琢朗 岩島　昇汰 浅岡　満憲 [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 ﾅｶﾎﾞﾗ ｼｮｳ ﾄﾞﾝﾁﾞ ﾀｸﾛｳ ｲﾜｼﾏ ｼｮｳﾀ ｱｻｵｶ ﾐﾂﾉﾘ

25 髙畑　凌太 溜池　一太 中川　智春 [F] 西村　暉 中村　風馬 山中　博生 小澤　直人
滋　賀 ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ ﾀﾒｲｹ ｲｯﾀ ﾅｶｶﾞﾜ ﾁﾊﾙ ﾆｼﾑﾗ ﾋｶﾙ ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾏ ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛｷ ｵｻﾞﾜ ﾅｵﾄ

26 富山　直弥 大森　駿斗 阪口　竜平 糸井　春輝 三浦　龍司 佐藤　圭汰 大塚　倭
京　都 ﾄﾐﾔﾏ ﾅｵﾔ ｵｵﾓﾘ ﾊﾔﾄ ｻｶｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ ｲﾄｲ ﾊﾙｷ ﾐｳﾗ ﾘｭｳｼﾞ ｻﾄｳ ｹｲﾀ ｵｵﾂｶ ﾔﾏﾄ

27 呑村　大樹 田村　一智 山中　秀仁 [F] 小島　慎也 西　潤 水本　裕大 廣瀬　大貴
大　阪 ﾉﾐﾑﾗ ﾀﾞｲｷ ﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄ ﾔﾏﾅｶ ﾋﾃﾞﾄ ｺｼﾞﾏ ｼﾝﾔ ｶｻｲ ｼﾞｭﾝ ﾐｽﾞﾓﾄ ﾋﾛﾄ ﾋﾛｾ ﾀﾞｲｷ

28 井上　大輝 喜多村　慧 廣田　雄希 [F] 目片　将大 三浦　拓朗 國安　広人 高田　康暉
兵　庫 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｷ ｷﾀﾑﾗ ｹｲ ﾋﾛﾀ ﾕｳｷ ﾒｶﾀ ﾏｻﾋﾛ ﾐｳﾗ ﾀｸﾛｳ ｸﾆﾔｽ ﾋﾛﾄ ﾀｶﾀﾞ ｺｳｷ

29 浦田　昂生 粟井　駿平 小岩　慎治 舩津　一帆 杉岡　洸樹 舩津　圭二朗 小島　大明 [F]
奈　良 ｳﾗﾀ ｺｳｾｲ ｱﾜｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ ｺｲﾜ ｼﾝｼﾞ ﾌﾅﾂ ｶｽﾞﾎ ｽｷﾞｵｶ ｺｳｷ ﾌﾅﾂ ｹｲｼﾞﾛｳ ｺｼﾞﾏ ﾊﾙｱｷ

30 都築　勇貴 若林　宏樹 山根　昂希 西野　元喜 家吉　新大 花本　達紀 中村　悠二 [F]
和歌山 ﾂﾂﾞｷ ﾕｳｷ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ ﾔﾏﾈ ｺｳｷ ﾆｼﾉ ｹﾞﾝｷ ｲｴﾖｼ ｱﾗﾀ ﾊﾅﾓﾄ ﾀﾂｷ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞ

31 大呂　恵雨 信夫　大輝 岡本　直己 [F] 木原　昴 西原　大貴 出脇　汰一 東島　清純
鳥　取 ｵｵﾛ ｹｲｳ ｼﾉﾌﾞ ﾀｲｷ ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ ｷﾊﾗ ｽﾊﾞﾙ ﾆｼﾊﾗ ﾀﾞｲｷ ﾃﾞﾜｷ ﾀｲﾁ ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｷﾖｽﾐ

32 高見　真拓 勝部　遼 大谷　健太 [F] 志食　歩輝 槇原　洸槻 伊藤　蒼唯 岩田　拓海
島　根 ﾀｶﾐ ﾏﾋﾛ ｶﾂﾍﾞ ﾘｮｳ ｵｵﾀﾆ ｹﾝﾀ ｼｼﾞｷ ｱﾕｷ ﾏｷﾊﾗ ｺｳｷ ｲﾄｳ ｱｵｲ ｲﾜﾀ ﾀｸﾐ

33 北野　太翔 大塚　直哉 岡本　雄大 小野　一貴 若林　陽大 森下　翔太 中島　怜利
岡　山 ｷﾀﾉ ﾀｲｶﾞ ｵｵﾂｶ ﾅｵﾔ ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ ｵﾉ ｶｽﾞｷ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾀ ﾅｶｼﾏ ﾚｲﾘ

34 梶山　林太郎 吉本　真啓 藤川　拓也 伊豫田　達弥 前垣内　皓大 中野　春希 鎧坂　哲哉 [F]
広　島 ｶｼﾞﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾖｼﾓﾄ ﾏﾋﾛ ﾌｼﾞｶﾜ ﾀｸﾔ ｲﾖﾀﾞ ﾀﾂﾔ ﾏｴｶﾞｲﾁ ｺｳﾀ ﾅｶﾉ ﾊﾙｷ ﾖﾛｲｻﾞｶ ﾃﾂﾔ

35 中村　優吾 阿部　陽樹 田村　和希 吉井　道歩 仲山　大輝 大谷　悠真 野田　一輝
山　口 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺﾞ ｱﾍﾞ ﾊﾙｷ ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ ﾖｼｲ ﾐﾁﾄ ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾏ ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｷ

36 竹上　世那 林　叶大 岩﨑　祐也 井下　大誌 向井　悠介 村上　冬和 森川　翔平 [F]
香　川 ﾀｹｶﾞﾐ ｾﾅ ﾊﾔｼ ｶﾅﾀ ｲﾜｻｷ ﾕｳﾔ ｲﾉｼﾀ ﾀｲｼ ﾑｶｲ ﾕｳｽｹ ﾑﾗｶﾐ ﾄﾜ ﾓﾘｶﾜ ｼｮｳﾍｲ

37 井内　優輔 吉田　鐘 國行　麗生 小東　尚生 片岡　龍大 山本　太陽 上村　和生
徳　島 ｲﾉｳﾁ ﾕｳｽｹ ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾑ ｸﾆﾕｷ ﾚｵ ｺﾋｶﾞｼ ﾅｵｷ ｶﾀｵｶ ﾘｭｳﾀ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲﾖｳ ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞｷ

38 千守　倫央 原　秀寿 鈴木　洋平 [F] 羽藤　隆成 清家　陸 宮岡　幸大 菅　真大
愛　媛 ﾁﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ ﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ ｽｽﾞｷ ﾖｳﾍｲ ﾊﾄｳ ﾘｭｳｾｲ ｾｲｹ ﾘｸ ﾐﾔｵｶ ｺｳﾀﾞｲ ｶﾝ ﾏｻﾋﾛ

39 淵田　凌一 濵口　夢楽 市川　孝徳 [F] 西村　拓海 三谷　康一郎 永田　政也 杉本　恭吾
高　知 ﾌﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾄ ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕﾗ ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾉﾘ ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾐ ﾐﾀﾆ ｺｳｲﾁﾛｳ ﾅｶﾞﾀ ﾏｻﾔ ｽｷﾞﾓﾄ ｷｮｳｺﾞ

40 島﨑　昇汰 石田　洸介 高井　和治 森　凪也 濵地　進之介 神谷　青輝 高橋　尚弥
福　岡 ｼﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ ｲｼﾀﾞ ｺｳｽｹ ﾀｶｲ ｶｽﾞﾊﾙ ﾓﾘ ﾅｷﾞﾔ ﾊﾏﾁ ｼﾝﾉｽｹ ｶﾐﾀﾆ ﾊﾙｷ ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ

41 平　駿介 園田　勢 光延　誠 牧瀬　圭斗 西久保　遼 諸田　雄生 梶原　有高
佐　賀 ﾀｲﾗ ｼｭﾝｽｹ ｿﾉﾀﾞ ｾｲ ﾐﾂﾉﾌﾞ ﾏｺﾄ ﾏｷｾ ｹｲﾄ ﾆｼｸﾎﾞ ﾘｮｳ ﾓﾛﾀ ﾕｳｷ ｶｼﾞﾊﾗ ｱﾘﾀｶ

42 扇　育 谷口　瞬之介 佐藤　歩 植村　優人 花尾　恭輔 吉浦　悠 定方　俊樹
長　崎 ｵｳｷﾞ ﾊｸﾞﾐ ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝﾉｽｹ ｻﾄｳ ｱﾕﾑ ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾄ ﾊﾅｵ ｷｮｳｽｹ ﾖｼｳﾗ ﾊﾙ ｻﾀﾞｶﾀ ﾄｼｷ

43 井川　龍人 鶴川　正也 神林　勇太 佐藤　映斗 古川　隼 木實　優斗 中川　翔太
熊　本 ｲｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ ﾂﾙｶﾜ ﾏｻﾔ ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ ｻﾄｳ ｴｲﾄ ﾌﾙｶﾜ ﾊﾔﾄ ｺﾉﾐ ﾕｳﾄ ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ

44 熊谷　奨 藍澤　朋来 伊東　颯汰 久綱　一輝 佐藤　俊輔 萱島　和 東　森拓 [F]
大　分 ｸﾏｶﾞｴ ｼｮｳ ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓｷ ｲﾄｳ ｿｳﾀ ﾋｻﾂﾅ ｶｽﾞｷ ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ ｶﾔｼﾏ ﾜﾀﾙ ﾋｶﾞｼ ﾓﾘﾋﾛ

45 田中　康靖 水野　龍志 西　純平 緒方　俊亮 手嶋　杏丞 渡邊　和歩 市田　孝
宮　崎 ﾀﾅｶ ｺｳｾｲ ﾐｽﾞﾉ ﾀﾂﾕｷ ﾆｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ ﾃｼﾏ ｷｮｳｽｹ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾎ ｲﾁﾀﾞ ﾀｶｼ

46 安藤　大樹 西久保　雄志郎 田中　龍太 安川　元気 山口　賢助 堀口　陽太 有村　優樹 [F]
鹿児島 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ ﾆｼｸﾎﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀ ﾔｽｶﾜ ｹﾞﾝｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｽｹ ﾎﾘｸﾞﾁ ﾖｳﾀ ｱﾘﾑﾗ ﾕｳｷ

47 島袋　太佑 銘苅　春史 瑞慶覧　伸哉 [F] 金城　岳 當真　佑太 上原　琉翔 田島　光
沖　縄 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾀｲﾕｳ ﾒｶﾙ ﾊﾙﾌﾐ ｽﾞｹﾗﾝ ｼﾝﾔ ｷﾝｼﾞｮｳ ｶﾞｸ ﾄｳﾏ ﾕｳﾀ ｳｴﾊﾗ ﾘｭｳﾄ ﾀｼﾞﾏ ﾋｶﾙ


