
天皇盃　第２４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３１年１月２０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 杉本　龍陽 本間　颯 小松　陽平 村上　太一 藤本　竜 櫻井　一夏 小椋　裕介 [F]
北海道 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｭｳｷ ﾎﾝﾏ ﾊﾔﾃ ｺﾏﾂ ﾖｳﾍｲ ﾑﾗｶﾐ ﾀｲﾁ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ ｻｸﾗｲ ﾋﾄｶ ｵｸﾞﾗ ﾕｳｽｹ

2 田高　永輝 桑田　泰我 小袖　英人 敦賀　優雅 田澤　廉 中山　拓真 堀合　大輔
青　森 ﾀﾀﾞｶ ｴｲｷ ｸﾜﾀ ﾀｲｶﾞ ｺｿﾃﾞ ﾋﾃﾞﾄ ﾂﾙｶﾞ ﾕｳｶﾞ ﾀｻﾞﾜ ﾚﾝ ﾅｶﾔﾏ ﾀｸﾏ ﾎﾘｱｲ ﾀﾞｲｽｹ

3 及川　瑠音 鈴木　天智 永戸　聖 佐々木　塁 小倉　朝陽 鈴木　健真 髙橋　尚弥 [F]
岩　手 ｵｲｶﾜ ﾙｵﾝ ｽｽﾞｷ ｿﾗﾁ ﾅｶﾞﾄ ｼｮｳ ｻｻｷ ﾙｲ ｵｸﾞﾗ ｱｻﾋ ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾝ ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ

4 児玉　悠輔 榊原　巧 遠藤　大地 吉居　大和 喜早　駿介 高橋　彰太 上野　渉 [F]
宮　城 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｽｹ ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ ﾖｼｲ ﾔﾏﾄ ｷｿｳ ｼｭﾝｽｹ ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ ｳｴﾉ ﾜﾀﾙ

5 中川　雄太 杉本　真弥 澤藤　響 高橋　銀河 竹村　拓真 藤本　駿世 松尾　淳之介
秋　田 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ ｽｷﾞﾓﾄ ﾏﾋﾛ ｻﾜﾌｼﾞ ﾋﾋﾞｷ ﾀｶﾊｼ ｷﾞﾝｶﾞ ﾀｹﾑﾗ ﾀｸﾏ ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭﾝﾔ ﾏﾂｵ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ

6 志貴　勇斗 細谷　建斗 橋間　貴弥 大沼　翼 大野　陽人 木村　快斗 照井　明人
山　形 ｼｷ ﾊﾔﾄ ﾎｿﾔ ｹﾝﾄ ﾊｼﾏ ﾀｶﾔ ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ ｵｵﾉ ﾊﾙﾄ ｷﾑﾗ ｶｲﾄ ﾃﾙｲ ｱｷﾄ

7 小指　卓也 藤宮　歩 阿部　弘輝 横田　俊吾 松山　和希 宍戸　結紀 相澤　晃
福　島 ｺｻﾞｽ ﾀｸﾔ ﾌｼﾞﾐﾔ ｱﾕﾑ ｱﾍﾞ ﾋﾛｷ ﾖｺﾀ ｼｭﾝｺﾞ ﾏﾂﾔﾏ ｶｽﾞｷ ｼｼﾄ ﾕｳｷ ｱｲｻﾞﾜ ｱｷﾗ

8 長山　勇貴 大津　勇人 湯原　慶吾 助川　拓海 前田　義弘 大内　瞬 川澄　克弥
茨　城 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾕｳｷ ｵｵﾂ ﾕｳﾄ ﾕﾊﾗ ｹｲｺﾞ ｽｹｶﾞﾜ ﾀｸﾐ ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ ｵｵｳﾁ ｼｭﾝ ｶﾜｽﾐ ｶﾂﾔ

9 口　翔太 滝澤　愛弥 梶谷　瑠哉 工藤　巧夢 小野　恵崇 永島　陽介 宇賀地　強 [F]
栃　木 ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ ﾀｷｻﾞﾜ ﾏﾅﾔ ｶｼﾞﾀﾆ ﾘｭｳﾔ ｸﾄﾞｳ ﾀｸﾑ ｵﾉ ｹｲｼｭｳ ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｳｽｹ ｳｶﾞﾁ ﾂﾖｼ

10 北村　光 塩原　匠 塩尻　和也 石田　洸介 大澤　佑介 堀口　花道 牧　良輔
群　馬 ｷﾀﾑﾗ ﾋｶﾙ ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ ｼｵｼﾞﾘ ｶｽﾞﾔ ｲｼﾀﾞ ｺｳｽｹ ｵｵｻﾜ ﾕｳｽｹ ﾎﾘｸﾞﾁ ﾊﾅﾐﾁ ﾏｷ ﾘｮｳｽｹ

11 白鳥　哲汰 久保田　琉月 牟田　祐樹 [F] 久保田　徹 川田　啓仁 小山　翔也 田口　雅也
埼　玉 ｼﾗﾄﾘ ﾃｯﾀ ｸﾎﾞﾀ ﾙｷ ﾑﾀ ﾕｳｷ ｸﾎﾞﾀ ﾄｵﾙ ｶﾜﾀﾞ ｱｷﾋﾄ ｺﾔﾏ ｼｮｳﾔ ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾔ

12 石井　一希 栗田　隆希 佐藤　佑輔 梅谷　康太 佐藤　一世 齋藤　英介 蜂須賀　源 [F]
千　葉 ｲｼｲ ｶｽﾞｷ ｸﾘﾀ ﾘｭｳｷ ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ ｳﾒﾀﾆ ｺｳﾀ ｻﾄｳ ｲｯｾｲ ｻｲﾄｳ ｴｲｽｹ ﾊﾁｽｶ ｹﾞﾝ

13 伊東　大翔 佐藤　有一 片西　景 片渕　良太 下條　乃將 小松　幹汰 茂木　圭次郎 [F]
東　京 ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁ ｶﾀﾆｼ ｹｲ ｶﾀﾌﾞﾁ ﾘｮｳﾀ ｼﾓｼﾞｮｳ ﾀﾞｲｽｹ ｺﾏﾂ ｶﾝﾀ ﾓｷﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ

14 児玉　真輝 ﾛﾎﾏﾝ ｼｭﾓﾝ 館澤　亨次 力石　暁 内田　隼太 湯野川　創 越川　堅太
神奈川 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻｷ ﾛﾎﾏﾝ ｼｭﾓﾝ ﾀﾃｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ ﾁｶﾗｲｼ ｻﾄﾙ ｳﾁﾀﾞ ｼｭﾝﾀ ﾕﾉｶﾜ ｿｳ ｺｼｶﾜ ｹﾝﾀ

15 北田　大起 鶴田　拓 清水　鐘平 伏見　友汰 田中　莉生 秋山　聖人 齋藤　有栄
山　梨 ｷﾀﾀﾞ ﾀｲｷ ﾂﾙﾀﾞ ﾀｸ ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾍｲ ﾌｼﾐ ﾕｳﾀ ﾀﾅｶ ﾘｷ ｱｷﾔﾏ ﾏｻﾄ ｻｲﾄｳ ﾅｵﾊﾙ

16 岸本　大紀 山崎　丞 横山　徹 松岡　竜矢 山本　唯翔 渡邉　駿太朗 畔上　和弥
新　潟 ｷｼﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｽｸ ﾖｺﾔﾏ ﾃﾂ ﾏﾂｵｶ ﾀﾂﾔ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ ｱｾﾞｶﾞﾐ ｶｽﾞﾔ

17 服部　凱杏 山川　拓馬 桃澤　大祐 宮内　斗輝 松崎　咲人 吉岡　大翔 中谷　雄飛
長　野 ﾊｯﾄﾘ ｶｲｼﾝ ﾔﾏｶﾜ ﾀｸﾏ ﾓﾓｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ ﾐﾔｳﾁ ﾄｷ ﾏﾂｻﾞｷ ｻｷﾄ ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾄ ﾅｶﾔ ﾕｳﾋ

18 長尾　大輝 二村　昇太朗 鈴木　大貴 宮木　快盛 東山　静也 長屋　匡起 永井　秀篤 [F]
富　山 ﾅｶﾞｵ ﾀｲｷ ﾌﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ ｽｽﾞｷ ﾋﾛｷ ﾐﾔｷ ｶｲｾｲ ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｼｽﾞﾔ ﾅｶﾞﾔ ﾏｻｷ ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ

19 中西　大翔 川森　結翔 関戸　雅輝 [F] 町　桟吾 中西　唯翔 正眞　拳斗 田中　健祐
石　川 ﾅｶﾆｼ ﾀｲｶﾞ ｶﾜﾓﾘ ﾕｲﾄ ｾｷﾄﾞ ﾏｻｷ ﾏﾁ ｻﾝｺﾞ ﾅｶﾆｼ ﾕｲﾄ ｼｮｳｼﾝ ｹﾝﾄ ﾀﾅｶ ｹﾝｽｹ

20 清水　悠雅 斎藤　将也 国川　恭朗 廣瀬　啓伍 平林　清澄 吉田　敬祐 山口　修平 [F]
福　井 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶﾞ ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾔ ｸﾆｶﾜ ﾔｽｱｷ ﾋﾛｾ ｹｲｺﾞ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｷﾖﾄ ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ

21 小澤　大輝 松田　拓也 伊藤　達彦 小木曽　竜盛 鈴木　創士 馬場　大翔 木村　慎 [F]
静　岡 ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾔ ｲﾄｳ ﾀﾂﾋｺ ｵｷﾞｿ ﾘｭｳｾｲ ｽｽﾞｷ ｿｳｼ ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛﾄ ｷﾑﾗ ｼﾝ

22 中倉　啓敦 吉居　駿恭 山口　浩勢 近藤　幸太郎 大上　颯麻 鈴木　将矢 服部　勇馬
愛　知 ﾅｶｸﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ ﾖｼｲ ｼｭﾝｽｹ ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｾｲ ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ ｵｵｳｴ ｿｳﾏ ｽｽﾞｷ ﾏｻﾔ ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾏ

23 宇留田　竜希 倉本　晃羽 塩澤　稀夕 名村　樹哉 山本　恭澄 高橋　颯真 西山　雄介 [F]
三　重 ｳﾙﾀ ﾘｭｳｷ ｸﾗﾓﾄ ｺｳﾊ ｼｵｻﾞﾜ ｷｾｷ ﾅﾑﾗ ﾀﾂﾔ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｽﾞﾐ ﾀｶﾊｼ ｿｳﾏ ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ

24 山田　真生 宮前　麿慧 安田　響 永谷　連太郎 中洞　将 石本　湧大 浅岡　満憲 [F]
岐　阜 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｷ ﾐﾔﾏｴ ﾏｻﾄ ﾔｽﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ ﾅｶﾞﾔ ﾚﾝﾀﾛｳ ﾅｶﾎﾞﾗ ｼｮｳ ｲｼﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ ｱｻｵｶ ﾐﾂﾉﾘ

25 安原　太陽 溜池　一太 小澤　直人 善田　修平 居田　優太 安原　海晴 中川　智春 [F]
滋　賀 ﾔｽﾊﾗ ﾀｲﾖｳ ﾀﾒｲｹ ｲｯﾀ ｵｻﾞﾜ ﾅｵﾄ ｾﾞﾝﾀ ｼｭｳﾍｲ ｲﾀﾞ ﾕｳﾀ ﾔｽﾊﾗ ｶｲｾｲ ﾅｶｶﾞﾜ ﾁﾊﾙ

26 三浦　龍司 村尾　雄己 大塚　倭 赤星　雄斗 若山　岳 宮本　陽叶 阪口　竜平
京　都 ﾐｳﾗ ﾘｭｳｼﾞ ﾑﾗｵ ﾕｳｷ ｵｵﾂｶ ﾔﾏﾄ ｱｶﾎｼ ﾕｳﾄ ﾜｶﾔﾏ ｶﾞｸ ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙﾄ ｻｶｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ

27 小島　慎也 前田　陽向 石井　優樹 [F] 上田　颯汰 葛西　潤 白川　陽大 小松　巧弥
大　阪 ｺｼﾞﾏ ｼﾝﾔ ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅﾀ ｲｼｲ ﾕｳｷ ｳｴﾀﾞ ｿｳﾀ ｶｻｲ ｼﾞｭﾝ ｼﾗｶﾜ ﾋﾅﾀ ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ

28 藤本　珠輝 林田　蒼生 西川　雄一朗 酒井　亮太 目片　将大 広内　颯 堀尾　謙介
兵　庫 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾏｷ ﾊﾔｼﾀﾞ ｱｵｲ ﾆｼｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ ｻｶｲ ﾘｮｳﾀ ﾒｶﾀ ﾏｻﾋﾛ ﾋﾛｳﾁ ｿｳ ﾎﾘｵ ｹﾝｽｹ

29 舩津　一帆 山下　結 小岩　慎治 篠原　直生 中原　優人 舩津　圭二朗 小島　大明 [F]
奈　良 ﾌﾅﾂ ｶｽﾞﾎ ﾔﾏｼﾀ ﾕｳ ｺｲﾜ ｼﾝｼﾞ ｼﾉﾊﾗ ﾅｵ ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾄ ﾌﾅﾂ ｹｲｼﾞﾛｳ ｺｼﾞﾏ ﾊﾙｱｷ

30 都築　勇貴 植阪　嶺児 橋詰　大慧 家吉　新大 野村　優作 伊藤　凛々斗 寺内　將人 [F]
和歌山 ﾂﾂﾞｷ ﾕｳｷ ｳｴｻｶ ﾚｲｼﾞ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｲｾｲ ｲｴﾖｼ ｱﾗﾀ ﾉﾑﾗ ﾕｳｻｸ ｲﾄｳ ﾘﾘﾄ ﾃﾗｳﾁ ﾏｻﾄ

31 竹山　朝陽 信夫　大輝 岡本　直己 [F] 山本　龍神 桑田　大輔 山田　雅貴 濱川　駿
鳥　取 ﾀｹﾔﾏ ｱｻﾋ ｼﾉﾌﾞ ﾀｲｷ ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｼﾝ ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｽｹ ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ ﾊﾏｶﾜ ｼｭﾝ

32 高見　真拓 伊藤　蒼唯 田部　幹也 杉原　健吾 上田　陽向 米山　光輝 松尾　修治 [F]
島　根 ﾀｶﾐ ﾏﾋﾛ ｲﾄｳ ｱｵｲ ﾀﾅﾍﾞ ﾐｷﾔ ｽｷﾞﾊﾗ ｹﾝｺﾞ ｳｴﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ ﾖﾈﾔﾏ ｺｳｷ ﾏﾂｵ ｼｭｳｼﾞ

33 八木　志樹 大塚　直哉 岡本　雄大 石原　翔太郎 若林　陽大 山田　修人 馬場　翔大 [F]
岡　山 ﾔｷﾞ ﾓﾄｷ ｵｵﾂｶ ﾅｵﾔ ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ ｲｼﾊﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾄ ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾀ

34 梶山　林太郎 小江　幸人 田　圭太 倉本　玄太 中野　翔太 塩出　翔太 藤川　拓也
広　島 ｶｼﾞﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ ｺｴ ﾕｷﾄ ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾀ ｸﾗﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ ﾅｶﾉ ｼｮｳﾀ ｼｵﾃﾞ ｼｮｳﾀ ﾌｼﾞｶﾜ ﾀｸﾔ

35 菖蒲　敦司 吉中　祐太 谷村　龍生 三木　雄介 中村　優吾 山本　真央 田村　和希 [F]
山　口 ｼｮｳﾌﾞ ｱﾂｼ ﾖｼﾅｶ ﾕｳﾀ ﾀﾆﾑﾗ ﾘｮｳ ﾐｷ ﾕｳｽｹ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺﾞ ﾔﾏﾓﾄ ﾏｵ ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ

36 井下　大誌 青木　貴也 中村　信一郎 [F] 西森　遼 木山　達哉 行天　陽虹 向井　悠介
香　川 ｲﾉｼﾀ ﾀｲｼ ｱｵｷ ﾀｶﾔ ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ ﾆｼﾓﾘ ﾊﾙｶ ｷﾔﾏ ﾀﾂﾔ ｷﾞｮｳﾃﾝ ﾊﾙｸ ﾑｶｲ ﾕｳｽｹ

37 宮本　大生 児島　雄一郎 秦　将吾 生田　琉海 河野　涼太 田岡　信一 岩佐　壱誠
徳　島 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｷ ｺｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ ﾊﾀ ｼｮｳｺﾞ ｲｸﾀ ﾙｶ ｺｳﾉ ﾘｮｳﾀ ﾀｵｶ ｼﾝｲﾁ ｲﾜｻ ｲｯｾｲ

38 千守　倫央 津本　優真 西岡　喬介 [F] 篠原　楓 松田　義正 鈴木　颯人 鴨川　源太
愛　媛 ﾁﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ ﾂﾓﾄ ﾕｳﾏ ﾆｼｵｶ ｷｮｳｽｹ ｼﾉﾊﾗ ｶｴﾃﾞ ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾏｻ ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾋﾄ ｶﾓｶﾞﾜ ｹﾞﾝﾀ

39 佐古田　暁人 江口　誠悟 濵口　隆幸 [F] 森　大志 篠川　史隆 濵口　愛夢 淵田　凌一
高　知 ｻｺﾀﾞ ｱｷﾄ ｴｸﾞﾁ ｾｲｺﾞ ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ ﾓﾘ ﾀｲｼ ｼﾉｶﾜ ﾌﾐﾀｶ ﾊﾏｸﾞﾁ ｱﾑ ﾌﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾄ

40 島﨑　昇汰 鬼塚　大翔 鬼塚　翔太 徳永　裕樹 濵地　進之介 間瀬田　純平 福田　穣
福　岡 ｼﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ ｵﾆﾂﾞｶ ﾋﾛﾄ ｵﾆﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳｷ ﾊﾏﾁ ｼﾝﾉｽｹ ﾏｾﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾌｸﾀﾞ ｼﾞｮｳ

41 平　駿介 中里　琉斐 梶原　有高 中島　阿廉 西久保　遼 山田　基貴 古賀　淳紫 [F]
佐　賀 ﾀｲﾗ ｼｭﾝｽｹ ﾅｶｻﾞﾄ ﾙｲ ｶｼﾞﾊﾗ ｱﾘﾀｶ ﾅｶｼﾏ ｱﾚﾝ ﾆｼｸﾎﾞ ﾘｮｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾄｷ ｺｶﾞ ｷﾖｼ

42 扇　育 吉浦　悠 的野　遼大 林田　洋翔 花尾　恭輔 山下　蓮 山下　一貴
長　崎 ｵｳｷﾞ ﾊｸﾞﾐ ﾖｼｳﾗ ﾊﾙ ﾏﾄﾉ ﾘｮｳﾀ ﾊﾔｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ ﾊﾅｵ ｷｮｳｽｹ ﾔﾏｼﾀ ﾚﾝ ﾔﾏｼﾀ ｲﾁﾀｶ

43 鶴川　正也 岩下　翔哉 西田　壮志 入田　優希 園木　大斗 竹割　真 大津　顕杜 [F]
熊　本 ﾂﾙｶﾜ ﾏｻﾔ ｲﾜｼﾀ ｼｮｳﾔ ﾆｼﾀﾞ ﾀｹｼ ｲﾘﾀ ﾕｳｷ ｿﾉｷ ﾀﾞｲﾄ ﾀｹﾜﾘ ﾏｺﾄ ｵｵﾂ ｹﾝﾄ

44 遠入　剛 大戸　悠揮 改木　悠真 [F] 庭瀬　俊輝 河野　友誠 二瓶　知哉 竹石　尚人
大　分 ｴﾝﾆｭｳ ｺﾞｳ ﾈｷﾞ ﾕｳｷ ｶｲｷ ﾕｳﾏ ﾆﾜｾ ｼｭﾝｷ ｶﾜﾉ ﾕｳｾｲ ﾆﾍｲ ﾄﾓﾔ ﾀｹｲｼ ﾅｵﾄ

45 佐藤　航希 九嶋　恵帆 安藤　大樹 荒木　勇人 湯浅　仁 大森　壮真 今西　駿介
宮　崎 ｻﾄｳ ｺｳｷ ｸｼﾏ ｹｲﾎ ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ ｱﾗｷ ﾊﾔﾄ ﾕｱｻ ｼﾞﾝ ｵｵﾓﾘ ｿｳﾏ ｲﾏﾆｼ ｼｭﾝｽｹ

46 加藤　大誠 須山　向陽 中村　高洋 漆畑　瑠人 山内　健登 石岡　大侑 市田　宏 [F]
鹿児島 ｶﾄｳ ﾀｲｾｲ ｽﾔﾏ ﾋﾅﾀ ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ ｳﾙｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾄ ﾔﾏｳﾁ ｹﾝﾄ ｲｼｵｶ ﾋﾛﾕｷ ｲﾁﾀﾞ ﾋﾛｼ

47 山城　弘弐 上原　琉翔 仲間　孝大 比嘉　良悟 上原　大和 大仲　竜平 兼次　祐希
沖　縄 ﾔﾏｼﾛ ｺｳｽｹ ｳｴﾊﾗ ﾘｭｳﾄ ﾅｶﾏ ﾀｶﾋﾛ ﾋｶﾞ ﾘｮｳｺﾞ ｳｴﾊﾗ ﾔﾏﾄ ｵｵﾅｶ ﾘｭｳﾍｲ ｶﾈｼ ﾕｳｷ


