
天皇盃　第２５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 令和２年１月１９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 小野　隆一朗 櫻井　一夏 菊地　賢人 [F] 宮川　悠希 村上　太一 本間　颯 藤木　宏太
北海道 ｵﾉ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ ｻｸﾗｲ ﾋﾄｶ ｷｸﾁ ﾏｻﾄ ﾐﾔｶﾜ ﾕｳｷ ﾑﾗｶﾐ ﾀｲﾁ ﾎﾝﾏ ﾊﾔﾃ ﾌｼﾞｷ ｺｳﾀ

2 青木　洸生 ﾌｨｰﾙﾄﾞ ﾏｯｸｽ 田澤　廉 敦賀　優雅 成田　龍之介 高坂　光希 小袖　英人
青　森 ｱｵｷ ｺｳｾｲ ﾌｨｰﾙﾄﾞ ﾏｯｸｽ ﾀｻﾞﾜ ﾚﾝ ﾂﾙｶﾞ ﾕｳｶﾞ ﾅﾘﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ ｺｳｻｶ ﾐﾂｷ ｺｿﾃﾞ ﾋﾃﾞﾄ

3 十文字　優一 工藤　信太朗 高橋　尚弥 [F] 佐々木　塁 鈴木　健真 欠端　陽翔 玉澤　拓海
岩　手 ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞ ﾕｳｲﾁ ｸﾄﾞｳ ｼﾝﾀﾛｳ ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ ｻｻｷ ﾙｲ ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾝ ｶｹﾊﾀ ﾊﾙﾄ ﾀﾏｻﾞﾜ ﾀｸﾐ

4 吉居　大和 庄司　晃葉 遠藤　大地 吉居　駿恭 喜早　駿介 後村　光星 村山　紘太 [F]
宮　城 ﾖｼｲ ﾔﾏﾄ ｼｮｳｼﾞ ｺｳﾖｳ ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ ﾖｼｲ ｼｭﾝｽｹ ｷｿｳ ｼｭﾝｽｹ ｱﾄﾑﾗ ｺｳｾｲ ﾑﾗﾔﾏ ｺｳﾀ

5 中川　雄太 小松　聖 松尾　淳之介 髙貝　瞬 高橋　銀河 藤本　駿世 新号　健志
秋　田 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ ｺﾏﾂ ﾋｼﾞﾘ ﾏﾂｵ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ ﾀｶｶﾞｲ ｼｭﾝ ﾀｶﾊｼ ｷﾞﾝｶﾞ ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭﾝﾔ ｼﾝｺﾞｳ ﾀｹｼ

6 志貴　勇斗 源田　修良 鈴木　博斗 島津　裕太 東海林　宏一 菊地　道登 照井　明人
山　形 ｼｷ ﾊﾔﾄ ｹﾞﾝﾀﾞ ｼｭﾗ ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ ｼﾏﾂ ﾕｳﾀ ｼｮｳｼﾞ ｺｳｲﾁ ｷｸﾁ ﾐﾁﾄ ﾃﾙｲ ｱｷﾄ

7 渡辺　亮太 白井　恒成 蛭田　雄大 藤宮　歩 松山　和希 大橋　清陽 相澤　晃
福　島 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ ｼﾗｲ ｺｳｾｲ ﾋﾙﾀ ﾕｳﾀﾞｲ ﾌｼﾞﾐﾔ ｱﾕﾑ ﾏﾂﾔﾏ ｶｽﾞｷ ｵｵﾊｼ ｷﾖﾊﾙ ｱｲｻﾞﾜ ｱｷﾗ

8 佐藤　真優 根本　憲佑 湯原　慶吾 大辻　頌悟 赤津　勇進 武藤　稜河 細谷　恭平 [F]
茨　城 ｻﾄｳ ﾏﾋﾛ ﾈﾓﾄ ｹﾝｽｹ ﾕﾊﾗ ｹｲｺﾞ ｵｵﾂｼﾞ ｼｮｳｺﾞ ｱｶﾂ ﾕｳｼﾝ ﾑﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ ﾎｿﾔ ｷｮｳﾍｲ

9 海老澤　憲伸 薄根　大河 樋口　翔太 深井　琉聖 関口　大 山口　彰太 髙久　龍 [F]
栃　木 ｴﾋﾞｻﾜ ｹﾝｼﾝ ｳｽﾈ ﾀｲｶﾞ ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ ﾌｶｲ ﾘｭｳｾｲ ｾｷｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ ﾀｶｸ ﾘｭｳ

10 北村　光 樺澤　温輝 千明　龍之佑 伊井　修司 石田　洸介 髙草木　架月 清水　歓太
群　馬 ｷﾀﾑﾗ ﾋｶﾙ ｶﾊﾞｻﾜ ｱﾂｷ ﾁｷﾞﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ ｲｲ ｼｭｳｼﾞ ｲｼﾀﾞ ｺｳｽｹ ﾀｶｸｻｷﾞ ｶﾂﾞｷ ｼﾐｽﾞ ｶﾝﾀ

11 白鳥　哲汰 小山　翔也 小山　直城 唐澤　拓海 佐藤　快成 星野　泰地 設楽　悠太
埼　玉 ｼﾗﾄﾘ ﾃｯﾀ ｺﾔﾏ ｼｮｳﾔ ｺﾔﾏ ﾅｵｷ ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾐ ｻﾄｳ ｶｲｾｲ ﾎｼﾉ ﾀｲﾁ ｼﾀﾗ ﾕｳﾀ

12 石井　一希 小平　敦之 潰滝　大記 斎藤　拓海 佐藤　一世 髙尾　啓太朗 浅岡　満憲
千　葉 ｲｼｲ ｶｽﾞｷ ｺﾀﾞｲﾗ ｱﾂﾕｷ ﾂｴﾀｷ ﾋﾛﾉﾘ ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ ｻﾄｳ ｲｯｾｲ ﾀｶｵ ｹｲﾀﾛｳ ｱｻｵｶ ﾐﾂﾉﾘ

13 安部　柚作 鈴木　耕太郎 武田　凜太郎 関口　絢太 伊東　大翔 田中　純 佐藤　諒太
東　京 ｱﾍﾞ ﾕｳｻｸ ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ ﾀｹﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀ ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ

14 山田　俊輝 須藤　航一朗 三田　眞司 [F] 馬場園　怜生 児玉　真輝 越智　響己 橋本　龍一
神奈川 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｷ ｽﾄﾞｳ ｺｳｲﾁﾛｳ ﾐﾀ ｼﾝｼﾞ ﾊﾞﾊﾞｿﾞﾉ ﾚｲ ｺﾀﾞﾏ ﾏｻｷ ｵﾁ ﾋﾋﾞｷ ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ

15 額賀　稜平 内堀　勇 瀬戸　祐希 加藤　聡太 漆畑　徳輝 内堀　柊 宮下　隼人
山　梨 ﾇｶｶﾞ ﾘｮｳﾍｲ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾕｳ ｾﾄ ﾕｳｷ ｶﾄｳ ｿｳﾀ ｳﾙｼﾊﾞﾀ ｱﾂｷ ｳﾁﾎﾞﾘ ｼｭｳ ﾐﾔｼﾀ ﾊﾔﾄ

16 山本　唯翔 佐藤　蓮 岸本　大紀 長橋　悠真 小倉　竜路 大湊　柊翔 牧　良輔 [F]
新　潟 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲﾄ ｻﾄｳ ﾚﾝ ｷｼﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ ﾅｶﾞﾊｼ ﾕｳﾏ ｵｸﾞﾗ ﾘｭｳｼﾞ ｵｵﾐﾅﾄ ｼｭｳﾄ ﾏｷ ﾘｮｳｽｹ

17 越　陽汰 小田切　幹太 春日　千速 [F] 木村　暁仁 宇津野　篤 吉岡　大翔 中谷　雄飛
長　野 ｺｼ ﾊﾙﾀ ｺﾀｷﾞﾘ ｶﾝﾀ ｶｽｶﾞ ﾁﾊﾔ ｷﾑﾗ ｱｷﾋﾄ ｳﾂﾉ ｱﾂｼ ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾄ ﾅｶﾔ ﾕｳﾋ

18 水上　直人 長屋　匡起 浦野　雄平 上田　悠真 土井　拓実 高森　そら 鈴木　大貴
富　山 ﾐｽﾞｶﾐ ﾅｵﾄ ﾅｶﾞﾔ ﾏｻｷ ｳﾗﾉ ﾕｳﾍｲ ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾏ ﾄﾞｲ ﾀｸﾐ ﾀｶﾓﾘ ｿﾗ ｽｽﾞｷ ﾋﾛｷ

19 米林　悠斗 野崎　健太朗 山本　修二 [F] 若狭　凜太郎 赤坂　優人 定塚　利心 中西　大翔
石　川 ﾖﾈﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ ﾜｶｻ ﾘﾝﾀﾛｳ ｱｶｻｶ ﾕｳﾄ ｼﾞｮｳﾂﾞｶ ｶｽﾞｼ ﾅｶﾆｼ ﾀｲｶﾞ

20 山森　龍暁 森　和翔 国川　恭朗 田中　悠登 平林　清澄 山本　晃大 早川　翼 [F]
福　井 ﾔﾏﾓﾘ ﾘｭｳｷ ﾓﾘ ｶｽﾞﾄ ｸﾆｶﾜ ﾔｽｱｷ ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｷﾖﾄ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ ﾊﾔｶﾜ ﾂﾊﾞｻ

21 尾﨑　健斗 杉浦　柊人 藤曲　寛人 山本　樹 吉田　響 馬場　大翔 伊藤　達彦
静　岡 ｵｻﾞｷ ｹﾝﾄ ｽｷﾞｳﾗ ｼｭｳﾄ ﾌｼﾞﾏｶﾞﾘ ﾋﾛﾄ ﾔﾏﾓﾄ ｲﾂｷ ﾖｼﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛﾄ ｲﾄｳ ﾀﾂﾋｺ

22 鈴木　竜太朗 柴田　侑 山口　浩勢 小林　亮太 谷口　賢 松井　寛翔 東　瑞基 [F]
愛　知 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ ｼﾊﾞﾀ ﾕｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｾｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝ ﾏﾂｲ ﾋﾛﾄ ﾋｶﾞｼ ﾐｽﾞｷ

23 伊藤　秀虎 倉本　晃羽 西山　雄介 [F] 山中　秀真 佐伯　陽生 加世堂　懸 塩澤　稀夕
三　重 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾄﾗ ｸﾗﾓﾄ ｺｳﾊ ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ ﾔﾏﾅｶ ｼｭｳﾏ ｻｴｷ ﾖｳｾｲ ｶｾﾄﾞｳ ｶｹﾙ ｼｵｻﾞﾜ ｷｾｷ

24 中洞　将 日比野　陸 山田　真生 熊﨑　貴哉 山下　雄暉 日比　健仁 大池　達也 [F]
岐　阜 ﾅｶﾎﾞﾗ ｼｮｳ ﾋﾋﾞﾉ ﾘｸ ﾔﾏﾀﾞ ﾏｷ ｸﾏｻﾞｷ ﾀｶﾔ ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｷ ﾋﾋﾞ ｹﾝﾄ ｵｵｲｹ ﾀﾂﾔ

25 安原　太陽 安原　海晴 髙畑　祐樹 梶谷　優斗 佐竹　勇樹 半澤　彰基 吉岡　遼人
滋　賀 ﾔｽﾊﾗ ﾀｲﾖｳ ﾔｽﾊﾗ ｶｲｾｲ ﾀｶﾊﾀ ﾕｳｷ ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳﾄ ｻﾀｹ ﾕｳｷ ﾊﾝｻﾞﾜ ﾃﾙﾓﾄ ﾖｼｵｶ ﾘｮｳﾄ

26 赤星　雄斗 尾島　大輝 阪口　竜平 小牧　波亜斗 三浦　龍司 柴田　大地 一色　恭志 [F]
京　都 ｱｶﾎｼ ﾕｳﾄ ｵｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ ｻｶｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ ｺﾏｷ ﾊｱﾄ ﾐｳﾗ ﾘｭｳｼﾞ ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ ｲｯｼｷ ﾀﾀﾞｼ

27 東原　豪輝 乙守　勇志 坂東　剛 春名　竜治 芝　大輔 鳥井　健太 小林　歩
大　阪 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｺﾞｳｷ ｵﾄﾓﾘ ﾕｳｼ ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ ﾊﾙﾅ ﾘｭｳｼﾞ ｼﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ ﾄﾘｲ ｹﾝﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ

28 松尾　昂来 長嶋　幸宝 西川　雄一朗 永吉　恭理 菅野　大輝 熊井　渓人 延藤　潤 [F]
兵　庫 ﾏﾂｵ ｺｳｷ ﾅｶﾞｼﾏ ｿﾅﾀ ﾆｼｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ ﾅｶﾞﾖｼ ｷｮｳｽｹ ｽｶﾞﾉ ﾋﾛｷ ｸﾏｲ ｹｲﾄ ﾉﾌﾞﾄｳ ｼﾞｭﾝ

29 中原　優人 永戸　敢太朗 吉村　直人 [F] 大森　駿斗 中田　千太郎 近森　遥斗 盛本　聖也
奈　良 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾄ ﾅｶﾞﾄ ｶﾝﾀﾛｳ ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾄ ｵｵﾓﾘ ﾊﾔﾄ ﾅｶﾀ ｾﾝﾀﾛｳ ﾁｶﾓﾘ ﾊﾙﾄ ﾓﾘﾓﾄ ｾｲﾔ

30 家吉　新大 植阪　嶺児 橋詰　大慧 [F] 井澗　翔太 折口　雄紀 宮本　優希 山根　昂希
和歌山 ｲｴﾖｼ ｱﾗﾀ ｳｴｻｶ ﾚｲｼﾞ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｲｾｲ ｲﾀﾆ ｼｮｳﾀ ｵﾘｸﾁ ﾕｳｷ ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｷ ﾔﾏﾈ ｺｳｷ

31 山本　龍神 山田　雅貴 岡本　直己 [F] 谷口　唯翔 桑田　大輔 小谷　亮介 大森　太楽
鳥　取 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｼﾝ ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｲﾄ ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｽｹ ｺﾀﾞﾆ ﾘｮｳｽｹ ｵｵﾓﾘ ﾀｲﾗ

32 伊藤　蒼唯 田原　匠真 多久和　能広 千代延　巧 上田　陽向 佐々木　一哲 松尾　修治 [F]
島　根 ｲﾄｳ ｱｵｲ ﾀﾊﾞﾗ ｼｮｳﾏ ﾀｸﾜ ﾖｼﾋﾛ ﾁﾖﾉﾌﾞ ﾀｸﾐ ｳｴﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ ｻｻｷ ｲｯﾃﾂ ﾏﾂｵ ｼｭｳｼﾞ

33 石原　翔太郎 大西　柊太朗 岡本　雄大 [F] 寺元　颯一 藤原　優希 杉本　仁 風岡　永吉
岡　山 ｲｼﾊﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ ｵｵﾆｼ ｼｭｳﾀﾛｳ ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ ﾃﾗﾓﾄ ｿｳｲﾁ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾞﾝ ｶｻﾞｵｶ ｴｲｷﾁ

34 中野　翔太 小島　悠生 田　圭太 吉本　真啓 新谷　紘ノ介 村上　響 相葉　直紀
広　島 ﾅｶﾉ ｼｮｳﾀ ｺｼﾞﾏ ﾕｳｾｲ ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾀ ﾖｼﾓﾄ ﾏﾋﾛ ｼﾝﾀﾆ ｺｳﾉｽｹ ﾑﾗｶﾐ ﾋﾋﾞｷ ｱｲﾊﾞ ﾅｵｷ

35 菖蒲　敦司 谷本　昂士郎 田村　和希 [F] 阿部　陽樹 三木　雄介 重山　弘徳 谷村　龍生
山　口 ｼｮｳﾌﾞ ｱﾂｼ ﾀﾆﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ ｱﾍﾞ ﾊﾙｷ ﾐｷ ﾕｳｽｹ ｼｹﾞﾔﾏ ﾋﾛﾉﾘ ﾀﾆﾑﾗ ﾘｮｳ

36 脇　健斗 石井　啓太 増田　空 西森　燎 大石　朝陽 柳生　琥珀 森川　翔平 [F]
香　川 ﾜｷ ﾀｹﾄ ｲｼｲ ｹｲﾀ ﾏｽﾀﾞ ｿﾗ ﾆｼﾓﾘ ｱｷﾄ ｵｵｲｼ ｱｻﾋ ﾔｷﾞｭｳ ｺﾊｸ ﾓﾘｶﾜ ｼｮｳﾍｲ

37 生田　琉海 児島　雄一郎 橋本　尚斗 河野　涼太 盛　友士 横佐古　祐斗 髙橋　裕太
徳　島 ｲｸﾀ ﾙｶ ｺｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾄ ｺｳﾉ ﾘｮｳﾀ ﾓﾘ ﾕｳｼ ﾖｺｻﾞｺ ﾋﾛﾄ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ

38 羽藤　隆成 松木　鉄人 秦　将吾 [F] 久保　昇陽 梅崎　蓮 塩﨑　駿斗 河野　遥伎
愛　媛 ﾊﾄｳ ﾘｭｳｾｲ ﾏﾂｷﾞ ﾃﾂﾄ ﾊﾀ ｼｮｳｺﾞ ｸﾎﾞ ｼｮｳﾖｳ ｳﾒｻﾞｷ ﾚﾝ ｼｵｻﾞｷ ﾊﾔﾄ ｺｳﾉ ﾊﾙｷ

39 岸本　遼太郎 江口　誠悟 杉本　恭吾 白石　翔馬 篠川　史隆 野口　兼生 松本　稜 [F]
高　知 ｷｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ ｴｸﾞﾁ ｾｲｺﾞ ｽｷﾞﾓﾄ ｷｮｳｺﾞ ｼﾗｲｼ ｼｮｳﾏ ｼﾉｶﾜ ﾌﾐﾀｶ ﾉｸﾞﾁ ｹﾝｾｲ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ

40 山本　歩夢 鬼塚　大翔 鬼塚　翔太 松並　昂勢 吉冨　純也 山本　凌舞 田村　友佑
福　岡 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾑ ｵﾆﾂﾞｶ ﾋﾛﾄ ｵﾆﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ ﾏﾂﾅﾐ ｺｳｾｲ ﾖｼﾄﾐ ｼﾞｭﾝﾔ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾌﾞ ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ

41 杉　彩文海 笠原　大輔 古賀　淳紫 [F] 中島　阿廉 佐々木　亮輔 松尾　宥汰 井手　孝一
佐　賀 ｽｷﾞ ｻﾌﾐ ｶｻﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ ｺｶﾞ ｷﾖｼ ﾅｶｼﾏ ｱﾚﾝ ｻｻｷ ﾘｮｳｽｹ ﾏﾂｵ ﾕｳﾀ ｲﾃﾞ ｺｳｲﾁ

42 林田　洋翔 後田　築 的野　遼大 横田　玖磨 花尾　恭輔 川原　琉人 山下　一貴
長　崎 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ ｳｼﾛﾀﾞ ｷｽﾞｸ ﾏﾄﾉ ﾘｮｳﾀ ﾖｺﾀ ｷｭｳﾏ ﾊﾅｵ ｷｮｳｽｹ ｶﾜﾊﾗ ﾘｭｳﾄ ﾔﾏｼﾀ ｲﾁﾀｶ

43 鶴川　正也 落合　諒 西田　壮志 入田　優希 園木　大斗 村上　直弥 赤﨑　暁
熊　本 ﾂﾙｶﾜ ﾏｻﾔ ｵﾁｱｲ ﾏｺﾄ ﾆｼﾀﾞ ﾀｹｼ ｲﾘﾀ ﾕｳｷ ｿﾉｷ ﾀﾞｲﾄ ﾑﾗｶﾐ ﾅｵﾔ ｱｶｻｷ ｱｷﾗ

44 遠入　剛 谷口　颯太 伊東　颯汰 庭瀬　俊輝 上野　優人 松井　一 東　森拓 [F]
大　分 ｴﾝﾆｭｳ ｺﾞｳ ﾀﾆｸﾞﾁ ｿｳﾀ ｲﾄｳ ｿｳﾀ ﾆﾜｾ ｼｭﾝｷ ｳｴﾉ ﾕｳﾄ ﾏﾂｲ ﾊｼﾞﾒ ﾋｶﾞｼ ﾓﾘﾋﾛ

45 甲斐　涼介 大森　壮真 小野　知大 倉掛　響 城戸　洸輝 戸髙　滉大 手嶋　杏丞
宮　崎 ｶｲ ﾘｮｳｽｹ ｵｵﾓﾘ ｿｳﾏ ｵﾉ ﾁﾋﾛ ｸﾗｶｹ ﾋﾋﾞｷ ｷﾄﾞ ｺｳｷ ﾄﾀﾞｶ ｺｳﾀﾞｲ ﾃｼﾏ ｷｮｳｽｹ

46 徳丸　寛太 玉目　陸 中村　高洋 山内　健登 神薗　竜馬 清藤　悠里 市田　孝 [F]
鹿児島 ﾄｸﾏﾙ ｶﾝﾀ ﾀﾏﾒ ﾘｸ ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ ﾔﾏｳﾁ ｹﾝﾄ ｶﾐｿﾞﾉ ﾘｮｳﾏ ｷﾖﾌｼﾞ ﾕｳﾘ ｲﾁﾀﾞ ﾀｶｼ

47 上原　琉翔 具志堅　一斗 大城　義己 嘉数　純平 源河　開偉 前原　颯斗 田島　光 [F]
沖　縄 ｳｴﾊﾗ ﾘｭｳﾄ ｸﾞｼｹﾝ ｲｯﾄ ｵｵｼﾛ ﾖｼｷ ｶｶｽﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｹﾞﾝｶ ｶｲ ﾏｴﾊﾗ ﾊﾔﾄ ﾀｼﾞﾏ ﾋｶﾙ


