
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 令和２年１月１８日現在

チ ー ム 名 1区（７㎞） 2区（３㎞） 3区（8.5㎞） 4区（５㎞） ５区（8.5㎞） ６区（３㎞） ７区（13.0㎞） 補欠１ 補欠２ 補欠３

1 北海道 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 小松　陽平 谷川　純也 大西　飛翔

2 青　森 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 神　直之 [F] 田高　永輝 山辺　奏太

3 岩　手 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 今川　深透 武田　和馬 浜川　舜斗

4 宮　城 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] 朝倉　和眞 山平　怜生 吉田　奏斗

5 秋　田 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 澤藤　響 髙田　尚暉 近藤　玲旺

6 山　形 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 大澤　駿 大泉　真尋 伊藤　優真

7 福　島 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 圓井　彰彦 [F] 山口　智規 川田　聖真

8 茨　城 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] 鈴木　聖人 松村　晴生 木代　博也

9 栃　木 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] 人見　隆之 菅野　涼介 山﨑　一吹

10 群　馬 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 西山　和弥 宗像　直輝 綿貫　風雅

11 埼　玉 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 原　法利 久保田　徹 萩原　一帆

12 千　葉 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 丸山　竜也 鎌田　雅稀 岩田　一冴

13 東　京 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 物江　雄利 白瀬　賢也 山室　陽太

14 神奈川 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 館澤　亨次 伊東　正悟 辻原　輝

15 山　梨 額賀　稜平 内堀　勇 平賀　喜裕 [F] 加藤　聡太 漆畑　徳輝 内堀　柊 宮下　隼人 瀬戸　祐希 橘田　翔 矢﨑　那央

16 新　潟 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] 長谷川　柊 安達　理陽 笹川　洸成

17 長　野 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 松崎　咲人 服部　凱杏 田所　夢太郎

18 富　山 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 細森　大輔 渡邉　裕太 栁原　颯太

19 石　川 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 福田　裕大 吉田　武司 山田　惇仁

20 福　井 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] 難波　天 山下　悠河 細田　峰生

21 静　岡 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 太田　智樹 柘植　航太 松田　拓也

22 愛　知 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] 山藤　篤司 安藤　圭佑 阿知和　優汰

23 三　重 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 川瀬　翔矢 永洞　和季 鈴木　千翔

24 岐　阜 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] 坪井　慧 熊谷　澪 安島　莉玖

25 滋　賀 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 中村　風馬 居田　優太 児玉　航洋

26 京　都 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] 清水　颯大 佐藤　圭汰 西澤　マハロ

27 大　阪 東原　豪輝 乙守　勇志 坂東　剛 春名　竜治 芝　大輔 杉本　結 小林　歩 竹ノ内　佳樹 伊藤　仁 鳥井　健太

28 兵　庫 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] 今井　崇人 井　来斗 南坂　柚汰

29 奈　良 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 福島　太郎 山下　結 滝本　朗史

30 和歌山 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 松尾　拓実 山﨑　寛太 佐野　圭

31 鳥　取 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 福田　悠一 岩田　真之 若竹　葵礼

32 島　根 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] 田部　雄作 奥田　捺暉 長廻　舜也

33 岡　山 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 大森　樹 山下　空良 嘉良戸　翔太

34 広　島 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 東　優汰 塩出　翔太 日名子　泰明

35 山　口 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 雲井　崚太 関野　稜介 時安　歩夢

36 香　川 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] 真砂　春希 西森　遼 藤田　大輝

37 徳　島 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 上村　和生 和田　倖明 平尾　快

38 愛　媛 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 坂本　貫登 巻田　理空 田坂　愛翔

39 高　知 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] 池田　亜久里 永田　政也 公文　拓翔

40 福　岡 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 福本　真大 神谷　青輝 青木　龍翔

41 佐　賀 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 吉岡　智輝 園田　勢 執行　隆之介

42 長　崎 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 坂口　裕之 [F] 植村　優人 澤田　壮史

43 熊　本 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 井川　龍人 内田　征冶 永本　脩

44 大　分 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] 木付　琳 河野　友誠 中村　夏綺

45 宮　崎 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 今西　駿介 湯浅　仁 辻　洵哉

46 鹿児島 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] 飛松　佑輔 須山　向陽 市森　歩望

47 沖　縄 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] 古謝　将大 兼箇段　颯 池間　凛斗
[F]ふるさと出場


