
第2回全国招待大学対校男女混合駅伝競走大会

全国招待

オーダー表

№ チーム名 都道府県 第1区 第2区 第3区 第4区 第5区 第6区

豊海　宏二郎 野口　実央 中川　一勢 吉田　果恋 吉田　健太郎 保田　朋香

ﾄﾖｳﾐ ｺｳｼﾞﾛｳ ﾉｸﾞﾁ ﾐｵ ﾅｶｶﾞﾜ ｲｯｾｲ ﾖｼﾀﾞ ｶﾚﾝ ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ﾔｽﾀﾞ ﾎﾉｶ

大髙　肇 石松　空 亀田　仁一路 伐栗　夢七 嶋谷　鐘二郎 柳谷　日菜

ｵｵﾀｶ ﾊｼﾞﾒ ｲｼﾏﾂ ｿﾗ ｶﾒﾀﾞ ｼﾞﾝｲﾁﾛｳ ｷﾘｸﾘ ﾕﾒﾅ ｼﾏﾀﾆ ｼｮｳｼﾞﾛｳ ﾔﾅｷﾞﾀﾆ ﾋﾅ

古河　拓真 西出　優月 有冨　智哉 矢尾　桃子 北澤　友琉 三輪　南菜子

ﾌﾙｶﾜ ﾀｸﾏ ﾆｼﾃﾞ ﾕｽﾞ ｱﾘﾄﾞﾐ ﾄﾓﾔ ﾔｵ ﾓﾓｺ ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｳﾙ ﾐﾜ ﾅﾅｺ

竹内　洸哉 山崎　くるみ 八木　悠晟 青木　彩帆 田鳥　創太 加藤　結衣

ﾀｹｳﾁ ｺｳﾔ ﾔﾏｻﾞｷ ｸﾙﾐ ﾔｷﾞ ﾕｳｾｲ ｱｵｷ ｻﾎ ﾀﾄﾘ ｿｳﾀ ｶﾄｳ ﾕｲ

野上　千尋 風呂谷　茉優 粟井　駿平 原田　愛菜 中村　光稀 渡邉　香澄

ﾉｶﾞﾐ ﾁﾋﾛ ﾌﾛﾀﾆ ﾏﾕｳ ｱﾜｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾊﾗﾀﾞ ｱｲﾅ ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾐ

篠原　直生 坪倉　楓 佐々木　太一 前田　佳穂 谷垣　賢 仲野　由佳梨

ｼﾉﾊﾗ ﾅｵ ﾂﾎﾞｸﾗ ｶｴﾃﾞ ｻｻｷ ﾀｲﾁ ﾏｴﾀﾞ ｶﾎ ﾀﾆｶﾞｷ ｻﾄｼ ﾅｶﾉ ﾕｶﾘ

辻井　冬和 堀　綾花 鶴田　慈英 松井　沙樹 川端　樹 小川　那月

ﾂｼﾞｲ ﾄﾜ ﾎﾘ ｱﾔｶ ﾂﾙﾀ ｼﾞｴｲ ﾏﾂｲ ｻｷ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀﾂｷ ｵｶﾞﾜ ﾅﾂｷ

石井　一希 小野　汐音 伊豫田　達弥 二川　彩香 服部　壮馬 小暮　真緒

ｲｼｲ ｶｽﾞｷ ｵﾉ ｼｵﾝ ｲﾖﾀﾞ ﾀﾂﾔ ﾌﾀｶﾞﾜ ｱﾔｶ ﾊｯﾄﾘ ｿｳﾏ ｺｸﾞﾚ ﾏｵ

栗原　直央 加藤　花梨 林　晃耀 柳川　愛絵 八尋　正就 村上　礼乃

ｸﾘﾊﾗ ﾅｵ ｶﾄｳ ｶﾘﾝ ﾊﾔｼ ｺｳﾖｳ ﾔﾏｶﾞﾜ ﾏﾅｴ ﾔﾋﾛ ﾏｻﾋﾛ ﾑﾗｶﾐ ﾚﾉ

工藤　翼 山下　花音 小山　晴空 梅木　優子 吉村　陸 牛　佳慧

ｸﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ ﾔﾏｼﾀ ｶﾉﾝ ｺﾔﾏ ｿﾗ ｳﾒｷ ﾕｳｺ ﾖｼﾑﾗ ﾘｸ ｷﾞｭｳ ｶｴ

居田　優太 髙野　美穂 中野　翔太 加藤　礼菜 山田　俊輝 風間　歩佳

ｲﾀﾞ ﾕｳﾀ ﾀｶﾉ ﾐﾎ ﾅｶﾉ ｼｮｳﾀ ｶﾄｳ ﾚｲﾅ ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｷ ｶｻﾞﾏ ｱﾕｶ

平山　大雅 澤井　柚葉 杉山　魁声 樫原　沙紀 井内　優輔 本庄　悠紀奈

ﾋﾗﾔﾏ ﾀｲｶﾞ ｻﾜｲ ﾕｽﾞﾊ ｽｷﾞﾔﾏ ｶｲｾｲ ｶﾀｷﾞﾊﾗ ｻｷ ｲﾉｳﾁ ﾕｳｽｹ ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾕｷﾅ

飯澤　千翔 古田　愛弥 徳丸　寛太 星野　凜 花牟礼　隆太 小松　和

ｲｲｻﾞﾜ ｶｽﾞﾄ ﾌﾙﾀ ｱﾔ ﾄｸﾏﾙ ｶﾝﾀ ﾎｼﾉ ﾘﾝ ﾊﾅﾑﾚ ﾘｭｳﾀ ｺﾏﾂ ﾅｺﾞﾐ

及川　瑠音 江口　春姫 奥山　輝 佐竹　結衣 甲木　康博 立迫　望美

ｵｲｶﾜ ﾙｵﾝ ｴｸﾞﾁ ﾊﾙｷ ｵｸﾔﾏ ﾋｶﾙ ｻﾀｹ ﾕｲ ｶﾂｷ ﾔｽﾋﾛ ﾀﾁｻﾞｺ ﾉｿﾞﾐ

廣澤　優斗 齋藤　みう 髙津　浩揮 山崎　りさ 盛本　聖也 嶋田　桃子

ﾋﾛｻﾜ ﾕｳﾄ ｻｲﾄｳ ﾐｳ ﾀｶﾂ ﾋﾛｷ ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｻ ﾓﾘﾓﾄ ｾｲﾔ ｼﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ

西尾　駿介 藤岡　成美 千坂　柊人 中藤　望 小森　智貴 平福　沙織

ﾆｼｵ ｼｭﾝｽｹ ﾌｼﾞｵｶ ﾅﾙﾐ ﾁｻｶ ｼｭｳﾄ ﾅｶﾄｳ ﾉｿﾞﾐ ｺﾓﾘ ﾄﾓｷ ﾋﾗﾌｸ ｻｵﾘ

櫻井　晃平 髙田　陽織 木脇　輝 山田　さやか 升田　和真 久木　柚奈

ｻｸﾗｲ ｺｳﾍｲ ﾀｶﾀﾞ ﾋｵﾘ ｷﾜｷ ﾋｶﾙ ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔｶ ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞﾏ ｷｭｳｷ ﾕｳﾅ

松嶋　陸 平岡　美帆 山﨑　皓太 村松　灯 大森　駿斗 飛田　凜香

ﾏﾂｼﾏ ﾘｸ ﾋﾗｵｶ ﾐﾎ ﾔﾏｻｷ ｺｳﾀ ﾑﾗﾏﾂ ﾄﾓ ｵｵﾓﾘ ﾊﾔﾄ ﾋﾀﾞ ﾘﾝｶ

中野　裕太 松本　まどか 宮内　浩志 福永　愛佳 田尻　椋介 清水　里名

ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾄﾞｶ ﾐﾔｳﾁ ｺｳｼ ﾌｸﾅｶﾞ ｱｲｶ ﾀｼﾞﾘ ﾘｮｳｽｹ ｼﾐｽﾞ ﾘﾅ

江守　勇貴 二井　範子 坂東　賢 濱田　惠美 小南　翔 三池　瑠衣

ｴﾓﾘ ﾕｳｷ ﾌﾀｲ ﾉﾘｺ ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｹﾝ ﾊﾏﾀﾞ ｴﾐ ｺﾐﾅﾐ ｼｮｳ ﾐｲｹ ﾙｲ

国立東西四大学

オーダー表

№ チーム名 都道府県 第1区 第2区 第3区 第4区 第5区 第6区

瀬川　莉玖 田中　梨咲子 古川　大晃 小栁　舞夏 阿部　飛雄馬 阿隅　杏珠

ｾｶﾞﾜ ﾘｸ ﾀﾅｶ ﾘｻｺ ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｱｷ ｺﾔﾅｷﾞ ﾏｲｶ ｱﾍﾞ ﾋｭｳﾏ ｱｽﾐ ｱﾝｽﾞ

宮本　力 浦田　桃（津田塾大学） 長友　勇樹 大岩　令奈（津田塾大学） 清﨑　佑 町田　直美

ﾐﾔﾓﾄ ﾁｶﾗ ｳﾗﾀ ﾓﾓ ﾅｶﾞﾄﾓ ﾕｳｷ ｵｵｲﾜ ﾚﾅ ｷﾖｻｷ ﾕｳ ﾏﾁﾀﾞ ﾅｵﾐ

川口　修大 大浦　はるな 松岡　健 中野　紗希 西川　洸平 周藤　紗季

ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭｳﾄ ｵｵｳﾗ ﾊﾙﾅ ﾏﾂｵｶ ﾂﾖｼ ﾅｶﾉ ｻｷ ﾆｼｶﾜ ｺｳﾍｲ ｽﾄｳ ｻｷ

江守　勇貴 二井　範子 坂東　賢 濱田　惠美 小南　翔 三池　瑠衣

ｴﾓﾘ ﾕｳｷ ﾌﾀｲ ﾉﾘｺ ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｹﾝ ﾊﾏﾀﾞ ｴﾐ ｺﾐﾅﾐ ｼｮｳ ﾐｲｹ ﾙｲ

1 大阪教育大学

2 関西大学

3 関西外国語大学

4 関西学院大学

5 京都産業大学

6 神戸大学

7 神戸学院大学

8 順天堂大学

12 中央大学

9 城西大学

10 拓殖大学

15 東洋大学

13 筑波大学

14 東海大学

17 日本体育大学

18 びわこ成蹊スポーツ大学

19 佛教大学

20 立命館大学

21 関西学連選抜

25 大阪大学

22 東京大学

23 一橋大学

24 京都大学

25 大阪大学
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