
レーン ナンバー 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 登録番号 登録陸協 大学名

1 B-10 宮原　直大 ﾐﾔﾊﾗ ﾅｵﾋﾛ 790 佐賀県 日本文理大学

2 C-10 森　海翔 ﾓﾘ ｶｲﾄ 337 鹿児島県 志學館大学

3 G-8 井田　真太郎 ｲﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 168 熊本県 熊本大学

4 E-9 古田　龍嗣 ﾌﾙﾀ ﾘｮｳｼﾞ 1172 兵庫県 九州大学

5 C-9 豊　貴仁 ﾕﾀｶ ﾀｶﾋﾄ 348 鹿児島県 志學館大学

6 F-8 金城　龍己 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾘｭｳｷ 808 沖縄県 沖縄国際大学

7 D-9 王野　翔太 ｵｳﾉ ｼｮｳﾀ 459 福岡県 福岡大学

8 B-9 山﨑　将平 ﾔﾏｻｷ ｼｮｳﾍｲ 772 佐賀県 日本文理大学

9 E-8 今村　友彰 ｲﾏﾑﾗ ﾄﾓｱｷ 147 福岡県 九州大学

10 F-9 伊是名　祐希 ｲｾﾞﾅ ﾕｳｷ 810 沖縄県 沖縄国際大学

11 D-10 岡田　樹 ｵｶﾀﾞ ﾀﾂｷ 1114 愛媛県 福岡大学

12 A-10 村島　蒼太 ﾑﾗｼﾏ ｿｳﾀ 271 長崎県 第一工業大学

13 G-9 上村　友翼 ｶﾐﾑﾗ ﾕｳｽｹ 923 宮崎県 熊本大学

14 E-10 長木　将斗 ﾁｮｳｷ ｼｮｳﾄ 1098 大分県 九州大学

15 G-10 川崎　悟司 ｶﾜｻｷ ｻﾄｼ 177 熊本県 熊本大学

16 A-9 小山　侑紀 ｺﾔﾏ ﾕｳｷ 270 鹿児島県 第一工業大学

17 F-10 伊波　伶一 ｲﾊ ﾚｲｲﾁ 815 沖縄県 沖縄国際大学
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1 C-6 河口　竜也 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 338 鹿児島県 志學館大学

2 D-7 城戸　栄輝 ｷﾄﾞ ﾋﾃﾞｷ 572 福岡県 福岡大学

3 A-7 前原　匠 ﾏｴﾊﾗ ﾀｸﾐ 275 鹿児島県 第一工業大学

4 F-5 當真　佑太 ﾄｳﾏ ﾕｳﾀ 812 沖縄県 沖縄国際大学

5 E-6 江原　駿太 ｴﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 312 福岡県 九州大学

6 D-6 小池　明生 ｺｲｹ ｱｷｵ 560 大阪府 福岡大学

7 C-8 岩元　達樹 ｲﾜﾓﾄ ﾀﾂｷ 336 鹿児島県 志學館大学

8 B-7 扇　晃平 ｵｵｷﾞ ｺｳﾍｲ 746 長崎県 日本文理大学

9 G-6 坂田　賢亮 ｻｶﾀ ｹﾝﾘｮｳ 178 熊本県 熊本大学

10 F-6 久貝　勇輝 ｸｶﾞｲ ﾕｳｷ 804 沖縄県 沖縄国際大学

11 C-7 樗木　颯瑳 ｵﾃｷ ﾊﾔｻ 343 鹿児島県 志學館大学

12 D-8 道津　新太 ﾄﾞｳﾂ ｱﾗﾀ 579 長崎県 福岡大学

13 B-8 松田　涼太郎 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 749 大分県 日本文理大学

14 A-8 岡本　啓伸 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛﾉﾌﾞ 276 鹿児島県 第一工業大学

15 E-7 二見　泰樹 ﾌﾀﾐ ﾀｲｷ 309 広島県 九州大学

16 F-7 大城　直也 ｵｵｼﾛ ﾅｵﾔ 803 沖縄県 沖縄国際大学

17 G-7 山崎　大輔 ﾔﾏｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 174 熊本県 熊本大学
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1 G-3 鶴田　高悠 ﾂﾙﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 169 長崎県 熊本大学

2 B-5 森口　翔平 ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ 759 大分県 日本文理大学

3 E-5 田中　星羽 ﾀﾅｶ ｾｲﾊ 119 福岡県 九州大学

4 A-5 石場　健太 ｲｼﾊﾞ ｹﾝﾀ 254 鹿児島県 第一工業大学

5 D-4 松本　隆佑 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳｽｹ 564 佐賀県 福岡大学

6 F-4 稲福　北斗 ｲﾅﾌｸ ﾎｸﾄ 802 沖縄県 沖縄国際大学

7 D-5 久保田　貴大 ｸﾎﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 566 宮崎県 福岡大学

8 A-4 奥西　瑞希 ｵｸﾆｼ ﾐｽﾞｷ 253 鹿児島県 第一工業大学

9 E-4 阿部　宇宙 ｱﾍﾞ ﾀｶﾐﾁ 117 佐賀県 九州大学

10 G-5 髙群　勇也 ﾀｶﾑﾚ ﾕｳﾔ 930 熊本県 熊本大学

11 B-6 木原　雄大 ｷﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 782 大分県 日本文理大学

12 F-3 玉那覇　圭祐 ﾀﾏﾅﾊ ｹｲｽｹ 813 沖縄県 沖縄国際大学

13 C-4 徳永　涼人 ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｮｳﾄ 341 鹿児島県 志學館大学

14 G-4 生田　寛 ｲｸﾀ ｶﾝ 166 熊本県 熊本大学

15 A-6 白ヶ澤　優樹 ｼﾗｶﾞｻﾜ ﾕｳｷ 272 鹿児島県 第一工業大学

16 C-5 松山　勇斗 ﾏﾂﾔﾏ ﾊﾔﾄ 344 鹿児島県 志學館大学

17 E-3 吉田　晃一郎 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 302 福岡県 九州大学

18 B-4 増田　晃大 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 748 大分県 日本文理大学
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1 G-1 西原　大賀 ﾆｼﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 172 熊本県 熊本大学

2 D-2 松本　凛太郎 ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 567 長崎県 福岡大学

3 C-3 福島　佑哉 ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾔ 346 鹿児島県 志學館大学

4 B-3 関　穂嵩 ｾｷ ﾎﾀﾞｶ 754 大分県 日本文理大学

5 E-2 伊藤　泰我 ｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ 154 福岡県 九州大学

6 F-1 池田　一生 ｲｹﾀﾞ ｲｯｾｲ 806 沖縄県 沖縄国際大学

7 D-1 廣山　誉英 ﾋﾛﾔﾏ ﾀｶﾋﾃﾞ 565 鹿児島県 福岡大学

8 A-2 川原林　廉 ｶﾜﾊﾗﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 256 鹿児島県 第一工業大学

9 B-2 下郡　潤平 ｼﾓｺﾞｵﾘ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 752 大分県 日本文理大学

10 C-2 坂倉　恭平 ｻｶｸﾗ ｷｮｳﾍｲ 340 鹿児島県 志學館大学

11 F-2 田原　明宗 ﾀﾊﾗ ｱｷﾑﾈ 805 沖縄県 沖縄国際大学

12 A-1 アニーダ　サレー Ahnida Saleh 1178 モロッコ 第一工業大学

13 D-3 河田　健太郎 ｶﾜﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 562 熊本県 福岡大学

14 C-1 島本　祐輔 ｼﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 335 鹿児島県 志學館大学

15 G-2 野田　良生 ﾉﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 167 広島県 熊本大学

16 B-1 米倉　光祐 ﾖﾈｸﾗ ｺｳｽｹ 762 大分県 日本文理大学

17 E-1 古川　大晃 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｱｷ 313 熊本県 九州大学

18 A-3 嵜本　浩士 ｻｷﾓﾄ ﾋﾛｼ 257 長崎県 第一工業大学
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