
【一般ショート】

1 FUKUOKA.RC 2 上熊本 3 有明高専

監督名 鈴木一暢 監督名 西原　大賀 監督名 井上　仁志

選手1 橋本隆一 選手1 幸野　雄大 選手1 一瀬　友希

選手2 稲田功一 選手2 進谷　崚太 選手2 髙見　大輔

選手3 山田吉秀 選手3 中邑　圭太 選手3 大城　匠己

選手4 出口修 選手4 西原　大賀 選手4 杉本　鴻太郎

選手5 鈴木一暢 選手5 山崎　大輔 選手5 嘉村　秋音

選手6 有田宗玄 選手6 坂田　賢亮 選手6 垂水　蓮寿

選手7 選手7 谷口　壮一郎 選手7 金沢　晴飛

4 三井金属Ａ 5 三井金属Ｂ 6 ARITA UNITED

監督名 下川　大介 監督名 下川　大介 監督名 有田 大将

選手1 下川　大介 選手1 北川　諭 選手1 有田 大将

選手2 永吉　和也 選手2 柿原　奨 選手2 井下 元気

選手3 古賀　智浩 選手3 宮崎　義伸 選手3 三津家 貴也

選手4 砥上　義和 選手4 北原　千尋 選手4 古川 大晃

選手5 帆足　友徳 選手5 井上　雅樹 選手5 中神 恒也

選手6 選手6 選手6 植田 優樹

選手7 選手7 選手7 田上 建

7 ARITA UNITED FUKUOKA 8 AUF walker 9 脱米米倶楽部

監督名 一宮 槙志 監督名 一宮 槙志 監督名 田畑　佳浩

選手1 一宮 槙志 選手1 松尾 直哉 選手1 田畑　佳浩

選手2 白濱 宏樹 選手2 松井 秀幸 選手2 松岡　宏幸

選手3 倉本 昂洋 選手3 仲野　誠 選手3 小川　陸

選手4 松尾 直哉 選手4 一宮 槙志 選手4 村上　廉征

選手5 福江　真吾 選手5 白濱　宏樹 選手5 平岩　篤朗

選手6 古賀 紘人 選手6 浦見　大樹 選手6

選手7 白濱　貴博 選手7 古賀　紘人 選手7

10 福岡市役所Ａ 11 福岡市役所Ｂ 12 鷲尾プロジェクト

監督名 江口　剛 監督名 江口　剛 監督名 鷲尾　萌人

選手1 中島　圭一 選手1 髙田　大樹 選手1 今村　友彰

選手2 壇　耕平 選手2 中原　雅明 選手2 谷口　壮一郎

選手3 薗田　大樹 選手3 宮部　興一朗 選手3 松本　拓己

選手4 田川　欽也 選手4 稗田　豊志 選手4 三浦　裕太

選手5 相田　英祐 選手5 丸木　仁等志 選手5 宮崎　創太郎

選手6 松岡　賢 選手6 江口　剛 選手6

選手7 竹中　菊博 選手7 大野　重雄 選手7

13 三井化学A 14 三井化学B 15 三井化学C

監督名 渡辺　康博 監督名 渡辺　康博 監督名 渡辺　康博

選手1 内田　健 選手1 塚本　政次 選手1 西　翔平

選手2 川添　祐之 選手2 井下　三紀夫 選手2 市川　文明

選手3 松本　誠二 選手3 上畠　秀允 選手3 栗原　咲子

選手4 池田　浩康 選手4 馬場　功 選手4 渡辺　康博

選手5 末友　海 選手5 浦田　秀雄 選手5 浦　大輔

選手6 塚本　政次 選手6 内田　健 選手6 佐藤　誠

選手7 上畠　秀允 選手7 川添　祐之 選手7 大石　將文



16 三井化学D 17 トヨタ九州RC 18 大牟田高校ＯＢ

監督名 渡辺　康博 監督名 境　悠希 監督名 赤池　もやい

選手1 佐藤　誠 選手1 太田　翔一 選手1 徳永　晃希

選手2 今野　雅文 選手2 水上　智則 選手2 岩室　天輝

選手3 吉田　実代 選手3 井　颯司 選手3 森部　清陽

選手4 野口　明彦 選手4 木月　辰徳 選手4 山下　大志

選手5 大石　將文 選手5 境　悠希 選手5 倉野　恭佑

選手6 西　翔平 選手6 選手6 西田　啓悟

選手7 渡辺　康博 選手7 選手7 古賀　裕樹


