
第１７回西日本中学駅伝　女子の部

主催：西日本中学駅伝実行委員会 主管：大牟田市陸上競技協会 とき:2020年2月2日

第1区(2.8km  9'04") イオンモール ～ 西浜田町 

第2区(2.4km  8'23") 西浜田町 ～ オートサルーン羽山東 

第3区(2km  6'45") オートサルーン羽山東 ～ 中友小西門 

第4区(2.5km  8'30") 中友小西門 ～ 諏訪公園東側 

第5区(2.3km  7'30") 諏訪公園東側 ～ イオンモール 

総距離 12km(40'37")

ﾅﾝﾊﾞｰ チーム名 監督名 選手 選手 選手 選手 選手 選手 選手 選手 選手

ﾉﾎﾞｷ ﾊﾙｵﾐ ﾓﾘﾔｽ ﾓﾓｶ ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｷ ｵｶﾀﾞ ﾘﾅ ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾓﾅｺ ｱｵｷ ﾘｺ ｳﾂﾐ ｻﾕﾘ

1 三原第五 登木  治臣 森安  桃風② 髙橋  美月② 岡田  梨那① 立花萌成子① 青木  莉子② 内海さゆり①

ｵｵﾀ ｹﾝｼﾞ ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾅﾀ ﾅｶﾞｼﾏ ｺｺﾈ ﾅｶﾞﾇﾏ ﾋｵﾘ ﾅｶﾞﾏﾁ ｸﾗﾗ ﾌﾁｶﾞﾐ ｻﾖ ﾑﾗｲ ﾓｶ

2 ASAKAWA　TAC 大田  賢治 山本ひなた② 永島  心音① 永沼  妃織① 長町くらら① 渕上  彩代① 村井  百佳①

オープン ﾑﾗﾔﾏ ﾉﾘｺ ﾌｸｴ ｶｴﾃﾞ ﾆｼﾑﾗ ﾐｵ ｼｮｳﾌﾞ ﾏｵ ﾅｶﾔﾌﾞ ｻﾗ ｽｴﾓﾘ ｱﾔﾊ ﾃﾙﾔﾏ ｻｷ ﾏﾂｶﾜ ｽｽﾞｶ

3 青嵐陸上ｸﾗﾌﾞ 村山  徳子 福江かえで② 西村  美桜② 菖蒲  茉央① 中薮    紗② 末森  彩葉① 照山  咲希② 松川  鈴佳②

ﾊﾅｲｼ ﾉﾘｺ ｻｺﾀﾞ ｱｷ ｵｵﾀ ﾜｺ ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕｲ ﾋｸﾞﾁ ﾘｺ ﾎｳｼﾞｮｳ ｵﾄﾊ ﾖｼﾅｶﾞ ｼｵﾘ ｶﾈﾀﾞ ﾋﾅ ﾐﾉ ﾅﾂﾐ

4 板櫃 花石  紀子 迫田  逢綺② 太田  稚子② 宇都宮優李② 樋口  莉子② 北條  乙羽① 吉永栞緒里① 兼田  姫菜② 蓑  なつみ①

ﾖｺﾔﾏ ｱﾐ ｻｼｶﾀ ﾕｳﾅ ﾀｶｷ ﾏﾕ ﾄｺﾛ ｻｸﾗ ﾊﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ ﾊﾗ ｱｶﾘ ﾋｸﾞﾁ ｶｴ ﾎﾘｺｼ ｻﾕｷ ﾅｷﾞﾉ ﾐﾗｲ ﾖｼﾑﾗ ﾐｸﾘ

5 粕屋東 横山  阿美 指方  優那② 髙木  麻結② 所    咲良② 濱田  那月② 原  あかり② 樋口  可恵② 堀越  桜雪② 薙野  未来① 吉村  実栗①

ｻｻｷ ｱﾔ ｶﾐｶﾜ ｱｽｶ ﾂﾁﾀﾞ ﾘｻ ﾀﾑﾗ ｻﾅ ｳﾉｷ ﾐﾜ ｲﾜﾐ ﾘﾝﾈ ｲｼﾏﾂ ﾄﾓｶ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ ﾂﾂｲ ﾘｵ ｻｶﾓﾄ ﾙﾅ

6 千代 佐々木  彩 上川明日香② 土田  莉颯② 田村  紗那② 鵜木  美羽① 岩見  凛音① 石松  知佳① 中村  花菜① 筒井  莉央① 坂本  瑠奈①

ﾏｷﾉ ﾀｶﾂｸﾞ ﾀﾅｶ ｻｴ ﾍﾞﾂﾐﾔ ﾌｳｶ ﾁｮｳ ｽｽﾞﾊ ｳﾁﾉ ｿﾅ ｺﾀﾞﾏ ﾐﾕｳ ｽｶﾞ ﾐｻｷ ﾀﾑﾗ ｲﾁｶ ｼﾐｽﾞ ﾚﾐ

7 志免町陸友会 牧野  孝嗣 田中  沙英② 別宮  楓花② 長    涼葉① 内野  空那① 小玉  実優① 菅    美咲① 田村  一花① 清水  麗美①

ｱﾘﾀ ﾖｼﾋｺ ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾘ ﾅｶﾞﾏﾂ ﾋｶﾙ ﾀﾊﾞﾀ ﾏﾎ ﾎﾝﾀﾞ ﾕｲｶ ｸﾎﾞ ﾏｲﾐ

8 福岡城南A 有田  慶彦 松本明香里① 永松  輝留① 田畑  真帆① 本田  唯花① 久保  舞美②

ｱﾘﾀ ﾖｼﾋｺ ﾔﾏﾓﾄ ﾏｵ ｺﾔﾅｷﾞ ﾕﾐｶ ｴｸﾞﾁ ｺﾄｶ ﾓﾘﾀ ﾐｵ ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾅﾀ

9 福岡城南B 有田  慶彦 山本  真緒② 小柳結未佳① 江口  采花① 森田  珠央① 五十嵐ひなた①

ﾑﾗﾔﾏ ﾉﾘｺ ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔｶ ﾉﾓﾄ ﾅｷﾞｻ ｴﾝﾄﾞｳ ﾎﾉｶ ﾎﾘﾀ ﾒｲ ﾏﾂｶﾜ ｽｽﾞｶ ｽｴﾓﾘ ｱﾔﾊ ﾅｶﾔﾌﾞ ｻﾗ ﾃﾙﾔﾏ ｻｷ ｼｮｳﾌﾞ ﾏｵ

10 曽根 村山  徳子 杉本  彩香① 野元    渚② 遠藤  暖果② 堀田  芽生① 松川  鈴佳② 末森  彩葉① 中薮    紗② 照山  咲希② 菖蒲  茉央①

ｵｵﾂﾎﾞ ｱｷﾋﾛ ｶｻｲ ﾓｱ ﾀﾑﾗ ﾕｳﾅ ｱｷﾔﾏ ｱｲｻ ﾔﾉ ｺﾊﾙ ﾊﾔｼﾀﾞ ｱｲ ｶｲ ﾐｺﾄ

11 花尾 大坪  明寛 笠井  望愛② 田村  優和② 秋山  愛咲① 矢野  心晴① 林田  あい① 甲斐  三琴①

ﾅｶｵ ﾀｶｱｷ ｱﾘﾀ ﾐｳ ﾔﾉ ｼｵﾘ ｼﾓｺﾞｵﾘ ｱﾐ ｲﾉｳｴ ﾊﾅ ﾔﾏｶﾞ ｱｵｲ ﾏﾂｳﾗ ﾁｻｷ ﾅｶﾞﾏﾂ ﾕｳ ﾋﾀｶ ﾕｲ

12 本城陸上クラブ 中尾  孝昭 有田  美海② 矢野  汐栞② 下郡  杏実② 井上  はな② 山香あおい① 松浦智紗希① 永松    優① 日高  優衣①

ﾀｹｳﾁ ｻﾄｺ ｻｶﾓﾄ ｷﾗﾗ ﾏﾂｵｶ ﾐﾅﾐ ﾀﾅｶ ﾕﾗ ｱﾝｻﾞｲ ｽﾐｶ ｱｶｲｹ ﾕｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ ｲｶﾞﾀ ｱﾂｷ ｻｶｲ ｺﾄﾊ ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｵｲ

13 松原 竹内  聡子 坂本  綺星② 松岡向日葵① 田中  夢來① 安西  澄夏① 赤池    結① 小林  渚美① 井形  温紀② 酒井  琴葉② 松永    葵②

ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ ﾀｹﾀﾞ ｺﾊﾙ ﾅｶﾞﾖｼ ｱｲｶ ﾖｼﾅｶﾞ ﾕﾗ ﾊﾗﾀﾞ ﾘｵ ﾆｲﾅ ﾕｷﾎ ﾌﾙｺ ﾊﾅ ﾔｽﾓﾄ ﾌｳ

14 守恒 髙橋  浩士 武田  胡春② 永吉  愛佳② 良永  ゆら② 原田  理央① 新名  幸歩② 古子    英② 安本    楓②

ﾔﾏﾈ ﾂﾈﾔｽ ﾊｼﾓﾄ ﾋﾅﾀ ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂﾉ ｱｶｾ ﾕﾅ ﾀｷﾌｶ ﾘﾑ ｲｼｻﾞｷ ｺｺｱ ﾅｶｿﾞﾉ ﾕｲ ﾖｼﾑﾗ ﾐﾉｶ ｺﾞﾝﾄﾞｳ ﾘﾝ ｵｵﾂｶ ｺﾄﾘ

15 湯川 山根  常靖 橋本ひなた② 前田  夏野② 赤瀨  優那② 瀧深  心夢① 石﨑  心愛① 中薗  由依① 吉村実乃果① 権藤    凛① 大塚  琴織②

ﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ ﾔﾌﾞﾀ ｺﾉ ﾂﾁﾔﾏ ｶﾉ ﾐﾔﾍﾞ ｺｺ ﾓﾘﾔﾏ ﾅｵｺ ﾖｼｶﾞﾐ ﾕﾘｶ ﾌｸｼﾏ ｻｸﾗ

16 霧丘 田村  領太 薮田  胡乃② 土山  かの① 宮部  瑚子① 森山  直子① 善上優理香① 福島さくら②

ｸﾒ ﾕｳｲﾁﾛｳ ｶﾜｻｷ ﾐｶ ﾌｼﾞｲｴ ﾉﾄﾞｶ ｲﾄｳ ﾙﾘ ﾏｻｷ ﾕｳ ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾅ ｶﾜｻｷ ｺﾄﾐ ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓｶ

17 西部 久米勇一郎 川﨑  望加① 藤家  和香① 伊東  瑠梨① 眞﨑  悠羽① 松本  里奈② 川﨑  琴実② 前田  百伽②

オープン ﾏﾂﾅｶﾞ ﾘｭｳｲﾁ ｷﾄﾞ ﾏｲｶ ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐｻｷ ｲﾄｳ ﾋﾅ ﾀﾊﾗ ﾐﾄﾞﾘ ﾎﾘｼﾏ ﾏﾕ ﾂﾙ ﾅﾐ ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾗﾝ ﾋﾗﾔﾏ ﾉﾄﾞｶ

18 南関 松永  龍一 城戸  苺花② 藤原  美咲① 伊藤  妃菜① 田原    翠① 堀島  まゆ① 鶴    那海① 松元  夢蘭② 平山  和花②

ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｼ ｵｶﾞﾀ ﾊﾙｶ ｲｼｶﾜ ﾐｻｷ ｲﾃﾞ ｱﾔﾅ ﾎｼｺ ﾋﾄﾐ ｵｶﾞﾀ ﾒｲ ｲｼﾊﾗ ﾐｸ ｲﾅﾀﾞ ﾏﾅｶ ﾀﾅｶ ﾚｲｱ

19 山鹿 前田    浩 緒方  陽花② 石川美沙希① 井手  彩七② 星子  仁美① 緒方  萌衣① 石原  未来② 稲田  愛夏② 田中  鈴彩①

ｼｭｸﾘ ﾄﾓｱｷ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾐ ﾄﾀﾞ ﾐｵ ﾀｶｼ ｶﾎ ﾊｷﾞﾜ ｺｺﾛ ﾏﾂｵ ﾅﾅ ﾆｼﾀ ｶﾉﾝ ｽｴｻﾞ ﾅﾅﾐ

20 城東 宿理  智明 山本  釉未② 戸高  弥桜② 高司  果歩② 萩原こころ① 松尾  奈那① 西田  花音① 末﨑  七実②

ｶﾝｻﾞｷ ﾏｻﾖｼ ｵｸ ｶﾘﾝ ｻｶﾓﾘ ﾐｻｷ ｻﾄｳ ﾅｺﾞﾐ ﾄﾓﾏﾂ ﾋﾅ ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｶﾈ ｴﾄｳ ﾐﾗｲ ｼﾉﾀﾞ ﾐｸ ｾｲｼﾞｮｳ ｻﾔ ﾆｼ ﾅﾅﾐ

21 東中津クラブ 神崎  正吉 於久  花鈴② 酒盛美瑳希② 佐藤    和② 友松  陽菜② 藤本明花音② 衛藤  実来① 篠田  実玖① 淸城  咲絢① 西  菜々美①



第１７回西日本中学駅伝　男子の部

主催：西日本中学駅伝実行委員会 主管：大牟田市陸上競技協会 とき:2020年2月2日

第1区(3.9km 11'46") イオンモール ～ 西浜田町 

第2区(2.3km  7'00") 西浜田町 ～ オートサルーン羽山前 

第3区(3.9km 12'17") オートサルーン羽山前 ～ オートサルーン羽山東 

第4区(2km  6'04") オートサルーン羽山東 ～ 中友小西門 

第5区(2.9km  8'39") 中友小西門 ～ イオンモール 

総距離 15km(47'10")

ﾅﾝﾊﾞｰ チーム名 監督名 選手 選手 選手 選手 選手 選手 選手 選手 選手

ﾉﾎﾞｷ ﾊﾙｵﾐ ｼｮｳﾊﾀ ﾘｭｳｺﾞ ﾖｼｵｶ ﾄﾓﾔ ﾀﾃｲｼ ﾕｳｷ ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾐ ｵｶﾉ ｺｳｷ ｶﾜｲ ﾄｼﾉﾘ ﾐﾑﾗ ｺｳｷ ﾓﾘｶﾜ ﾔｽｼ ﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ

1 三原第五 登木  治臣 正畑  竜悟 吉岡  知哉 立石  優紀 大久保匠己 岡野  亘稀 川井  俊典 三村  幸輝 森川  康志 原    脩平

ﾖｼﾑﾗ ﾅｵｷ ｲｼﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ ﾔﾏﾊﾗ ﾖｳﾀ ﾖｼﾑﾗ ﾘｸﾄ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾔ ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾅｵｷ ｶﾜﾍﾞ ﾏｻﾄ

2 柳井 吉村  直樹 石田康之助② 山原  陽太② 吉村  陸翔② 川端  悠矢① 柳本  直樹① 河邉  将斗①

ｵｵﾀ ｹﾝｼﾞ ｺﾞﾄｳ ﾙｲ ﾜﾀﾞ ﾚｲ ﾆｼｸﾎﾞ ﾀｸﾐ ｳﾒﾀﾞ ﾀｲﾁ ﾉﾐﾔﾏ ﾀｶﾖｼ

3 ASAKAWA TAC 大田  賢治 後藤  琉碧② 和田    澪② 西久保拓海② 梅田  泰知① 野見山貴圭①

ﾑﾗﾔﾏ ﾉﾘｺ ｳﾏｺｼ ﾕｳｷ ﾆﾉﾐﾔ ｺｳﾀﾞｲ ｵｶﾀﾞ ﾅｵｷ ﾅｶﾞﾔｽ ﾋｼﾞﾘ ﾅｶﾞｾ ｳﾀ

4 青嵐陸上ｸﾗﾌﾞ 村山  徳子 馬越  悠生② 二ノ宮広大② 岡田  直樹① 永易    聖① 永瀬  詩大②

ﾖｼﾀﾞ ﾌﾐ ﾏﾁﾄﾞﾘ ｷﾖﾊﾙ ｻﾄｳ ｺｳｾｲ ﾅｶﾑﾗ ｶｲｼ ｳﾁﾉ ﾘｭｳｷ ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾄ ﾎﾘｴ ﾅｵ ｻｶｲ ｲｻﾑ ﾔﾏﾓt ｺｳｷ ｸﾒ ﾋﾛｱｷ

5 大牟田甘木 吉田  ふみ 待鳥  清春② 佐藤  倖成① 中村  魁士① 内野  竜輝① 中山  瑛斗① 堀江  脩生① 酒井  勇武① 山本  紘気① 久米  弘晃①

ﾊﾅｲｼ ﾉﾘｺ ﾀｶｲﾗ ﾏｻﾔ ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ ﾋﾛｵｶ ﾕｳﾏ ﾌﾙﾀ ﾕｳｷ ｴﾄｳ ﾘｭｳﾔ ﾉｸﾞﾁ ｲﾂｷ

6 板櫃 花石  紀子 高井良優哉② 吉村  健吾② 廣岡  悠真② 古田  裕己② 衛藤  瑠哉① 野口  一樹①

ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ ﾓﾘ ﾕｳｷ ｱｷﾔﾏ ｴｲｽｹ ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾀ ﾏﾂｵ ﾀﾀﾞｼ ﾋﾗﾆｼ ｺｳ ﾀﾃｲｼ ｺｳﾀ ｺﾞﾄｳ ﾀﾐ ﾌｸﾀﾞ ﾋｻｷ

7 香椎第二 井手潤之介 松田憲史朗② 森    勇稀② 秋山  瑛典② 木下  祐太① 松尾  理志① 平西    紘① 立石  晃大② 後藤    民② 福田  寿希①

ｶﾐﾑﾗ ﾕｳｺﾞ ｲｼﾞﾘ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾌｼﾞｶﾐ ﾚｲﾔ ﾌﾅﾂ ﾙｲ ﾔﾋﾛ ﾘｭｳﾍｲ ﾕｳｷ ｱｲﾑ ｶﾜﾓﾄ ｺﾀﾛｳ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｷ ﾔﾋﾛ ｺｳｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ

8 粕屋東 神村  勇吾 井尻龍之介② 藤上  怜也② 舩津  類生② 八尋  隆平② 結城  愛歩② 河本珈太朗① 藤本  浩輝① 八尋  浩樹① 渡辺    麟①

ﾔﾏｸﾞﾁ ｴｲｲﾁ ﾔｽﾐﾂ ﾄｷﾅﾘ ﾖｼﾀﾞ ﾘｸ ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾄ ｲﾏﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾄ ﾖｼｶﾜ ｺｳｷ ｵｵｶﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ ｾｷｵｶ ｺｳｷ ﾏﾂﾓﾄ ｲﾂｷ ﾊﾔｼ ｻﾝｼﾛｳ

9 企救 山口  栄一 安光  時成② 吉田    陸② 横山  将斗② 今林  尚斗① 吉川  剛樹① 大賀祥太郎① 関岡  煌希① 松本  樹己① 林  三史郎①

ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｸﾄ ｶﾂﾊﾗ ﾘｸ ﾅｶﾞﾐﾂ ｺｳｼﾞ ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ ｶﾜﾑﾗ ﾅｵ ｸﾎﾞﾀ ﾄﾗﾉｽｹ ｵｵｻｺ ｼｮｳﾚﾝ ｼﾗｲｼ ﾅﾙﾄ ﾓﾘｵｶ ﾋﾛﾅﾘ

10 北九州千代 山本  和弘 渡邊  咲斗② 勝原  凛空② 永光  晃司② 山本  陽斗① 川村    直① 久保田虎ノ助① 大迫  正蓮① 白石  成翔① 森岡  裕就①

ｼﾗｲｼ ﾄｼﾐ ｵｵｶﾜ ｼｮｳﾏ ﾖｼﾄﾒ ﾕｳﾀ ﾂﾉﾀﾞ ｲｸﾄ ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾂﾉﾘ ｲｼｶﾜ ｱｵ

11 コスモスRC 白石  俊美 大川  翔雅② 吉留  祐汰① 津野田侑斗① 德永  厚礼① 石川  蒼大①

ﾏｷﾉ ﾀｶﾂｸﾞ ﾜｷﾀ ﾃｯｼｮｳ ﾉﾂ ﾀﾞｲｷ ﾅｶﾆｼ ﾊﾔﾄ ﾏﾂｵ ｺｳﾀ ﾀｹﾓﾄ ﾊﾙﾄ ｲﾇﾂｶ ﾕｲｾｲ

12 志免町陸友会 牧野  孝嗣 脇田  哲匠② 野津  大気② 中西  隼仁② 松尾  孝汰② 竹本  悠人② 犬塚  唯惺①

ｱﾘﾀ ﾖｼﾋｺ ｸｼﾏ ﾂﾊﾞｻ ｻｶｲ ﾐﾋﾛ ｵｸﾑﾗ ｺｳﾉｽｹ ｵｵﾀ ｶﾝﾄ ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾏ

13 福岡城南A 有田  慶彦 串間    翼② 堺    海尋② 奥村倖ノ介② 太田  敢乙② 松田  祐真①

ｱﾘﾀ ﾖｼﾋｺ ｵｸﾑﾗ ﾕｳﾉｽｹ ｿﾈﾀﾞ ﾊﾙｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ ｲﾁｶﾜ ﾊﾙ ﾋｻﾓﾄ ﾃﾝﾕｳ

14 福岡城南B 有田  慶彦 奥村祐ノ介② 曽根田陽紀② 渡邊晃一郎② 市川  晴琉② 久本  天優②

ﾑﾗﾔﾏ ﾉﾘｺ ｸﾎﾞ ﾏﾋﾛ ﾓﾘﾓﾄ ｼｭｳ ｻﾄｳ ﾕｳｺﾞ ﾃﾗﾀﾞ ｶﾅﾄ ｵｵｻﾜ ｼｭﾝｽｹ ﾃﾗｵ ﾕｳﾀﾞｲ ﾔｽﾀﾞ ｻｸﾔ ﾐﾔﾀ ｱｵｲ ﾌｼﾞｲ ﾑﾂｷ

15 曽根A 村山  徳子 久保  茉潤① 森本  守勇① 佐藤  有悟① 寺田  奏斗② 大澤  俊介① 寺尾  雄大① 安田  朔矢① 宮田  蒼生① 藤井  陸熙①

ﾑﾗﾔﾏ ﾉﾘｺ ﾔｽﾀﾞ ｻｸﾔ ﾃﾗｵ ﾕｳﾀﾞｲ ﾐﾔﾀ ｱｵｲ ﾌｼﾞｲ ﾑﾂｷ ﾐﾔｼﾞﾏ ｶﾅﾃﾞ ﾅｶﾞｾ ｳﾀ ﾅｶﾞﾔｽ ﾋｼﾞﾘ

16 曽根B 村山  徳子 安田  朔矢① 寺尾  雄大① 宮田  蒼生① 藤井  陸熙① 宮島    奏① 永瀬  詩大② 永易    聖①

オープン ｽｴﾅｶﾞ ﾉﾘﾋﾄ ｺﾐﾔ ｺｳｴｲ ﾀﾅｶ ｺｳｷ ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳ ﾏﾂｵ ｼｭｳﾄ ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｸﾐ ﾊﾏﾁ ﾗﾝﾀ ｵｶﾀﾞ ｱｵｲ ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀ ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ

17 大牟田田隈 末永  徳仁 小宮  康永③ 田中  孝輝③ 山田    祥③ 松尾  蹴斗② 徳永  拓未② 濱地  嵐大② 岡田  蒼唯② 坂本  凌大② 坂口  聖幸①

ｺｶﾞ ﾔｽﾋﾛ ｲﾅﾀﾞ ﾀｸﾔ ｲﾅﾀﾞ ﾊﾙﾔ ｼﾗｶﾜ ﾋﾛﾀｶ ﾑﾗｶﾐ ﾓﾄﾊﾙ ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳﾏ ﾏｴﾊﾗ ｼｭｳ ｳｴﾀﾞ ﾐｸﾙ ｻｶｴ ｺｳｼﾛｳ ﾏﾂｵ ﾘｭｳｾｲ

18 白光 古賀  康弘 稲田  拓哉② 稲田  陽哉① 白川  裕崇② 村上  元春① 前田  柊馬① 前原  至裕② 上田  未来② 榮  晃志郎① 松尾  隆生②

ｵｵﾂﾎﾞ ｱｷﾋﾛ ｱｻﾋ ﾕｳｷ ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾙ ｼﾗｲﾜ ｼﾝ ｶﾄｳ ｻﾄﾙ ｸﾗﾖｼ ｺｳ ｼｲﾊﾞ ﾀｲｷ ﾜﾀﾞ ﾗﾝｷﾞｭ

19 花尾 大坪  明寛 朝日  裕暉② 石田  健流② 白岩    心② 加藤    惺① 倉吉    巧① 椎葉  泰喜① 和田  郞圭①

ﾘｷﾏﾙ ｺｳｲﾁ ｼﾓﾀﾞ ﾕｳｷ ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ ﾐｽﾞｷ ﾕｳﾄ ﾌｸﾀﾆ ﾕｳﾀ ｷｳﾁ ﾉｿﾞﾐ ﾊｾ ｷｮｳｽｹ ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳ ﾕﾐﾀﾃ ｼﾝﾔ ｸﾎﾞ ｶｻﾞﾄ

20 福間A 力丸  晃一 下田  悠樹② 松下丈太郎② 水木  悠翔② 福谷  悠太② 木内    望② 長谷  京介① 安永    優② 弓立  真矢② 久保  風音②

ﾘｷﾏﾙ ｺｳｲﾁ ﾌｸﾀﾆ ﾕｳﾀ ｷｳﾁ ﾉｿﾞﾐ ﾆｼﾑﾗ ｶﾝﾀﾛｳ ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳ ﾕﾐﾀﾃ ｼﾝﾔ ﾆｼﾑﾗ ｶﾝﾀﾛｳ ｲｻﾔﾏ ﾊﾙﾄ ﾏﾂｵ ｺﾀﾛｳ ﾅﾅｼﾏ ｹﾝﾀ

21 福間B 力丸  晃一 福谷  悠太② 木内    望② 西村勘太郎① 安永    優② 弓立  真矢② 西村勘太郎① 諌山  陽翔② 松尾虎太郎① 七島  健太①



ﾀｹｳﾁ ｻﾄｺ ｲﾀﾊﾞｼ ｺｳｼﾛｳ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｳｼﾝ ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ ｵｵﾓﾘ ｺﾊｸ ｽｻﾞｷ ﾔﾏﾄ ﾏｷ ﾋﾛﾄ ﾊﾔｼﾀﾞ ｹｲｼ ｸﾛｶﾜ ﾏﾋﾛ

22 松原 竹内  聡子 板橋広志朗② 松永  悠慎② 川口  晶平② 大森  胡白① 須崎  大和① 槙    優斗① 林田  啓志① 黒川  真亘②

ﾌｼﾞｷ ｺｳｼﾞ ﾊﾞﾊﾞ ｵｳﾀ ｱﾘﾀ ﾊﾙｷ ﾊﾀﾀﾞ ﾑｷﾞﾄ ｲﾜﾀ ｱｷﾋﾛ ﾅｶｵ ｻｸ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾔ ﾔﾉ ｼｮｳﾀ ｶﾜﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ

23 宮原 藤木  浩二 馬場  桜太② 有田  晴紀② 畑田  麦土② 岩田  明大① 中尾  咲玖① 藤森隆之介① 松本  和也① 矢野  翔大① 川村孝太郎①

ﾔﾏﾈ ﾂﾈﾔｽ ｶﾐﾖｼ ｷｲﾁ ﾓﾘﾓﾄ ｺｳｾｲ ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ ｳﾗﾉ ﾕｳﾍｲ ｼｹﾞﾔﾏ ﾕｳﾄ ｶﾜﾓﾄ ﾔｽﾀｶ ｵｵｸﾎﾞ ｺｳｽｹ ｶﾜｶﾐ ﾘｭｳ ﾌｼﾞｵｶ ﾊﾙﾋ

24 湯川 山根  常靖 神吉  喜一② 森本  好誠② 田中  陽翔② 浦野  雄平② 茂山  勇斗② 河本  健孝② 大久保幸亮① 河上    颯① 藤岡  陽日①

ﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ ｻﾄｳ ｹｲｺﾞ ﾊﾗﾀﾞ ﾙｷｱ ｲﾜｻｷ ﾄﾓｷ ｱｻｳﾐ ﾕｳｷ ｳﾂﾐ ﾀｶｳﾐ ﾌｼﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ

25 霧丘 田村  領太 佐藤  恵伍② 原田琉輝亜② 岩﨑  友希② 浅海  悠樹① 宇津見空海① 藤田拳太朗①

ｸﾒ ﾕｳｲﾁﾛｳ ﾐﾈﾏﾂ ｵｳｽｹ ｵｶﾞﾀ ｲｵﾘ ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ ﾅｶｼﾏ ｿｳﾀ ﾅｶﾞﾌﾁ ｶｲﾄ ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ ﾅｶﾊｼ ｶﾝﾀ ﾐﾈﾏﾂ ﾀｸﾐ

26 西部 久米勇一郎 峰松  旺丞② 尾形  一織① 北川  諒介① 中島  颯太① 永渕  凱都① 原口  大悟① 中橋  幹太① 峰松  拓己①

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾘｭｳｲﾁ ﾅｶﾑﾗ ｴｲﾄ ｸﾛﾋｼﾞ ﾀｹﾙ ﾆｼﾔﾏ ｱﾂｼ ﾎﾘ ｷｮｳｼﾛｳ ﾔﾏｳﾁ ﾀｲｾｲ ﾐﾖｼ ｷｮｳﾀ ﾌｸﾀﾞ ｳﾐ

27 南関 松永  龍一 中村  映斗② 黒肥地健琉② 西山    諄② 堀  恭士朗② 山内  大成② 三良  強太① 福田  羽望②

オープン ｼｭｸﾘ ﾄﾓｱｷ ｸﾄﾞ ﾘｸ ｸﾄﾞ ﾘｮｳ ｸﾏｶﾞ ﾕｷﾄ ﾏﾂｲ ﾊｼﾞﾒ ﾐﾔｻﾞ ｺﾊﾙ ﾏﾙｲ ｼﾝﾀﾛｳ ｺﾝ ﾀｲﾄ ﾎｼ ﾚｵ ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ

28 城東･浜脇 宿理  智明 工藤    陸② 工藤    崚② 熊谷  幸翔② 松井    一② 宮﨑  琥悠① 丸井慎太郎① 今    泰斗① 星    玲凰② 伊東  大翔①

ｶﾝｻﾞｷ ﾏｻﾖｼ ｻﾝﾉﾏﾙ ﾄﾗﾉｽｹ ﾄｷﾀ ﾀｲｷ ﾏﾂｶﾞﾈ ﾀｸﾐ ﾏﾂﾓﾄ ｶｲｾｲ ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｷ ｽｴﾋﾛ ｷｮｳｼﾝ ﾀﾂｻﾞﾜ ｶﾝﾀ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚﾝ ﾏﾂｳﾗ ﾘｭｳﾄ

29 中津緑ヶ丘 神崎  正吉 三ノ丸虎之介② 時田  大輝② 松金  拓海② 松本  凱聖② 池田  治樹① 末廣  鏡真① 立澤  幹太① 藤原    蓮① 松浦  隆人①

ｸﾆﾏﾙ ﾔｽｼ ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙ ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾋﾛ ｺﾞﾄｳ ｼｭｳﾊ ｼﾓﾑﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ ﾏｴﾑﾗ ﾋﾛﾄ ﾖｼﾓﾄ ﾀｲｲﾁﾛｳ

30 小林 國丸  泰司 山下  晴琉② 山本  真央② 後藤  秀波① 下村駿太朗① 前村  優和① 吉元泰一朗①


