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第 43 回 全 九 州 ス キ ー 選 手 権 大 会
開催日：平成29年3月5日（日）　天候：くもり 平成２９年３月５日(日)
開催地：九重森林公園ｽｷｰ場ﾁｬﾚﾝｼﾞｺｰｽ(大分県玖珠郡九重町大字湯坪)
旗門数：19旗門18ﾀｰﾝ(ｾｯﾀｰ：[佐賀県：長野誠道])

種目 ＧＳ 男子 公　式　記　録

順位 Bib № 選手名 フリガナ 所属クラブ チーム 県 ﾀｲﾑ

1 102 山田 雅仁 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾄ 熊本ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 熊本ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ_A 熊本 00:32.79

2 59 入間川 穂高 ｲﾙﾏｶﾞﾜ ﾎﾀﾞｶ 鹿児島ﾚｰｼﾝｸﾞ 鹿児島ﾚｰｼﾝｸﾞ 鹿児島 00:34.62

3 79 本山 孝祐 ﾓﾄﾔﾏ ｺｳｽｹ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱ 福岡 00:34.79

4 110 梅津 孝生 ｳﾒﾂﾞ ﾀｶｵ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ_B 福岡 00:35.13

5 84 杉本 和輝 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ ｽｷｰﾁｰﾑｽﾉｰﾏﾝ ｽｷｰﾁｰﾑｽﾉｰﾏﾝ 大分 00:35.16

6 129 松本 一弥 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 熊本ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 熊本ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ_B 熊本 00:35.44

7 75 小川 大策 ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｻｸ 熊本ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 熊本ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ_A 熊本 00:35.46

8 83 小梁川 健 ｺﾔﾅｶﾞﾜ ﾀｹｼ 鹿児島ﾚｰｼﾝｸﾞ 鹿児島ﾚｰｼﾝｸﾞ 鹿児島 00:35.58

9 60 西田 太一 ﾆｼﾀﾞ ﾀｲﾁ ｽｷｰﾁｰﾑｽﾉｰﾏﾝ ｽｷｰﾁｰﾑｽﾉｰﾏﾝ 大分 00:35.61

10 119 坂井 優光 ｻｶｲ ﾕｳｷ みやざきｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ みやざきｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ_B 宮崎 00:35.67

11 127 小倉 勉 ｵｸﾞﾗ ﾂﾄﾑ 長崎ｽﾉｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 長崎ｽﾉｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ_B 長崎 00:35.92

12 109 井上 功 ｲﾉｳｴ ｲｻｵ みやざきｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ みやざきｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ_A 宮崎 00:36.28

13 69 小関 祐治 ｵｾﾞｷ ﾕｳｼﾞ 大分すべろう会 大分すべろう会 大分 00:36.79

14 122 濱谷 秀治 ﾊﾏﾀﾆ ｼｭｳｼﾞ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱBﾁｰﾑ 福岡 00:36.86

15 136 加瀬 孝浩 ｶｾ ﾀｶﾋﾛ 熊本ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 熊本ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ_ﾏｽﾀ-ｽﾞ 熊本 00:37.31

16 94 山﨑 庸弘 ﾔﾏｻｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 県庁ｽｷｰｸﾗﾌﾞ (個人エントリー) 佐賀 00:37.41

17 112 田村 博 ﾀﾑﾗ ﾋﾛｼ 鹿児島ﾚｰｼﾝｸﾞ 鹿児島ﾚｰｼﾝｸﾞ 鹿児島 00:37.44

18 118 福山 涼太 ﾌｸﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 熊本ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 熊本ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ_B 熊本 00:37.52

19 64 多田 遼生 ﾀﾀﾞ ﾊﾙｷ 大分県教職員ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 大分県教職員ｽｷｰｸﾗﾌﾞ_C 大分 00:37.94

20 96 橋口 英介 ﾊｼｸﾞﾁ ｴｲｽｹ Junior Alpine Kumamoto Junior Alpine Kumamoto_D 熊本 00:38.21

21 67 小田 聖司 ｵﾀﾞ ｾｲｼﾞ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱ 福岡 00:38.28

22 117 助村 祐大 ｽｹﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 長崎ｽﾉｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 長崎ｽﾉｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ_B 長崎 00:38.56

23 72 真鍋 義朗 ﾏﾅﾍﾞ ﾖｼﾛｳ みやざきｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ みやざきｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ_A 宮崎 00:38.57

24 100 辻 雅英 ﾂｼﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ ｽｷｰﾁｰﾑｽﾉｰﾏﾝ ｽｷｰﾁｰﾑｽﾉｰﾏﾝ 大分 00:38.60

25 66 小川 誠治 ｵｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会_B 福岡 00:38.64

26 142 澤山 法義 ｻﾜﾔﾏ ﾉﾘﾖｼ 熊本ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 熊本ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ_ﾏｽﾀ-ｽﾞ 熊本 00:38.68

27 74 林 亮兵 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾍｲ 新日鐵住金八幡ｽｷｰ班 新日鐵住金八幡ｽｷｰ班 福岡 00:39.09

28 123 西山 太基 ﾆｼﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 熊本ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 熊本ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ_B 熊本 00:39.22

29 141 田北 和博 ﾀｷﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 熊本ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 熊本ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ_ﾏｽﾀ-ｽﾞ 熊本 00:39.39

30 86 遠山 吉光 ﾄｵﾔﾏ ﾖｼﾐﾂ 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会_B 福岡 00:39.45

31 63 池田 利之 ｲｹﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 熊本ｸﾘｽﾀﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ 熊本ｸﾘｽﾀﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ 熊本 00:39.55

32 35 古江 泰己 ﾌﾙｴ ﾀｲｷ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ_A 福岡 00:39.82

33 65 安部 隆信 ｱﾍﾞ ﾀｶﾉﾌﾞ 九重ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 九重ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ_D 大分 00:39.88

34 77 森 祐貴 ﾓﾘ ﾕｳｷ 九重ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 九重ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ_D 大分 00:39.95

35 89 小川 宏明 ｵｶﾞﾜ ｱﾂﾉﾘ 大分県教職員ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 大分県教職員ｽｷｰｸﾗﾌﾞ_C 大分 00:40.32

36 91 山本 勝徳 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾉﾘ 司塾 司塾 福岡 00:40.34

37 87 川嶋 真誠 ｶﾜｼﾏ ｼﾝｾｲ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ_B 福岡 00:40.43

38 82 田村 勇司 ﾀﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 大分すべろう会 大分すべろう会 大分 00:40.50

39 103 田上 義広 ﾀｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会_B 福岡 00:40.55

40 107 林 純生 ﾊﾔｼ ｽﾐｵ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱ 福岡 00:41.11

41 40 上野 渉太 ｳｴﾉ ｼｮｳﾀ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ_A 福岡 00:41.40

42 95 長尾 武彦 ﾅｶﾞｵ ﾀｹﾋｺ 九重ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 九重ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ_D 大分 00:41.57

43 24 池田 健人 ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾄ Junior Alpine Kumamoto Junior Alpine Kumamoto_C 熊本 00:41.75

44 125 内倉 浩二 ｳﾁｸﾗ ｺｳｼﾞ みやざきｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ みやざきｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ_B 宮崎 00:42.30

45 73 高橋 司 ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ 司塾 司塾 福岡 00:42.49

46 105 増永 博 ﾏｽﾅｶﾞ ﾋﾛｼ 熊本ｸﾘｽﾀﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ 熊本ｸﾘｽﾀﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ 熊本 00:42.76

47 42 中西 冬近 ﾅｶﾆｼ ﾌﾕﾁｶ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ_B 佐賀 00:42.83

48 85 浦尻 雅彦 ｳﾗｼﾞﾘ ﾏｻﾋｺ みやざきｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ みやざきｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ_A 宮崎 00:42.86

49 32 久田 裕貴 ﾋｻﾀﾞ ﾕｳｷ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ_B 佐賀 00:43.09

50 68 峯 孝廣 ﾐﾈ ﾀｶﾋﾛ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ_A 佐賀 00:43.29
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第 43 回 全 九 州 ス キ ー 選 手 権 大 会
開催日：平成29年3月5日（日）　天候：くもり 平成２９年３月５日(日)
開催地：九重森林公園ｽｷｰ場ﾁｬﾚﾝｼﾞｺｰｽ(大分県玖珠郡九重町大字湯坪)
旗門数：19旗門18ﾀｰﾝ(ｾｯﾀｰ：[佐賀県：長野誠道])

種目 ＧＳ 男子 公　式　記　録

順位 Bib № 選手名 フリガナ 所属クラブ チーム 県 ﾀｲﾑ

51 57 中林 健 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ Junior Alpine Kumamoto Junior Alpine Kumamoto_D 熊本 00:43.38

52 121 糸永 敏明 ｲﾄﾅｶﾞ ﾄｼｱｷ 大分県教職員ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 大分県教職員ｽｷｰｸﾗﾌﾞ_D 大分 00:44.11

53 113 矢野 嘉彦 ﾔﾉ ﾖｼﾋｺ 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会_C 福岡 00:44.40

54 28 加塩 佑海 ｶｼｵ ﾕｳ 鹿児島ｼﾞｭﾆｱSC 鹿児島ｼﾞｭﾆｱSC_B 鹿児島 00:44.81

55 139 髙名 郁弥 ﾀｶﾅ ｲｸﾔ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ_C 佐賀 00:45.05

56 126 平井 眞之 ﾋﾗｲ ﾏｻﾕｷ 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会_C 福岡 00:45.69

57 133 桑原 武文 ｸﾜﾊﾗ ﾀｹﾌﾐ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ_B 佐賀 00:45.99

58 135 吉玉 孝志 ﾖｼﾀﾏ ﾀｶｼ みやざきｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ みやざきｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ_C 宮崎 00:46.03

59 147 内倉 大輔 ｳﾁｸﾗ ﾀﾞｲｽｹ みやざきｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ みやざきｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ_D 宮崎 00:46.06

60 137 宮崎 直紀 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｵｷ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ_C 佐賀 00:46.15

61 144 渡辺 伸彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ_C 佐賀 00:46.28

62 81 池田 泰介 ｲｹﾀﾞ ﾀｲｽｹ Junior Alpine Kumamoto Junior Alpine Kumamoto_D 熊本 00:46.40

62 116 柳 利光 ﾔﾅｷﾞ ﾄｼﾐﾂ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱBﾁｰﾑ 福岡 00:46.40

64 138 田浦 希 ﾀｳﾗ ﾉｿﾞﾑ みやざきｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ みやざきｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ_C 宮崎 00:46.51

65 99 片岡 稔 ｶﾀｵｶ ﾐﾉﾙ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ_A 佐賀 00:46.54

66 92 日下部 信夫 ｸｻｶﾍﾞ ﾉﾌﾞｵ 新日鐵住金八幡ｽｷｰ班 新日鐵住金八幡ｽｷｰ班 福岡 00:46.73

67 71 今西 康夫 ｲﾏﾆｼ ﾔｽｵ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡 00:46.76

68 93 橋積 崇 ﾊｼｽﾞﾐ ﾀｶｼ 司塾 (個人エントリー) 福岡 00:46.96

69 97 河野 芳範 ｺｳﾉ ﾖｼﾉﾘ 大分すべろう会 大分すべろう会 大分 00:47.01

70 120 大庭 忠弘 ｵｵﾊﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ_B 佐賀 00:47.08

71 111 吉村 和幸 ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡 00:47.89

72 26 立川 遼太 ﾀﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ_B 佐賀 00:48.09

73 131 古江 秀崇 ﾌﾙｴ ﾋﾃﾞﾀｶ 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会_C 福岡 00:48.33

74 104 多田 崇一 ﾀﾀﾞ ﾀｶｶｽﾞ 大分県教職員ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 大分県教職員ｽｷｰｸﾗﾌﾞ_C 大分 00:49.77

75 145 田浦 裕 ﾀｳﾗ ﾕﾀｶ みやざきｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ みやざきｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ_C 宮崎 00:49.95

76 37 山崎 響 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾋﾞｷ みやざきｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ (個人エントリー) 宮崎 00:53.39

77 76 前田 昭 ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾗ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡 00:53.93

78 80 田島 尚之 ﾀｼﾞﾏ ﾅｵﾕｷ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ_A 佐賀 00:54.42

79 30 池田 大和 ｲｹﾀﾞ ﾔﾏﾄ Junior Alpine Kumamoto Junior Alpine Kumamoto_C 熊本 00:56.07

80 78 田中 暁史 ﾀﾅｶ ｱｷﾌﾐ 長崎ｽﾉｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 長崎ｽﾉｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ_A 長崎 00:57.96

81 134 小代 修二 ｼｮｳﾀﾞｲ ｼｭｳｼﾞ 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会_D 福岡 00:59.18

82 146 園川 裕典 ｿﾉｶﾜ ﾋﾛﾉﾘ みやざきｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ みやざきｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ_D 宮崎 01:01.66

83 143 池田 友行 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会_D 福岡 01:02.70

84 124 助村 天大 ｽｹﾑﾗ ﾃﾝﾀﾞｲ 長崎ｽﾉｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 長崎ｽﾉｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ_B 長崎 01:07.01

85 101 古賀 禅一 ｺｶﾞ ｾﾞﾝｲﾁ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ_C 佐賀 01:07.02

86 39 小川 広惺 ｵｶﾞﾜ ｺｳｾｲ 大分県教職員ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 大分県教職員ｽｷｰｸﾗﾌﾞ_JrB 大分 01:11.65

87 44 北垣 祐樹 ｷﾀｶﾞｷ ﾕｳｷ Junior Alpine Kumamoto Junior Alpine Kumamoto_C 熊本 01:15.53

88 27 甲斐 竣一 ｶｲ ｼｭﾝｲﾁ 九重ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 九重ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ_C 大分 01:19.40

89 31 熊谷 空河 ｸﾏｶﾞｴ ｸｳｶﾞ 九重ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 九重ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ_C 大分 01:23.71

90 128 赤野 文昭 ｱｶﾉ ﾌﾐｱｷ 大分県教職員ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 大分県教職員ｽｷｰｸﾗﾌﾞ_D 大分 01:26.61

91 106 河野 健一 ｶﾜﾉ ｹﾝｲﾁ 司塾 司塾 福岡 01:46.46

92 41 熊谷 帆隼 ｸﾏｶﾞｴ ﾊﾝﾄ 九重ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 九重ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ_C 大分 01:58.16

114 恵藤 智勝 ｴﾄｳ ﾄﾓｶﾂ 大分県教職員ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 大分県教職員ｽｷｰｸﾗﾌﾞ_D 大分 DF

130 山口 洋介 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱBﾁｰﾑ 福岡 DF

140 佐伯 準一 ｻｲｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会_D 福岡 DF

36 村田 響 ﾑﾗﾀ ﾋﾋﾞｷ 鹿児島ｼﾞｭﾆｱSC (個人エントリー) 鹿児島 DS

38 安部 恵人 ｱﾍﾞ ｹｲﾄ 九重ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ (個人エントリー) 大分 DS

88 中林 健斗 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ 熊本ｸﾘｽﾀﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ 熊本ｸﾘｽﾀﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ 熊本 DS

98 山口 敦史 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂｼ 新日鐵住金八幡ｽｷｰ班 新日鐵住金八幡ｽｷｰ班 福岡 DS

115 石田 幸弘 ｲｼﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ_B 佐賀 DS


