
H30.5.10～5.14

藤井勇作・秀島伸太郎 紀隆貴・飯田一成
(西南学院大学・４・３) （福岡大学・４・２）
山下貴輝・米山佳希 前原三四郎・上田樺南
熊本学園大学・４・１ 熊本学園大学・１・１
片山太智・岡崎説俊 小田敏輝・江上魁人
(長崎大学・４・１) （久留米大学・１・１）
白石知也・朝長聖 谷村嘉紀・原口暁斗
（大分大学・３・２） （鹿屋体育大学・３・１）

桶本大貴・坂本聖樹 藤嶋隆裕・大野航汰
（九州共立大学・３・２） （福岡教育大学・２・２）
川島元貴・橋本翔弥 山田拓実・清水真広
（鹿屋体育大学・２・１） （九州大学・２・２）
木村孝輝・中山和浩 江頭奏匠・児玉知樹
熊本学園大学・２・２ （九州共立大学・３・２）
鶴丸範和・北島圭祐 安田大雅・古市祥太
(西南学院大学・３・１) （鹿児島国際大学・２・２）
吉野淳・上村隆友 山下祐輝・下田幹大

（九州産業大学３・２） （佐賀大学・３・３）
奥山晃大・森岡大陽 中村充宏・杉本和音
（九州大学・３・２） （熊本大学・３・３）

品川侑也・椎名亮太 波多江祐直・岡崎健太郎
（佐賀大学・３・３） （長崎国際大学・１・１）
林駿汰・林田泰起 石川清人・濱本祐輝
（熊本大学・４・３） （九州産業大学４・３）

藤澤浩輝・松尾三太 飯田貴大・久芳大空
（長崎国際大学・４・３） （九州共立大学・３・３）
井上瑞己・久保晴大 平川聖也・平川敦士
（福岡大学・１・１） （九州大学医学部・４・３）

瀬尾泰惟・森山大生 野田武志・山口遼
（熊本大学・２・２） （久留米大学・３・２）

尾形桐弥・本田真也 敷田慎太郎・秋本悟志
（九州大学・２・２） （熊本大学・４・２）

多田健大朗・田中裕朗 新井温也・矢野広大
（福岡教育大学・３・３） (西南学院大学・１・１)
青木裕大・中石拓実 鈴木拓斗・中村錦之助
（鹿児島大学・２・２） （長崎国際大学・３・３）
本田優・金子伸太郎 岡﨑勇都・福原建次朗
（九州共立大学・３・２） （福岡大学・３・３）
大塚湧一・池田圭太 坂本翔吾・堤祐太郎
（福岡教育大学・２・２） （佐賀大学・２・２）
入江健太・山内海斗 中村厚太・澄川琳太郎
（崇城大学・3・１） （鹿児島大学・４・４）

松本健友・薬師寺駿 柴田藍真・中村明樹
（大分大学・３・３） （熊本大学・２・１）

渡辺候征・真崎健太 川﨑礼二・百武智輝
（佐賀大学・３・２） （久留米大学・２・１）

豊村兼伍・濵尻浩平 日隈瑞貴・菅谷武瑠
（鹿児島大学・３・２） （九州共立大学・４・１）
眞崎冬惟・日野元太 内田大喜・永松遼大
（九州共立大学・４・１） （久留米大学・福岡工業大学・４・３）

白居隼・西山輝 中川大樹・白武立己
（九州産業大学２・２） （佐賀大学・３・２）
川野雅恭・細川尊夏 大隅佑太郎・甲野貴之
（九州大学・２・２） （鹿児島大学・２・２）
永井響・平尾幸大 岩下司・谷口達哉
熊本学園大学・２・１ （鹿児島国際大学・３・３）

宗近徹志朗・深堀政也 東川竜也・舟戸陽介
(長崎大学・２・１) （九州大学・３・２）
北嶋陸・中村和樹 田中誠也・村本雄基
（鹿児島大学・２・２） （福岡教育大学・４・４）
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酒井優・中嶋峻大 甲斐賢也・小山大輔
（熊本大学・４・２） 熊本学園大学・２・２

山田翔天・佐野誉尚 松村雄大・佐竹暖人
（久留米大学・２・２） （九州共立大学・１・長崎国際大学・１）

松村尚・川淵海翔 桑原良太郎・田中奏
（九州大学医学部・５・２） （福岡教育大学・３・３）

本将幸・原口純一 百瀬円紀・藤井大貴
(九州産業大学３・２) (長崎大学・１・１)
井上義己・宇野文晶 橋口聡志・伊藤真人
（九州共立大学・３・３） 熊本県立大学・3年・3年
松尾佳杏・溝川拓夢 迫田幸大・川島雄太
（長崎国際大学・３・２） （鹿児島国際大学・３・３）
村上考利・村中瑞旗 伊南佳祐・近江啓紀
(熊本大学医学部・4・2) （九州大学・４・３）
山田高大・藤樹良成 福島匠・松本凱翔
(長崎大学・３・１) （熊本大学・１・１）

西本裕亮・宮崎智也 池田真人・小川弘貴
（九州大学医学部・３・２） （鹿児島国際大学・２・鹿屋体育大学・２）

浦部孝太・下田瑞貴 中原聡志・都翔一郎
熊本学園大学・２・１ （九州大学医学部・６・２）
秋永侑哉・吉村一輝 荒川真弘・寺田紘大
（佐賀大学・２・１） （折尾愛真短期大学・１・１）

山内風人・松田一輝 瀬戸恒治郎・舩津嵩平
（福岡教育大学・２・２） （佐賀大学・２・２）
藤井淳史・山﨑泰輔 藤田圭人・安西大虎
（佐賀大学・３・３） （長崎国際大学・２・２）

菖蒲谷大地・鳥井翔太 井口祐希・國安晃弘
（九州共立大学・１・１） (熊本大学医学部・4・熊本大学・4)

宇佐美太智・平野海大 指山隼也・平松嵩貴
熊本県立大学・3年・2年 （佐賀大学・３・３）
中本陽貴・浦岡竜太郎 宮伸大朗・山口泰平

(長崎大学・１・１) （鹿児島大学３・１）
野尻悠平・江嵜就 植木翼・安藤優大

（九州大学医学部・４・２） （折尾愛真短期大学・１・１）
本田龍生・上野将輝 木下啓也・梶本晃太
熊本学園大学・３・２ （九州大学・３・３）
青木駿弥・里見大河 豊國廉太・杉本勇勅
（鹿屋体育大学・３・３） （九州大学・４・１）
米田伊織・相馬光志 佐藤逸史・中川純
（福岡大学・３・１） （鹿児島大学・３・１）

米満暁司・廣山征真 吉村康平・稲葉涼太
（熊本大学・２・１） （福岡教育大学・３・３）

仁禮佑樹・上田泰洋 井上竜太郎・豊留功正
(西南学院大学・３・２) （福岡大学・九州産業大学・１・４）

有光悠貴・田中一誓 林田仁志・川原田晋平
（久留米大学・２・２） （九州大学医学部・６・４）
成瀬弘樹・吉里伸太 有江龍太郎・山本怜旺
（長崎国際大学・３・１） （長崎ウエスレヤン大学３・３）
川畑智晴・須賀健太 鐘ヶ江憲成・原田俊佑
（久留米大学・２・２） （九州共立大学・２・１）

中川幸大・赤塚祐之介 早野将右・許斐聖
（熊本大学・２・１） （九州大学・２・２）
岩永勝臣・石丸海 福永歩・中村幸人

（九州大学医学部・４・３） （久留米大学・１・１）
加藤竜太・白木蓮 武藤裕希・美濃部創太

（九州共立大学・４・１） （九州産業大学４・２）
宇根田龍弥・上水樽勇介 平野遼太・中村駿希
（鹿児島大学・１・１） （大分大学・２・２）
小山天斗・西嶋慶太 佐野航也・野辺陸央
(西南学院大学・３・２) （佐賀大学・３・３）
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