
40 大川和真・島田大輝 長崎国際大学

39 杉本吉平・和知慶佳 久留米大学

38 中村伊織・中尾健太 福岡教育大学

37 坂元翔・伊藤寛人 熊本大学

36 吉岡直耀・安本　佳真 長崎大学 鬼塚祐輔・香月春人 西南学院大学 76

35 神里誓大・前田笑輝 九州共立大学 天辰日々生・下平恭輔 福岡工業大学 75

34 下村竜也・槝之浦蒼 九州大学 上城良平・橋口登惟 九州大学 74

33 和智　竜朗・中秋龍哉 西南学院大学 田原一樹・馬場雄生 九州産業大学 73

32 稲垣陽太・西本良太 九州共立大学 阿部航大・岸川 太紀 久留米大学 72

31 松田博斗・宿利拓未 福岡工業大学 笠原弘人・江河雅将 長崎国際大学 71

30 占部隼斗・末次拓真 九州産業大学 行徳雄真・永仮　佑成 久留米大学 70

29 川尻大空・上原幹太 長崎国際大学 石橋和大・岡部龍斗 熊本大学 69

28 奧村雄樹・岩野勇大 福岡大学 翁長諒磨・守田一馬 西南学院大学 68

27 梁池翔太・柿原康介 崇城大学 山口周真・末岡享将 九州産業大学 67

26 外尾慎吾・甲斐健斗 佐賀大学 泉佑弥・柴田玲佑 佐賀大学 66

25 門野慎一郎・島田駿斗 長崎大学 蔵原蓮・笠原悠希 長崎国際大学 65

24 赤木俊輔・酒井了 九州大学 吉岡信吾・宮川桂輔 九州大学 64

23 松岡竜・藤田勝美 熊本大学 田中翔大・矢野葵一 熊本県立大学 63

22 森優介・杉本崇太 久留米大学 宮崎翔馬・渡邊夢空 長崎国際大学 62

21 馬場千聖・窪虎之介 福岡工業大学 牟田憲司・松本梨市 福岡大学 61

20 坂田賢亮・堤健太朗 西南学院大学 新野稜太・杉本直弥 熊本大学 60

19 吉田和磨・林裕之介 九州工業大学 仲間大倖・廣渡渉 九州共立大学 59

18 池田卓磨・田代隼渡 長崎大学 吉田爽人・原野幸成 福岡工業大学・九州共立大学 58

17 田中翔大・吉原幹人 福岡大学 福田堅也・溝口雄真 長崎県立大学 57

16 水間敦志・宗藤伸哉 九州大学 福留伊織・井上大輝 熊本学園大学 56

15 遠藤弘規・倉拓真 長崎大学 ?浪 豪・松田政樹 久留米大学 55

14 中村太一・村上晏士 日本経済大学 石橋志悠・政住悠希 鹿児島大学 54

13 末永　大輔・?橋　大介 第一工科大学 田口輝・田所蓮曹 長崎国際大学 53

12 黒岩立夢・末次優斗 熊本大学 奥村和也・内田彪賀 熊本学園大学 52

11 小泉連太朗・長野稜 福岡大学 池長翔太・上田歩 福岡工業大学 51

10 久富昭拓・伊東晃平 九州産業大学 大戸直征・荒木仁功郎 長崎大学 50

9 本剛士・桑原昂汰 熊本学園大学 後藤凌太・宮上史也 熊本県立大学 49

8 牛島諒一郎・?田康平 福岡教育大学 桝哲洋・牛島悠貴 西南学院大学 48

7 神崎智紀・林田侑真 熊本大学 岸優佑・山崎亮輔 九州大学医学部 47

6 梶原颯大・平野裕也 福岡大学 浅野洸司・與那嶺大輝 鹿屋体育大学 46

5 鈴木杏輔・久光諒 九州大学 中本碧・楠田陽人 福岡工業大学 45

4 金丸友祐 ・四ヶ所航之介 崇城大学 佐々木秀之・木脇祐海 長崎国際大学 44

3 大久保来城・兼田直知 久留米大学 松尾健太郎・宮國英俊 佐賀大学 43

2 松元 琉晟・山本束真 福岡工業大学 喜久里航也・内野宮昇慧 福岡教育大学 42

1 平岡孝崇・原田愛大 熊本学園大学 田中優太・別府拓斗 九州共立大学 41
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78 福澤葵・古川皓大 熊本県立大学 廣瀬幸司・加藤航太朗 九州産業大学 114

77 末田悠・萩原健晴 久留米大学 大屋一哉・塩見武史 琉球大学 113

80 ?木太耀・中村友陽 熊本大学 釘?晃彦・梅田周優 佐賀大学 116

tn

79 野口塁偉・松本大希 鹿児島大学 中條郁仁・藤澤大輝 九州大学 115

82 帖佐拓真・内野雄貴 九州大学 原田　佳宗・堤優希 久留米大学・日本経済大学 118

81 沖田　海渡・井上和大 長崎大学 安部功一郎・山下雄太郎 熊本大学 117

84 佐藤　晴翔・大山 温 久留米大学

83 川崎絢太・北川光基 九州共立大学

86 谷口幸駿・安上晃生 九州工業大学

o

85 杉岡勇磨・尾辻航輝 九州大学

88 脇川翔希・江口龍星 長崎大学

87 渡部蓮也・長友　琳太朗 大分大学

90 出井創太・吉村紀哉 九州大学

89 鈴木晴太・頼田士嗣 長崎国際大学

92 塩見虎太郎・八木拓也 鹿児島大学

p

91 久保知慶・藤井成琉 熊本大学

94 渡邉颯・坂井孝輔 熊本学園大学

93 藤井 尚樹・橘直輝 久留米大学

96 ?木克義・青山晃大 福岡教育大学

95 真島銀河・松原慎治 九州大学

98 本純也 ・本行智光 崇城大学

q

97 中園仁・木村太一 熊本大学

100 成田時英・尾上輝 九州共立大学

99 藤井翔希・松島尚希 九州産業大学

102 泉俊輔・長坂陽平 熊本県立大学

101 宮内陸・山?壮真 鹿児島大学

104 久野氷・莟尚也 九州産業大学

r

103 岩野寛大・寺尾駿 西南学院大学

106 穴井哲平・山崎有真 長崎国際大学

105 笠原和羽・藤田卓也 熊本大学

108 吉元利玖・大城盛晃 九州共立大学

107 尾方陸斗・甲斐光汰 西南学院大学

110 内田直斗・谷山太一 熊本大学

s

109 荒川翔英・塩津和浩 熊本学園大学

112 永松海人・平野匠登 福岡教育大学

111 田村宗大・佐藤佑紀 九州大学


