
男子Ａ 女子Ａ 男子Ｅ 女子Ｅ 男子Ｇ 女子Ｇ

黒木　信介 シーガイア 大塚　七那恵 ライジングサン 河本　正樹 広瀬中 角井　美帆 小林中 猪野　翔太 シーガイア 黒木　絢子 ミリオン
弓削　貴嗣 ライジングサン 大塚　可奈子 ライジングサン 酒井　優治 久峰中 山本　美穂 小林中 原口　祐一 イワキリJr 迫田　真菜 ミリオン
日野　竜人 ライジングサン 山下　恵 シーガイア 矢野　学人 生目台中 村永　沙樹 ミリオン 矢野　晃敏 イワキリJr 藤崎　友香子 ミリオン
池元　駿也 ライジングサン 宮本　萌 延岡ロイヤル 川越　圭 生目台中 三橋　瑠璃子 ミリオン 五條　量寿 イワキリJr 大峰　叶詠 イワキリJr
荒木　啓太 延岡ロイヤル 田原　大地 生目台中 籾木　聡美 ミリオン 大峰　未詩 イワキリJr 河原　愛美 イワキリJr
森永　晃 高鍋ＪＲ 光富　貴史 生目台中 中村　芽美 ミリオン 内田　翔 ミリオン 西　沙綾 Ｈｉｒｏ・Ｊｒ
横山　良輔 リザーブＪＲ 長濱　勇太 生目台中 本崎　礼子 ミリオン 永田　和弘 ミリオン 岡松　里奈 佐土原ＪＲ

水迫　覚信 生目台中 湯地　愛理 ミリオン 川添　祥司 ルネサンス 尾中　理沙 新富ＪＲ
男子Ｂ 女子Ｂ 志摩　賢治朗 生目台中 太田　智美 飛江田ＧＴ 飯干　藍任 清武ＪＲ 宮園　実佳 延岡ロイヤル

長津　研人 生目台中 長谷川　七海 飛江田ＧＴ 平野　多紀 延岡ロイヤル 岡田　花帆 延岡ロイヤル
成合　陶平 延岡ロイヤル 迫田　愛里 ミリオン 平原　誠一郎 生目台中 近藤　彬子 久峰中 矢野　健太郎 延岡ロイヤル 稲田　千花 延岡ロイヤル
小村　尚弘 延岡ロイヤル 宮野　瑞己 シーガイア 渡辺　直輝 生目台中 森本　安衣 久峰中 千綿　蒔 延岡ロイヤル 今富　ななえ リザーブＪＲ
甲斐　淳平 イワキリJr 渡邊　志麻 小林中 長友　貴大 生目台中 尾中　亜友美 久峰中 田口　英樹 延岡ロイヤル
野島　智弘 生目台中 内田　勇基 生目台中 戸敷　咲 久峰中 西村　杜彦 延岡ロイヤル
林　研一郎 リザーブＪＲ 河野　修久 生目台中 久保田　葵 久峰中 河野　圭汰 延岡ロイヤル

田中　智大 生目台中 田崎　優美 久峰中 国方　崇一郎 延岡ロイヤル
男子Ｃ 女子Ｃ 中武　侑介 生目台中 有川　さと子 久峰中 松田　将斉 延岡ロイヤル

梅原　紘志郎 生目台中 高橋　美香 久峰中 西ノ村　尚也 小林中
日高　侑也 シーガイア 小泉　嬉子 延岡ロイヤル 吉田　純 生目台中 渡邊　なな絵 久峰中 川畑　晃大 小林中
前田　充範 シーガイア 熊本　郁実 延岡ロイヤル 姫田　一磨 シーガイア 落合　真理 久峰中 川畑　昴 小林中
中竹　真也 生目台中 豊田　知代 延岡ロイヤル 田中　耕太郎 シーガイア 鳥巣　沙織 久峰中 緒方　圭資 小林中
谷口　健朗 生目台中 甲斐　景子 延岡ロイヤル 廣田　葵 久峰中 山口　健護 リザーブＪＲ
宮川　賢君 ライジングサン 原田　麻美 延岡ロイヤル 日高　彩 久峰中 近藤　暢紘 リザーブＪＲ
前田　浩司 ライジングサン 永田　真知 ミリオン 安田　絵磨 久峰中 黒木　尭宏 リザーブＪＲ
甲斐　亮平 イワキリＪＲ 乾　恭子 小林中 清水　なつき 久峰中 近藤　雄亮 リザーブＪＲ
藤崎　祥太 ミリオン 上谷　紀子 小林中 原田　由香子 シーガイア
小村　拓也 延岡ロイヤル 中屋敷　知美 小林中
定宗　隆一郎 リザーブＪＲ 山北　美奈 小林中 男子Ｆ 女子Ｆ
近藤　将英 リザーブＪＲ

倉本　怜 小林中 山口　夏穂 小林中
男子Ｄ 女子Ｄ 川畑　明弘 小林中 中嶋　優 小林中

岩坂　都義 新富ＪＲ 松田　夏実 小林中
荻窪　祐貴 小林中 鮫島　成美　 小林中 飯干　文也 新富ＪＲ 松本　萌 延岡ロイヤル
西ノ村　祐太 小林中 濱田　夏子 小林中 小野　隼輔 清武ＪＲ 甲斐　七美 延岡ロイヤル
佐藤　晋之助 延岡ロイヤル 古川　智美 小林中 小野　泰輔 清武ＪＲ 越智　美里 新富ＪＲ
坂本　優斗 延岡ロイヤル 渡辺　李香 小林中 濁沼　佑弥 清武ＪＲ 黒川　綾子 清武ＪＲ
田口　将伍 延岡ロイヤル アイリーンピーターセンミリオン 大塚　雄太郎 清武ＪＲ 鶴田　優夏 清武ＪＲ
岡田　和真 延岡ロイヤル 伊達　美友 ミリオン 佐藤　慎之介 清武ＪＲ 福山　はる奈 清武ＪＲ
伊藤　孝史郎 延岡ロイヤル 椎　友香 ミリオン 田村　隆樹 清武ＪＲ 石田　莉絵 佐土原ＪＲ
佐藤　宏太 延岡ロイヤル 日高　いづみ ミリオン 朝日　晃一 清武ＪＲ 図師　沙弥香 佐土原ＪＲ
川俣　俊太郎 ミリオン 黒木　奏子 リザーブＪＲ 佐川　史紘 清武ＪＲ 重山　菜穂 イワキリJr
坂口　勇真 イワキリJr 後藤　夏美 リザーブＪＲ 杉田　雄斗 清武ＪＲ 永江　未怜 イワキリJr
立山　瞬 イワキリJr 郡司　祐美 新富ＪＲ 大坪　拓史 佐土原ＪＲ 中村　麻鈴 ミリオン
吉谷　龍輝 飛江田ＧＴ 佐藤　香菜 延岡ロイヤル 鍋倉　辰郎 佐土原ＪＲ
境　桂吾 飛江田ＧＴ 西村　明日那 延岡ロイヤル 塩崎　涼介 佐土原ＪＲ
木村　亮太 広瀬中 千綿　春菜 延岡ロイヤル 津嶋　賢吾 佐土原ＪＲ
後藤　祥太 広瀬中 恒吉　里奈 シーガイア 林　鮎斗 佐土原ＪＲ
井上　敬博 ライジングサン 田村　美咲 シーガイア 芳川　拓真 ルネサンス
日野　剛志 ライジングサン 甲斐　優季 ライジングサン ｼｪｰﾝﾋﾟｰﾀｰｾﾝ ミリオン
木村　亮介 生目台中 尾中　理紗 新富ＪＲ 内田　菜大 ミリオン
林　龍典 生目台中 黒木　陽介 ミリオン
松形　良祐 生目台中 伊達　剣士朗 ミリオン
出田　恭祐 生目台中 伊藤　直哉 ライジングサン
平沼　英紀 生目台中 重山　裕紀 イワキリJr
石原　尚幸 生目台中 高橋　翼 イワキリJr
前田　寛人 生目台中 石堂　勇真 イワキリJr
山下　直生 シーガイア 水上　晶太 イワキリJr
藤崎　祐貴 ルネサンス 永江　秀彬 イワキリJr
尾前　孝洋 生目台中 田中　一成 イワキリJr
穂藤　憲治 生目台中 猪野　宏樹 シーガイア
山路　紘徳 リザーブＪＲ 中村　拓真 シーガイア

佐貫　雅仁 飛江田グリーン
太田　和樹 飛江田グリーン
守田　晃一郎 飛江田グリーン
京野　優一 飛江田グリーン
緑川　昴陽 飛江田グリーン
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