
千葉　常 グッドウェーブ鹿児島 酒井　拓登 グッドウェーブ鹿児島

リズコアスロ グッドウェーブ鹿児島 中里　裕貴 グッドウェーブ鹿児島

西田　匠吾 ｃｌｏｕｄ９ 諏訪園　涌伍 鹿児島国際大学

松田　隆介 ｃｌｏｕｄ９ 濱島　玲央 鹿児島国際大学

熊本　雄太 鹿児島大学 寺脇　幸生 マイヘアイズバド

石松　雅 鹿児島大学 松崎　元基 マイヘアイズバド

内木場　祐弥 鹿児島国際大学

勝瀬　碧 鹿児島国際大学

奥村　樹 鹿児島大学

永田　拓翔 鹿児島大学

田中　玲穏 鹿児島飛翔

野村　涼太 マイヘアイズバド

中村　彰良 ｃｌｏｕｄ９ 西川　智喜 よかよか

有田　聖矢 ｃｌｏｕｄ９ 川淵　恭吾 西紫原クラブ

熊谷　涼 マイヘアイズバド 小野　麟太朗 グッドウェーブ鹿児島

船津丸　悟 マイヘアイズバド 木村　亮介 グッドウェーブ鹿児島

辺麦　佳大 鹿児島国際大学 中島　興平 ｃｌｏｕｄ９

永浜　丈一郎 鹿児島国際大学 濱崎　英輝 ｃｌｏｕｄ９

　

鼓　寛大 鹿児島大学 知覧　和幸 鹿児島国際大学

宮本　海輝 鹿児島大学 平岡　庸人 鹿児島国際大学

小竹　大輔 いえばど 梶村　海斗 ＲＫＲ

寺田　碧 第一工科大学 冨岡　悠希 ＲＫＲ

勢瀬　拓也 ＢＣ鹿児島

肥田木　武 グッドウェーブ鹿児島 勢瀬　凌 ＢＣ鹿児島

谷口　駿祐 グッドウェーブ鹿児島
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●男子青年　一般　ダブルス
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橋口　順郎 川内ｸﾗﾌﾞ 内木場　裕
かごしま
産業支援センター

大竹野　祐一 キモツキ

後藤　尚 ﾃﾞﾝﾀﾙWill 川上　勝久 西紫原クラブ 兒玉　卓也 国分中央

橋口　順郎 川内ｸﾗﾌﾞ

後藤　尚 ﾃﾞﾝﾀﾙWill

内木場　裕
かごしま

産業支援センター

川上　勝久 西紫原クラブ

大竹野　祐一 キモツキ

兒玉　卓也 国分中央

川路　和利 鹿児島労働局 鳥原　利明 ＲＫＲ

松元　隆一 西紫原クラブ 下簗　浩二 ＮＫＣ

●男子実年　５０歳以上　男子ダブルス

1

４０歳以上　男子ダブルス

●男子成年　３０歳以上　男子ダブルス

●男子壮年　４０歳以上　男子ダブルス

2

1 3

松崎　真吾 ｃｌｏｕｄ９ 厚石　健太 ｂｋシニア

水元　達巳 ｃｌｏｕｄ９ 福島　康髙 ｂｋシニア

東　峯生 ＲＫＲ 桃井　史典 オールスター

束田　裕太郎 ＲＫＲ 林　竜平 オールスター

3

1 2



川原　裕美子 Ｇａｰya 南　百香 鹿児島国際大学

堀田　彩加 南国殖産 横道　葵 鹿児島国際大学

鬼塚　寧音 鹿児島大学 有馬　弥優 西紫原クラブ

廣田　彩香 鹿児島大学 小林　彩乃 オールスター

田村　彩 オールスター 長沼　千夏 kocher

福永　美由紀 クリアークラブ 益満　裕子 青空クラブ

穂満　寛子 青空クラブ 安樂　舞依 Ｇａ－ｙａ

福島　綾子 青空クラブ 内之浦　知紘 Ｇａ－ｙａ

●女子壮年　４０代　ダブルス

●女子青年　一般　ダブルス

3

1 2

●女子成年　３０代　ダブルス

3

1 2

３決
4

知覧　さゆり らんまん 徳留　すえみ 青空ｸﾗﾌﾞ 古別府　智代 Ｇａ－Ｙａ

中山　泰代 京セラ川内 松元　恵 西紫原クラブ 松元　恵里子 西紫原クラブ

知覧　さゆり らんまん

中山　泰代 京セラ川内

徳留　すえみ 青空ｸﾗﾌﾞ

松元　恵 西紫原クラブ

古別府　智代 Ｇａ－Ｙａ

松元　恵里子 西紫原クラブ

４０歳以上　女子ダブルス

1 3

2



●女子青年　一般　シングルス
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鹿児島大学

28

29

30

32
34

永田　拓翔

渡瀬　雄一郎

石松　雅 鹿児島大学

ＲＫＲ

2

鼓　寛大 鹿児島大学

11

東　峯生

25

3

川路　和利 鹿児島労働局

近藤　勇彦

中里　裕貴 グッドウェーブ鹿児島

岩吉　雄太朗 鹿児島クラブ

20
野村　涼太 マイヘアイズバド

上大迫　汰一 ＲＫＲ

勢瀬　凌 ＢＣ鹿児島

21

22

7

小野　麟太朗 グッドウェーブ鹿児島勢瀬　拓也 ＢＣ鹿児島

黒岩　亨

小竹　大輔 いえばど

6

熊本　雄太 鹿児島大学

川淵　恭吾 西紫原クラブ

木村　亮介 グッドウェーブ鹿児島

10

中村　彰良 ｃｌｏｕｄ９

冨岡　悠希 ＲＫＲ

船津丸　悟 マイヘアイズバド

ＲＫＲ

オールスター

15 23

31

３決
３９

谷下　雄紀 鹿児島飛翔

33

16

19

35

寺脇　幸生 マイヘアイズバド

谷山　嘉隆 鹿児島高専

谷口　駿祐

鹿児島クラブ厚石　健太

長濱　健太

36 37

1

8

13

有田　聖矢 ｃｌｏｕｄ９

酒井　拓登 グッドウェーブ鹿児島

杉野　冬哉 マイヘアイズバド

西田　匠吾 ｃｌｏｕｄ９

ｂｋシニア

12

38

●男子青年　一般　シングルス

肥田木　武 グッドウェーブ鹿児島

4

濱田　侑希 鹿児島大学 寺田　碧 第一工科大学
24

9

田中　玲穏 鹿児島飛翔

グッドウェーブ鹿児島

松崎　元基 マイヘアイズバド

奥村　樹 鹿児島大学

17

18

グッドウェーブ鹿児島

宮本　海輝 鹿児島大学

26

5

鬼塚　寧音 鹿児島大学

南　百花 鹿児島国際大学

廣田　彩香 鹿児島大学

田中　千里 鹿児島大学

2

5

３決
６

3 4

1

上山　さやか 鶴見製作所

田村　彩 オールスター



水元　達巳 ｃｌｏｕｄ９ 中島　興平 ｃｌｏｕｄ９

古別府　智代 Ｇａ－ｙａ 中島　朋美 Ｇａ－ｙａ

下簗　浩二 ＮＫＣ 内木場　裕
かごしま

産業支援センター
鳥原　利明 ＲＫＲ

知覧　さゆり らんまん 松元　恵里子 西紫原クラブ 中山　泰代 京セラ川内

下簗　浩二 ＮＫＣ

知覧　さゆり らんまん

内木場　裕
かごしま

産業支援センター

松元　恵里子 西紫原クラブ

鳥原　利明 ＲＫＲ

中山　泰代 京セラ川内

1

●青年混合ダブルス　一般の部

●壮年混合ダブルス　４０歳以上の部

●成年混合ダブルス　30歳以上の部

1 3

壮年混合ダブルス
４０歳以上の部

2

西川　智喜 よかよか 川畑　誠 指宿クラブ

堀田　彩加 南国殖産 久永　甘菜 指宿クラブ

濱崎　英輝 Ｃｌｏｕｄ９ 松崎　真吾 Ｃｌｏｕｄ９

福永　美由紀 クリアークラブ 小林　彩乃 オールスター

2

3

1


