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1 片山 正之 髙尾 陽介 足立 淳一 竹本 秀明 7:30 中屋敷 善太郎 島内 善弘 森野 利昭 野田 貴史 1

2 梅本 武史 小寺 勝 吉田 宗弘 松永 好一郎 7:38 堀川 秀樹 河井 幸一 小杉 堅太 島田 源太 2

3 加藤 希良 梅田 祐二 木村 直幸 奥田 篤朋 7:46 山下 尚太 木村 誠 押方 伸之介 文元 太一 3

4 坂田 幸村 鹿嶋 英一郎 佐藤 朋希 末松 英治 7:54 福島 祐一 岩崎 光 坂田 光成 江口 祐介 4

5 坂本 達也 門見 和久 岩永 法成 林 文男 8:02 杉本 数政 上田 千代幸 佐野 前明 加来 玄徳 5

6 石松 明 山内 辰崇 桂 浩倫 坂井 信 8:10 荒木 嘉一 曽我 文彦 瀬川 政幸 庄嶋 毅 6

8:18

7 古村 祐司 才川 豊揚 米倉 和法 伊藤 和仁 8:26 福田 幸弘 川内 聖彦 赤瀬 裕二 大野 幸市 7

8 林 俊行 井藤 孝 戸嶋 幸生 徳冨 大典 8:34 石井 新也 山岡 勇喜 澁谷 勉 垰坂 仁 8

9 守屋 玄 嶋村 健 宇都宮 正幸 森本 徹 8:42 庄野 寿喜 藤井 茂樹 岸川 勇人 松尾 信雄 9

10 山岡 幸介 河上 信二 藤岡 正真 村上 慎一 8:50 木村 権作 山口 譲 熊井 茂男 大橋 久美男 10

11 佐野 泰三 全 奉根 松岡 國男 五十森 達哉 8:58 石川 顕潤 熊本 祐治 井手尾 環 井手尾 力 11

12 清水 大介 可児 勝信 若崎 透 齊藤 正成 9:06 藤永 徳治 藤永 佳昭 西澤 幹 森坪 秀明 12

9:14

13 宮城 マルコ 有阪 正義 須田 征司 大内 力 9:22 津野 秀昭 本田 雅俊 仲山 恭司 村尾 健太 13

14 大矢 誠 鶴留 昭人 作本 真吾 廣田 政彦 9:30 田尻 美智明 山口 誠 衛藤 仁秀 松田 一彦 14

15 高村 博臣 古賀 大輔 井上 勘昭 伊鹿倉 実 9:38 隅倉 伸太郎 星野 忠洋 上木 政章 野上 英司 15

16 川口 圭典 澤村 健太郎 髙田 浩 秋丸 純一 9:46 山上 晃伸 植月 啓介 下川 芳郎 北島 明 16

17 坂田 一幸 山北 篤史 福島 克也 千葉 美範 9:54 田中 久志 高光 広明 武田 清司 田中 大助 17

18 松尾 篤志 福 宏明 栗山 祐一 奥 明浩 10:02 兼原 保行 内橋 将光 渡邊 裕之 鶴田 健二 18

（注）この組合せは諸事情により、変更することがあります　　　　競技委員長

九州大会 地区決勝会場
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