
■ロングコース

No. 種目 名前 都道府県 No. 種目 名前 都道府県

1 エキスパート 沼田 崚太郎 熊本県 46 スポーツ 石山 公久 宮崎県

2 エキスパート 横山 亮 宮崎県 47 スポーツ 楠 英樹 宮崎県

3 エキスパート 原田 裕成 鹿児島県 48 スポーツ 金井 健翔 鹿児島県

4 エキスパート 楠 侑磨 宮崎県 49 スポーツ 宮本 利徳 熊本県

5 エキスパート 金子 翼 宮崎県 50 スポーツ 冨田 洋介 鹿児島県

6 エキスパート 今任 克全 宮崎県 51 スポーツ 今福 銀一郎 鹿児島県

7 エキスパート 坂元 忍 宮崎県 52 スポーツ 山本 晶久 宮崎県

8 エキスパート 瀬戸口 瑛 鹿児島県 53 スポーツ 上原 正憲 熊本県

9 エキスパート 瀬戸口 健 鹿児島県 54 スポーツ 森下 史仁 熊本県

10 エキスパート 萩原 朗 鹿児島県 55 スポーツ 小嶋 健晴 宮崎県

11 エキスパート 森下 尚仁 熊本県 56 スポーツ 酒井 隆臣 佐賀県

12 エキスパート 橋爪 佑輔 福岡県 57 スポーツ 平瀬 拓郎 宮崎県

13 エキスパート 岡山 優太 福岡県 58 レディーススポーツ 清田 あづさ 熊本県

14 エキスパート 楠 皓雅 宮崎県 59 レディーススポーツ 村山 くるみ 宮崎県

15 スポーツ 市橋 正 宮崎県 60 小学生スポーツ 楠 泰駕 宮崎県

16 スポーツ 前畠 誠 宮崎県

17 スポーツ 前畠 伶哉 宮崎県 ■ショートコース

18 スポーツ 西村 辰郎 鹿児島県 No. 種目 名前 都道府県

19 スポーツ 西村 辰太郎 鹿児島県 61 ビギナー 和田 徹也 熊本県

20 スポーツ 本田 正教 熊本県 62 ビギナー 中村 章一朗 宮崎県
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20 スポーツ 本田 正教 熊本県 62 ビギナー 中村 章一朗 宮崎県

21 スポーツ 宮原 善宏 鹿児島県 63 ビギナー 岡林 環樹 宮崎県

22 スポーツ 沼田 透 熊本県 64 ビギナー 中武 浩章 宮崎県

23 スポーツ 本田 聖 宮崎県 65 ビギナー 坂元 絆 宮崎県

24 スポーツ 畦原 槙 宮崎県 66 ビギナー 萩原 淳光 鹿児島県

25 スポーツ 橋本 佳明 熊本県 67 レディース 木原 晴美 福岡県

26 スポーツ 小倉 慎二 鹿児島県 68 レディース 三井 美佳 宮崎県

27 スポーツ 前田 和行 宮崎県 69 レディース 出水田 雅美 鹿児島県

28 スポーツ 赤木 栄次 宮崎県 70 レディース 石山 浩美 宮崎県

29 スポーツ 亀山 善弘 宮崎県 71 レディース 楠 加銘子 宮崎県

30 スポーツ 丸山 博己 鹿児島県 72 レディース 中村 壽子 宮崎県

31 スポーツ 甲斐 武 大分県 73 レディース 市橋 真由美 宮崎県

32 スポーツ 小林 正雄 宮崎県 74 未就学児（5歳～6歳） 岡林 雄琉 宮崎県

33 スポーツ 岡田 保彦 宮崎県 75 小学生2年生 市橋 優心 宮崎県

34 スポーツ 下道 亮 鹿児島県 76 小学生3年生 坂元 誇 宮崎県

35 スポーツ 児玉 修一 鹿児島県 77 小学生3年生 冨田 康洋 鹿児島県

36 スポーツ 金子 怜央 宮崎県 78 小学生4年生 三井 一樹 宮崎県

37 スポーツ 坂元 直哉 宮崎県 79 小学生4年生 今岡 陸駆斗 宮崎県

38 スポーツ 羽根田 大 宮崎県 80 小学生5年生 富田 愛琉 鹿児島県

39 スポーツ 村山 健太朗 宮崎県 81 小学生5年生 中村 彩瑠 宮崎県

40 スポーツ 池野 秀樹 鹿児島県 82 小学生6年生 三井 勇輝 宮崎県

41 スポーツ 今岡 駿太 宮崎県 83 小学生6年生 瀬戸口 寛二 鹿児島県

42 スポーツ 岸本 貴 大分県

43 スポーツ 川島 政人 宮崎県43 スポーツ 川島 政人 宮崎県

44 スポーツ 山下 雄二 宮崎県

45 スポーツ 河野 雅人 宮崎県


