
日付 郡市区町村

印刷済

所属団体 郡市町村

筑陽学園高 福岡 山口 世峰

城東高 福岡 大野 巧貴
大分鶴崎高 大分 和泉 直樹

柳川高 福岡 仲井間 宗琉

香住丘高 福岡 松下 真吾

鳳凰高 鹿児島 石橋 侑依

早稲田佐賀高 佐賀 三溝 真人

城東高 福岡 永井 遥基
熊本 森 蒼一郎

柳川高 福岡 福永 航大

別府鶴見丘高 大分 大塚 新理

筑陽学園高 福岡 山口 永徒

大分舞鶴高 大分 髙妻 蘭丸

Ｊ 福岡 林谷 麻寛
第二高 熊本 荒木 優介

沖縄尚学高 沖縄 河野 真大

柳川高 福岡 袖岡 竜希

鳳凰高 鹿児島 小田 龍之介

大分舞鶴高 大分 大野 琢実

城東高 福岡 平山 翔貴
鹿児島実業高 鹿児島 平山 凜太郎

九国大付高 福岡 重藤 和人

佐賀 古川 魁士

筑陽学園高 福岡 川竹 勇伍

大分舞鶴高 大分 齋藤 樹市

折尾愛真高 福岡 松永 遥翔
佐賀商業高 佐賀 新開 大輝

柳川高 福岡 御子柴 里武

鳳凰高 鹿児島 徳永 響輝

筑陽学園高 福岡 下田 大翔

大分舞鶴高 大分 髙田 快

九国大付高 福岡 大坪 正治
佐賀商業高 佐賀 手塚 優斗

九国大付高 福岡 山田 壮太

鳳凰高 鹿児島 石橋 絆
城東高 福岡 大塚 陸
柳川高 福岡 山口 遼

大分舞鶴高 大分 福森 功一郎

柳川高 福岡 松尾 宗純
鳳凰高 鹿児島 山之内 将士

筑陽学園高 福岡 北島 聖士

唐津東高 佐賀 長谷 一輝

折尾愛真高 福岡 堤 優希

別府翔青高 大分 甲斐 颯人

筑陽学園高 福岡 林 大夢
海星高 長崎 正林 祐人

鹿児島実業高 鹿児島 松葉口 翔栄

柳川高 福岡 倉橋 明良
折尾愛真高 福岡 鶴濱 諒真
沖縄尚学高 沖縄 大城 琉翔

山口 世峰

石橋 侑依

三溝 真人

山口 永徒

髙妻 蘭丸

小田 龍之介

大野 琢実

川竹 勇伍

齋藤 樹市

下田 大翔

髙田 快

福森 功一郎

堤 優希

甲斐 颯人

予選勝者
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日付 郡市区町村

印刷済

所属団体 郡市町村

佐土原高 宮崎 大岐 優斗

中村学園三陽高 福岡 村上 晏士
大分鶴崎高 大分 川邉 一真

九国大付高 福岡 小田 康太

沖縄尚学高 沖縄 佐久間 大海

折尾愛真高 福岡 古川 晴貴

鳳凰高 鹿児島 河野 隼也

九国大付高 福岡 濵﨑 湘太
大分舞鶴高 大分 二宮 煌太

福岡西陵高 福岡 濵口 礼

第二高 熊本 山田 蒼矢

折尾愛真高 福岡 小林 大空飛

鳳凰高 鹿児島 大神 照太

大分舞鶴高 大分 豊島 和
久留米学園高 福岡 佐藤 泰心

香住丘高 福岡 梁瀬 研太

大分鶴崎高 大分 安部 凌矢
柳川高 福岡 高山 共生

沖縄尚学高 沖縄 仲間 望

鳳凰高 鹿児島 原田 和哉

柳川高 福岡 高口 柊一
沖縄尚学高 沖縄 盛島 光瑠

福岡 有田 陽葵

大分鶴崎高 大分 川野 恭吾

西南学院高 福岡 平野 奏希

鳳凰高 鹿児島 松本 梨市

福岡高 福岡 関根 大耀
大分工業高 大分 安部 隼矢

福岡 山﨑 翔穏

別府翔青高 大分 寺山 航平
折尾愛真高 福岡 田中 康太
沖縄尚学高 沖縄 谷口 結風

鳳凰高 鹿児島 前山 将吾

筑陽学園高 福岡 小﨑 敬太
沖縄尚学高 沖縄 越村 勇人

九国大付高 福岡 髙田 誠士郎

大分舞鶴高 大分 沼口 昇永

折尾愛真高 福岡 岩本 京

沖縄尚学高 沖縄 玉城 勇稀

西南学院高 福岡 轟木 豪人
海星高 長崎 泉 界瑛

大分鶴崎高 大分 境 伶真

筑陽学園高 福岡 吉武 航
中村学園三陽高 福岡 柄沢 伊吹

鳳凰高 鹿児島 小林 晃太朗

沖縄尚学高 沖縄 岡崎 奎太

福岡 小山 絵世
別府鶴見丘高 大分 加藤 誠之介

大分工業高 大分 首藤 蓮

城東高 福岡 荒巻 真吾
福岡西陵高 福岡 田重田 航大

鹿児島実業高 鹿児島 内村 翔大

大岐 優斗

古川 晴貴

河野 隼也

小林 大空飛

大神 照太

原田 和哉

平野 奏希

松本 梨市

前山 将吾

岩本 京

玉城 勇稀

岡崎 奎太

予選勝者
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日付 郡市区町村

印刷済

所属団体 郡市町村

柳川高 福岡 永村 優翔

城東高 福岡 安原 大翔
大分鶴崎高 大分 中島 大和

折尾愛真高 福岡 平木 沢実

別府鶴見丘高 大分 本田 章悟

鳳凰高 鹿児島 南 晴空

柳川高 福岡 牟田 憲司

第二高 熊本 飯星 陽光
城東高 福岡 前田 翔哉

鳳凰高 鹿児島 安里 和真

折尾愛真高 福岡 那須野 寛道

海星高 長崎 渡邉 陽太

柳川高 福岡 村上 京汰

別府鶴見丘高 大分 櫻木 信太郎
折尾愛真高 福岡 阿比留 陸斗

福岡 中島 宗音

第二高 熊本 三本 泰成
折尾愛真高 福岡 福田 小哲
沖縄尚学高 沖縄 荻堂 公史郎

柳川高 福岡 岩原 健斗

鞍手高 福岡 谷口 賢祐
鳳凰高 鹿児島 下竹 大翔

早稲田佐賀高 佐賀 宗藤 伸哉

クリーンビレッジ 福岡 迎 武蔵

別府翔青高 大分 野中 陽幸

柳川高 福岡 中島 稀里琥

西南学院高 福岡 王 思遠
佐賀商業高 佐賀 志岐 颯太

久留米 福岡 藤木 祐輔

大分舞鶴高 大分 川上 慶槇

鳳凰高 鹿児島 本薗 慶人

柳川高 福岡 田中 万裕

九国大付高 福岡 草本 舜
鳳凰高 鹿児島 郡山 光輝

佐賀商業高 佐賀 梅川 煌己

Ｊ 福岡 大賀 雄平

大分舞鶴高 大分 糸永 龍矢

柳川高 福岡 平木 勇成

鹿児島実業高 鹿児島 栁田 迅斗
折尾愛真高 福岡 大水 香月

中村学園三陽高 福岡 阿比留 元

大分鶴崎高 大分 用正 泰雅

海星高 長崎 今里 航大

柳川高 福岡 村上 慈英

別府鶴見丘高 大分 村島 颯天
鹿児島実業高 鹿児島 松田 樹宜

福岡西陵高 福岡 安藤 吾郎

佐土原高 宮崎 服部 洸生
中村学園三陽高 福岡 轟 柊舞

沖縄尚学高 沖縄 我謝 慎

永村 優翔

南 晴空

牟田 憲司

渡邉 陽太

村上 京汰

岩原 健斗

野中 陽幸

中島 稀里琥

本薗 慶人

田中 万裕

糸永 龍矢

平木 勇成

今里 航大

村上 慈英

予選勝者
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日付 郡市区町村

印刷済

所属団体 郡市町村

柳川高 福岡 加藤 和

西南学院高 福岡 浦郷 光貴
佐賀 佐賀 田端 滉成

中村学園三陽高 福岡 石井 利玖

鹿児島実業高 鹿児島 鵜狩 良夢

大分舞鶴高 大分 冨田 竜誠

柳川高 福岡 黒田 雅貴

福岡高 福岡 美野田 和輝
第二高 熊本 山田 竜青

折尾愛真高 福岡 深町 佳佑

大分舞鶴高 大分 笹木 惇也
グランディール 福岡 岩男 宗汰
鹿児島実業高 鹿児島 有村 純吾

柳川高 福岡 森岩 新

城東高 福岡 打山 航大
大分鶴崎高 大分 小林 郁哉

中村学園三陽高 福岡 植木 愛斗

佐賀商業高 佐賀 伊藤 旭飛

海星高 長崎 平山 寛汰

柳川高 福岡 福原 聡馬

大分舞鶴高 大分 熊谷 光陽
筑陽学園高 福岡 池邊 維勇

九国大付高 福岡 古野 途和

鳳凰高 鹿児島 郷原 怜央

海星高 長崎 田中 陸翔

九国大付高 福岡 谷口 桜介

別府翔青高 大分 矢野 青空
筑陽学園高 福岡 小宮 遼久

柳川高 福岡 堤 俊一朗

海星高 長崎 坂口 吉次

鳳凰高 鹿児島 小坂 陽光

九国大付高 福岡 財部 球道

別府鶴見丘高 大分 髙見 直良
折尾愛真高 福岡 渕上 凱哉

柳川高 福岡 柏谷 怜郎

海星高 長崎 坂口 吉貴

鳳凰高 鹿児島 嶽村 柊太

佐賀商業高 佐賀 俵 久倖

西南学院高 福岡 藤本 修輔
鳳凰高 鹿児島 根井 皓多

別府鶴見丘高 大分 栗村 秀音

折尾愛真高 福岡 坂本 昂陽
大原 福岡 吉村 幸

沖縄尚学高 沖縄 喜屋武 一心

折尾愛真高 福岡 由良 隆之佑

別府翔青高 大分 大川 和真
九国大付高 福岡 木花 海里

Ｊ 福岡 金丸 晴哉

海星高 長崎 中村 慧伍

鳳凰高 鹿児島 中原 健士郎

加藤 和

冨田 竜誠

黒田 雅貴

森岩 新

平山 寛汰

福原 聡馬

田中 陸翔

谷口 桜介

小坂 陽光

財部 球道

嶽村 柊太

俵 久倖

由良 隆之佑

中原 健士郎

予選勝者

シード選手 補欠 ドロー日時

ドロー立会い

署名


