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9 長元　颯真 (玉龍) 鶴留　凌 (皇徳寺) 18

7 内村　燎人 (東谷山) 石踊　和矢 (志學館) 16

8 井上　友裕 (松元) 福村　凜太郎 (和田) 17

一村　悠翔 (西紫原) 福永　皓希 (伊敷) 14

6 万前　遥心 (谷山北) 迫　昴志 (吉野) 15

5

福家　碧泉 (ラサール) 12

4 加藤　朝陽 (武) 小磯　竜之介 (坂元) 13

3 金里　翔徠 (緑丘)
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玉城　諒太郎 (吉野東) 10

2 居細工　俊希 (清水) 末益　颯将 (紫原) 11

25 久保田　敦也 (福平)

1 尾ノ上　永治 (福平)

迫　空 (谷山北) 48

24 山下　怜之介 (紫原) 西　智弘 (吉野) 49

23 鶴喰　大貴 (谷山北)

田原　夢都 (伊敷) 46

22 内倉　壮悟 (武) 中畑　智晴 (皇徳寺) 47

21 小坂元　健吾 (伊敷台)

政所　拓磨 (谷山) 44

20 安藤　綜悟 (伊敷) 牛之濱　昇汰 (西紫原) 45

19 小谷　洋人 (ラサール)

保﨑　秀斗 (東谷山) 42

18 渕之上　心優 (清水) 小池　瑛磨 (紫原) 43

17 伊藤　歩夢 (西紫原)

新村　隼翔 (松元) 40

16 鳥入　篤哉 (星峯) 樋高　昇平 (喜入) 41

15 福田　俊輔 (鹿大附属)

並川　航大 (鹿大附属) 38

14 高田　隆汰 (城西) 川上　虎太郎 (武) 39

13 松下　明暖 (吉野)

岩本　真央 (ラサール) 36

12 岡元　槙之介 (皇徳寺) 片平　泰貴 (吉野) 37

11 山下　椋也 (武)
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水迫　凜生 (伊敷台) 34

10 原田　昌 (ラサール) 横山　竜世 (玉龍) 35

9 宮園　祥伍 (松元)

松村　大毅 (皇徳寺) 32

8 吉田　翔 (西紫原) 皆吉　佑亮 (松元) 33

7 竹原　晴人 (伊敷台)

永田　諭織 (紫原) 30

6 宮下　大起 (星峯) 佐久川　隆一郞 (志學館) 31

5 今吉　恭斗 (喜入)

茨木　敦裕 (星峯) 28

4 廣池　諒太 (城西) 堀之内　太陽 (東谷山) 29

3 栄　勝輝 (伊敷)

妹尾　拓実 (城西) 26

2 厚石　七輝 (東谷山) 白石　祥 (坂元) 27

1 藤﨑　敬 (谷山)


