
種　目 優　勝 準優勝 三　位 四　位 五　位

かわの かずま くさのせ　ゆうせい たかの　ひゅうが たのうえ　かんた むらかわ　しょうま

川野 寿真 草ノ瀬 悠生 髙野 日向 田上 幹太 村川 翔真

(岡垣ジュニア[福岡県]) (グッドウエーブ[鹿児島県]) (出水南ジュニア[熊本県]) (ＴＴＢＣ [熊本県]) (Ｊｐｊｒ[長崎県])

たかた　りゅうせい ふじよし しゅり こばやし のりひろ すえなが　くりゅう くまがい　つばさ

高田 隆誠 藤吉 珠李 小林 紀博 末永 空隆 熊谷 翼

(フェイントクラブ[熊本県]) (海老津ジュニア[福岡県]) (さつき会[福岡県]) (鹿児島 Ｂ－Ｌａｂ[鹿児島県]) (田迎ジュニア[熊本県])

ひらやま　りくと まつなが　ゆきまる なかもり たいら かわもと　りょうた えぐち　だい

平山 陸仁 松永 幸丸 中森 大空 川本 諒太 江口 大

(上小原小学校[鹿児島県]) (ＳＣきくよう[熊本県]) (八幡西ジュニア[福岡県]) (矢上小クラブ[長崎県]) (荒尾ジュニア[熊本県])

やまだ ひなの むらもと　ゆずき ふくい まなみ ぎま　さやな ふじもと　はな

山田 桧菜乃 村本 柚希 福井 心美 儀間 咲也菜 藤本 華菜

(ＣＯＬＯＲＳ[福岡県]) (ひなとき[長崎県]) (北九州スピリッツ[福岡県]) (那覇ジュニア[沖縄県]) (出水南ジュニア[熊本県])

はらぐち　じゅり ほんだ　きあら さとう　ゆめ くりやま　ひな なかむら　かほ

原口 樹璃 本田 希藍 佐藤 ゆめ 栗山 陽菜 中村 夏穂

(しおみキャッツ[宮崎県]) (矢上小クラブ[長崎県]) (おぐにジュニア[熊本県]) (鹿児島 Ｂ－Ｌａｂ[鹿児島県]) (春日ジュニア[佐賀県])

すどう めい いまいずみ　あすか たけすえ　あい ひがし　れみ みやぎ なな

須藤 海妃 今泉 明日香 武末 藍 東 玲美 宮城 那菜

(岡垣ジュニア[福岡県]) (牛津ＪＢＣ[佐賀県]) (レッドバード佐土原[宮崎県]) (鹿児島 Ｂ－Ｌａｂ[鹿児島県]) (岡垣ジュニア[福岡県])

ぎおんだ　はやと みやざき　なおや しいば　ゆうと わたなべ　せな ばいりん ともや

祇園田 隼人 宮﨑 直也 椎葉 悠斗 渡邉 聖永 梅林 智哉

なかはら　ひでとし あだち　るい ふじた　どうしん はらぐち　ふうま よしもと そうた

中原 秀駿 安逹 琉偉 藤田 導心 原口 阜磨 吉元 颯汰

(北部ジュニア[熊本県]) (おぐにジュニア[熊本県]) (藤田研究所[宮崎県]) (しおみキャッツ[宮崎県]) (若竹クラブ[福岡県])

たけどみ　やすなお みつとみ るか えら　しょうた やまもと　りょうたろう くろしま　じゅんのすけ

武富 泰直 光富 琉華 惠良 将大 山本 凌太郎 黒島 淳之介

くめ　ゆうすけ ひさの みやび かん　たけひろ ふくだ　りゅうし くしま　たかのり

久米 優佑 久野 雅 菅 剛大 福田 琉詩 串間 太紀

(川上ジュニア[佐賀県]) (岡垣ジュニア[福岡県]) (日出ジュニア[大分県]) (あたごＢＣ[長崎県]) (宮崎バド・キッズ[宮崎県])

うえはた れん しもだ みずき まつむら かおる すきざき はる みやざき　おうじろう

上畑 蓮 下田 瑞葵 松村 薫 鋤崎 覇流 宮﨑 煌治郎

はやしだ しんりゅう くすもと はると まつむら たまき なかむら　こうせい やまぐち　けんたろう

林田 真龍 楠本 悠人 松村 環 中村 光惺 山口 健太郎

(秋月フォックス[福岡県]) (岡垣ジュニア[福岡県]) (香住ヶ丘ジュニア[福岡県]) (北部ジュニア[熊本県]) (Ｙ・ＨＪｒ[長崎県])

ほった　ななか うえの　りお ともり　ないき たにかど　ゆま むかえ はるか

堀田 菜々花 上野 里緒 友利 奈衣希 谷門 優真 向江 悠伽

ながふち　ゆりか いとう　あいか いしかわ　ゆい くさみち　あやは ふくはら あゆみ

永渕 友梨華 伊藤 亜衣佳 石川 結 草道 彩羽 福原 安祐美

(川上ジュニア[佐賀県]) (鹿児島ジュニア[鹿児島県]) (糸満ジュニア[沖縄県]) (いぶすきバドＫｉｄｓ[鹿児島県]) (ＣＯＬＯＲＳ[福岡県])

さかいだ　あやね はまだ　あいら えのもと　こはる やまぐち　まりな うえだ　ここな

境田 絢音 濵田 娃来 榎元 心春 山口 真里奈 上田 心愛

いのうえ　みおん いのうえ　ここみ よこみち　さや つやま　ゆめ いわもと　はぐみ

井上 海音 井ノ上 心美 横道 紗 津山 侑愛 岩本 はぐみ

(国富スマッシュ[宮崎県]) (中山少年団[鹿児島県]) (鹿児島ジュニア[鹿児島県]) (佐賀サンライズ[佐賀県]) (肥前ジュニア[佐賀県])

さとう かなこ くすもり みう まきの　みゆう おやどまり　ひまり なかしま　めい

佐藤 加奈子 楠森 美羽 牧野 美優 親泊 ひまり 中島 愛唯

さとう ほの かわの ふうか ほんじょう　みさき たましろ　りのん よこお　あかね

佐藤 穂乃 川野 楓華 本城 美咲 玉城 李音 横尾 茜

(三宅ジュニア[福岡県]) (若竹クラブ[福岡県]) (三股バードウィング[宮崎県]) (キクムラジュニア[沖縄県]) (川上ジュニア[佐賀県])
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