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301 松本　敬之 長崎県 351 團　秀隆 大分県

302 池田　達郎 宮崎県 352 久保田　雄貴 長崎県

303 西園　一生 鹿児島県 353 加治屋　毅 鹿児島県

304 平井　昂也 宮崎県 354 原田　皓生 熊本県

305 崎田　晃貴 鹿児島県 355 飯干　直樹 宮崎県

306 森元　聡人 福岡県 356 木下　幸三 大阪府

307 藤浪　幹太 福岡県 357 廣瀬　昌彦 大分県

308 大原　和起 大分県 358 冨永　研夫 宮崎県

309 山口　祥平 福岡県 359 丸尾　公貞 愛媛県

310 市原　大輝 鹿児島県 360 浦上　大輔 大阪府

311 熊村　健太 宮崎県 361 谷山　慶太 宮崎県

312 田中　亮成 熊本県 362 花村　崇裕 鹿児島県

313 内栫　将司 鹿児島県 363 酒井　淳司 熊本県

314 奥　祐介 宮崎県 364 大徳　朋亮 熊本県

315 加納　侑士 福岡県 365 藤原　祐太 宮崎県

316 川口　遼 大阪府 366 Maris　Chad 宮崎県

317 戸塚　直道 東京都 367 中山　陽平 鹿児島県

318 疋田　亘 大阪府 368 植田　寛之 熊本県

319 加藤　翔平 千葉県 369 田邊　公平 佐賀県

320 田中　将之 静岡県 370 安水　大介 東京都

321 坂口　順平 鹿児島県 371 時任　寛起 宮崎県

322 小松　眞也 佐賀県 372 新地　義昭 大分県

323 高崎　太朗 宮崎県 373 寺田　翔吾 宮崎県

324 早馬　健弘 熊本県 374 山本　賢誠 福岡県

325 黒木　裕一郎 宮崎県 375 竹内　豊 鹿児島県

326 菊村　風穂 鹿児島県 376 杉田　伸也 愛知県

327 佐藤　雄大 宮崎県 377 金子　芳文 大分県

328 立山　誠 熊本県 378 是石　智文 福岡県

329 唐田　宗一郎 熊本県 379 島田　幸典 福岡県

330 小栗　良太 宮崎県 380 野口　晃司 福岡県

331 長沼　竣 宮崎県 381 松浦　優太 福岡県

332 江崎　泰平 東京都 382 近藤　健介 神奈川県

333 山本　昂史 熊本県 383 桂屋　正明 東京都

334 末永　幸洋 福岡県 384 前田　佳佐 愛知県

335 早川　薫 宮崎県 385 久木野　政和 鹿児島県

336 重久　友希 鹿児島県 386 福田　謙一 愛媛県

337 栗田　洋平 熊本県 387 一美　俊輔 熊本県

338 谷口　詳 宮崎県 388 有本　周平 東京都

339 小松　健太 佐賀県 389 チャイコフスキー　マーク東京都

340 若林　裕之 宮崎県 390 市村　駿 東京都

341 竹之下　朋典 宮崎県 391 中島　啓蔵 兵庫県

342 鬼塚　康晴 宮崎県 392 大神　祐隆 福岡県

343 大平　和寛 鹿児島県 393 桃園　博 福岡県

344 倉元　聡輔 宮崎県 394 森　與志紀 兵庫県

345 野田　昌幸 宮崎県 395 横川　哲也 宮崎県

346 赤尾　涼 愛知県 396 小玉　賢太 宮崎県

347 中本　顕正 東京都 397 岡田　将到 大阪府

348 海辺　義一 福岡県 398 重金　信輝 熊本県

349 野田　祥平 熊本県 399 尾田　充倫 熊本県

350 吉本　康昭 宮崎県 400 原　英貴 宮崎県
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