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1 1 川口 竜也 かわぐち たつや 日置市役所 30'24
16 2 谷口 一希 たにぐち かずき 第一工科大学 ２年 31'16
30 3 下池 正 しもいけ ただし ダスキン伊集院 31'16
12 4 徳永 涼人 とくなが りょうと 日置市役所 31'19
27 5 林田 元輝 はやしだ げんき 神村学園教員 31'35
18 6 市来原 潤 いちきはら じゅん 日置市役所 31'42
4 7 堀之内 瑠生 ほりのうち りゅうせい 鹿児島国際大学 １年 31'43
10 8 川野 雄太 かわの ゆうた 日置市消防本部 31'44
9 9 東 汰騎 ひがし たいき 第一工科大学 １年 31'45
52 10 高崎　建 たかさき けん 樟南高校 ２年 31'51
31 11 今田 風吹 いまだ ふぶき 日置市役所 32'09
20 12 飯牟禮 孔暉 いいむれ こうき 鹿児島高校 １年 32'21
51 13 大角　篤志 おおすみ あつし 京セラ 32'30
26 14 大重 拓海 おおしげ たくみ 国分自衛隊 32'34
28 15 吉村 健人 よしむら けんと いちき串木野市役所 32'35
7 16 中村 泰士 なかむら たいし Ａコープ鹿児島 32'40
25 17 屋久 楓 やひさ かえで いちき串木野市役所 32'52
13 18 冨迫 俊佑 とみさこ しゅんすけ いちき串木野市消防本部 32'55
5 19 下池 将多郎 しもいけ しょうたろう 鹿児島工業高校 ２年 33'03
3 20 今給黎 貴史 いまきいれ たかふみ 日置市消防本部 33'21
11 21 松原 弘輝 まつばら ひろき 日置市役所 33'25
15 22 石原 健人 いしはら けんと 鹿児島中央高校 ２年 33'29
17 23 外山 雅之 とやま まさゆき 日置市役所 33'37
24 24 武田 国拓 たけだ くにひろ 神村学園専修学校 33'44
29 25 宮之原 誓弥 みやのはら せいや 就労支援センターみらいず 33'48
23 26 能勢 勇作 のせ ゆうさく 日置市消防本部 33'51
8 27 前田 翼 まえだ つばさ 日置市役所 34'03
22 28 鍋倉 大悠 なべくら まさはる 樟南高校 ２年 34'51
21 29 堀切 颯真 ほりきり　そうま 鹿児島高校 １年 35'41
2 30 白ヶ澤 勇翔 しらがさわ はやと 吹上高校 ３年 35'49
19 31 松山 逸馬 まつやま いつま 日置市消防本部 36'07
14 32 白ヶ澤 優樹 しらがさわ ゆうき 第一工科大学 ４年 36'48
32 33 早瀬 道正 はやせ みちまさ 日置市消防本部 37'38
6 34 松崎 飛龍 まつさき ひりゅう 鹿児島玉龍高校 38'06
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