
男女 ゼッケン チーム名
男子 1 飛び出せ！天草ディラネーロ
男子 2 吉井クラブ
男子 3 アスリートクラブこうしＡ
男子 4 アスリートクラブこうしB
男子 5 楠浦陸上クラブ
男子 6 K.WINGS.AC
男子 7 K.WINGS.AC TUBAME
男子 8 K.WINGS.AC SAKURA
男子 9 御幸小野球部
男子 10 秋津小楠ソフトボールクラブ
男子 11 秋津小楠ソフトボールクラブ　B
男子 12 岱明アスリートクラブA
男子 13 岱明アスリートクラブB
男子 14 荒尾ＪＡＣ
男子 15 太田郷小学校陸上部男子A
男子 16 太田郷小学校陸上部男子B
男子 17 FC BIGWAVE Aチーム
男子 18 FC　BIGWAVE　Bチーム
男子 19 力合クラブ
男子 20 松高陸上クラブ
男子 21 桜井ランナーズ
男子 22 ミッチーファイブ
男子 23 A-lifeなんかん
男子 24 野球小僧
男子 25 芦北トレジャーＡ
男子 26 芦北トレジャーＢ
男子 27 熊本東陸上クラブ
男子 28 三角小学校ハンドボール部
男子 29 千丁小野球クラブ（５年）A
男子 30 千丁小野球クラブ（５年）B
男子 31 千丁小野球クラブ（５年）C
男子 32 ＴＫＰ
男子 33 eトレジュニア
男子 34 隈府クラブ
男子 35 菊池Ｔ＆Ｆ
男子 36 T＆F蘇陽
男子 37 H.S.S.
男子 38 あそBOYS
男子 39 あそりく
男子 40 不知火JRC
男子 41 ＫＵＲＳ　～チームルフィー～
男子 42 ＫＵＲＳ　～チームゾロ～
男子 43 ＫＵＲＳ　～チームサンジ～
男子 44 ＫＵＲＳ　～チームウソップ～
男子 45 ＫＵＲＳ　～チームチョッパー～
男子 46 阿蘇西イーグルスＪｒ　（Ａ）
男子 47 阿蘇西イーグルスＪｒ　（Ｂ）
男子 48 花園ワイルド
男子 49 花園ランナーズ
男子 50 小国ＪＲＣ
男子 51 迫水全力ボーイズ
男子 52 大津小学校　男子Ａ
男子 53 大津小学校　男子Ｂ
男子 54 西南小ミニバスケ　ラビッターズ
男子 55 西南小ミニバスケ　チーターズ
男子 56 画図小野球部Ａ
男子 57 画図小野球部Ｂ
男子 58 画図小野球部Ｃ
男子 59 画図小野球部Ｄ
男子 60 上天草ドリームズ
男子 61 山鹿小陸上　ストロング
男子 62 山鹿小陸上　７
男子 63 山鹿小陸上　ドリームズ
男子 64 八千把小学校陸上部　男子
男子 65 水俣一小　男子A
男子 66 水俣一小　男子B
男子 67 チーム武蔵１
男子 68 チーム武蔵２
男子 69 チーム武蔵３
男子 70 チーム武蔵７
男子 71 築山空手道場



男女 ゼッケン チーム名
女子 1 吉井クラブ
女子 2 アスリートクラブこうし
女子 3 楠浦陸上クラブ
女子 4 K.WINGS.AC
女子 5 エンジョイガールズ大浜
女子 6 岱明アスリートクラブA
女子 7 岱明アスリートクラブB
女子 8 荒尾ＪＡＣ
女子 9 太田郷小学校陸上部女子A
女子 10 太田郷小学校陸上部女子B
女子 11 緑川小ミニバスケ部レディース
女子 12 緑川小ミニバスケ部ガールズ
女子 13 緑川小ミニバスケ部ギャルズ
女子 14 松高陸上クラブAチーム
女子 15 松高陸上クラブBチーム
女子 16 最強ガールズ
女子 17 バスケガールズ
女子 18 桜井ランナーズ
女子 19 松橋ハンドボールガールズ
女子 20 中島小学校
女子 21 熊本東陸上クラブ
女子 22 宇土クラブエース
女子 23 宇土クラブスターズ
女子 24 隈府クラブ
女子 25 菊池Ｔ＆Ｆ
女子 26 ＫＵＲＳ　～チームＡ～
女子 27 ＫＵＲＳ　～チームＫ～
女子 28 ＫＵＲＳ　～チームＢ～
女子 29 ＫＵＲＳ　～チームＳ～
女子 30 青海ブルーシー
女子 31 青海リトルギャングズ
女子 32 青海ギャングスターズ
女子 33 青海フラワーズ
女子 34 ラッキー７
女子 35 元気１００％
女子 36 フラワースマイル
女子 37 不知火JRC
女子 38 小国ＪＲＣ
女子 39 迫水全力ガールズ
女子 40 大津小学校　女子
女子 41 FBCA
女子 42 FBCB
女子 43 FBCC
女子 44 FBCD
女子 45 上天草ドリームズ
女子 46 山鹿小陸上　ランナーガールズ
女子 47 山鹿小陸上　スマイル５
女子 48 山鹿小陸上　RYRTSSS
女子 49 山鹿小陸上　７RI
女子 50 山鹿小陸上　NO．１
女子 51 山鹿小陸上　ミラクルガールズ
女子 52 八千把小学校陸上部　女子A
女子 53 八千把小学校陸上部　女子B
女子 54 水俣一小　女子
女子 55 チーム武蔵４
女子 56 チーム武蔵５
女子 57 チーム武蔵６
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