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10:00～10:15 1 次郎丸 ぎんなん かしいＹＲ 帆柱ＹＲ 城南中 りんどう
10:18～10:33 2 帆柱ＹＲ ぎんなん かしいＹＲ 帆柱ＹＲ かしいＹＲ りんどう
10:36～10:51 3 帆柱ＹＲ 次郎丸 かしいＹＲ 城南中 かしいＹＲ ﾔﾝｸﾞｳｪｰﾌﾞ
10:54～11:09 4 城南中 ぎんなん 次郎丸 託麻中 ﾔﾝｸﾞｳｪｰﾌﾞりんどう
11:12～11:27 5 出水中 ぎんなん かしいＹＲ 帯山・東部 玉名・荒尾りんどう
11:30～11:45 6 出水中 城南中 大村ＲＳ みやけＹＲ ﾔﾝｸﾞｳｪｰﾌﾞ熊本ＲＳ・山鹿
11:48～12:03 7 ぎんなん 託麻中 かしいＹＲ 長与ＹＲ 次郎丸 玉名・荒尾
12:06～12:21 8 帯山・東部山口ＪＲ 帆柱ＹＲ 大分ＲＳ ぶんごRFCりんどう
12:24～12:39 9 ゆのき 託麻中 大村ＲＳ 大分ＲＳ 時津 ﾔﾝｸﾞｳｪｰﾌﾞ
12:42～12:57 10 玖珠 みやけＹＲ かしいＹＲ 長崎ＲＳ 次郎丸 熊本ＲＳ・山鹿
13:00～13:15 11 帆柱ＹＲ 長与ＹＲ 長崎ＲＳ 大分ＲＳ ﾔﾝｸﾞｳｪｰﾌﾞゆのき
13:18～13:33 12 時津 玖珠 城南中 高鍋西 ﾌﾞﾗﾝﾋﾞｰＹＲぶんごRFC
13:36～13:51 13 帆柱ＹＲ 長崎ＲＳ 山口ＪＲ 浮羽・城南Ｓ 大村ＲＳ 玄海Ｊｒ
13:54～14:09 14 志免中 ゆのき 大分ＲＳ 浮羽・城南Ｓ 玄海Ｊｒ 大分ＲＳ
14:12～14:27 15 長与ＹＲ みやけＹＲ 帯山・東部時津 高鍋西 ぶんごRFC
14:30～14:45 16 山口ＪＲ 出水中 長崎ＲＳ 浮羽・城南Ｓ ﾌﾞﾗﾝﾋﾞｰＹＲ大分ＲＳ
14:48～15:03 17 玖珠 ゆのき 玄海Ｊｒ 長与ＹＲ 玉名・荒尾ぶんごRFC
15:06～15:21 18 志免中 託麻中 山口ＪＲ 大村ＲＳ 熊本ＲＳ・山鹿みやけＹＲ
15:24～15:39 19 ﾌﾞﾗﾝﾋﾞｰＹＲ帯山・東部 出水中 ゆのき 高鍋西 浮羽・城南Ｓ
15:42～15:57 20 玖珠 託麻中 ぶんごRFC志免中 玉名・荒尾時津
16:00～16:15 21 ﾌﾞﾗﾝﾋﾞｰＹＲ長与ＹＲ 出水中 長崎ＲＳ 熊本ＲＳ・山鹿浮羽・城南Ｓ
16:18～16:33 22 玄海Ｊｒ 山口ＪＲ ぶんごRFC高鍋西 みやけＹＲ大分ＲＳ
16:36～16:51 23 玖珠 帯山・東部 大村ＲＳ 高鍋西 玉名・荒尾志免中
16:54～17:09 24 ぶんごRFC玄海Ｊｒ ﾌﾞﾗﾝﾋﾞｰＹＲ長崎ＲＳ 熊本ＲＳ・山鹿大分ＲＳ
17:12～17:27 25 玄海Ｊｒ 高鍋西 ぶんごRFC長与ＹＲ 時津 志免中
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  9:24～ 9:39 1 高鍋西 みやけＹＲ ﾌﾞﾗﾝﾋﾞｰＹＲ大村ＲＳ 山口ＪＲ 大分ＲＳ
  9:42～ 9:57 2 ゆのき 浮羽・城南Ｓ 帯山・東部長与ＹＲ ぶんごRFC長崎ＲＳ
10:00～10:15 3 みやけＹＲ託麻中 ﾌﾞﾗﾝﾋﾞｰＹＲ玉名・荒尾 時津 大分ＲＳ
10:18～10:33 4 高鍋西 出水中 長与ＹＲ 熊本ＲＳ・山鹿 ぶんごRFC山口ＪＲ
10:36～10:51 5 みやけＹＲゆのき 玖珠 大村ＲＳ 帯山・東部長崎ＲＳ
10:54～11:09 6 ﾌﾞﾗﾝﾋﾞｰＹＲ託麻中 浮羽・城南Ｓ玉名・荒尾 山口ＪＲ 志免中
11:12～11:27 7 高鍋西 長崎ＲＳ 時津 熊本ＲＳ・山鹿 大分RS 山口ＪＲ
11:30～11:45 8 ﾌﾞﾗﾝﾋﾞｰＹＲ出水中 志免中 大村ＲＳ 大分ＲＳ 長与ＹＲ
11:48～12:03 9 みやけＹＲ時津 ぎんなん 玖珠 託麻中 島原ＲＣ
12:06～12:21 10 高鍋西 帯山・東部 玖珠 志免中 ゆのき 玉名・荒尾
12:24～12:39 11 長崎ＲＳ 熊本ＲＳ・山鹿 東海・川副中島原ＲＣ 長与ＹＲ かしいＹＲ
12:42～12:57 12 時津 出水中 東海・川副中玖珠 託麻中 浮羽・城南Ｓ
13:00～13:15 13 大村ＲＳ 帯山・東部 玉名・荒尾島原ＲＣ ゆのき ぎんなん
13:18～13:33 14 自彊館中 出水中 東海・川副中熊本ＲＳ・山鹿 長崎ＲＳ かしいＹＲ
13:36～13:51 15 志免中 島原ＲＣ 東海・川副中浮羽・城南Ｓ ぶんごRFC帆柱ＹＲ
13:54～14:09 16 大分ＲＳ ﾔﾝｸﾞｳｪｰﾌﾞ 佐賀Jr ぎんなん ぶんごRFCりんどう
14:12～14:27 17 浮羽・城南Ｓ島原ＲＣ 伊都ＹＲ 佐賀Jr 長与ＹＲ 帆柱ＹＲ
14:30～14:45 18 大分ＲＳ ﾔﾝｸﾞｳｪｰﾌﾞ 東海・川副中ぎんなん ぶんごRFC玄海Ｊｒ
14:48～15:03 19 大分ＲＳ 帆柱ＹＲ 東海・川副中自彊館中 かしいＹＲ ぶんごRFC
15:06～15:21 20 次郎丸 輝翔館中 玄海Ｊｒ 佐賀Jr りんどう 伊都ＹＲ
15:24～15:39 21 次郎丸 ﾔﾝｸﾞｳｪｰﾌﾞ 玄海Ｊｒ 自彊館中 伊都ＹＲ かしいＹＲ
15:42～15:57 22 帆柱ＹＲ 輝翔館中 ﾔﾝｸﾞｳｪｰﾌﾞ佐賀Jr 帆柱ＹＲ 玄海Ｊｒ
16:00～16:15 23 自彊館中 かしいＹＲ かしいＹＲ 佐賀Jr 次郎丸 りんどう
16:18～16:33 24 伊都ＹＲ 玄海Ｊｒ 輝翔館中 次郎丸 かしいＹＲ りんどう
16:36～16:51 25 帆柱ＹＲ かしいＹＲ 玄海Ｊｒ 輝翔館中
16:54～17:09 26
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