
Ｎｏ 身長 生年月日 所　　属 Ｎｏ 身長 生年月日 所　　属

④ 酒井 祐典 186 九州電力(株) 4 滝口 翔太 182 東海大学

5 田中 喜陽 190 (株)九建 5 北原 秀明 184 東海大学

6 織田 秀司 188 九州電力(株) 6 小澤 智将 183 東海大学

7 伊集 貴也 180 九州メンテナンス(株) ⑦ 林 翔太郎 192 東海大学

8 中深迫 諒太 192 九電産業(株) 8 佐竹 宥哉 186 東海大学

9 赤星 雄平 187 九州メンテナンス（株） 9 北村 正太郎 181 株式会社熊本銀行

10 岡 隆輔 186 九電産業(株) 10 玉井 健介 180 東海大学

11 三友 康平 179 北九州市立若松中学校（教） 11 早野 泰介 185 ハイテックウッド販売九州株式会社

12 根岸 豪 186 九州電力(株) 12 緒方 仁哉 172 東海大学

13 村瀬 敦希 185 西日本プラント工業(株) 13 藤森 龍 192 東海大学

14 毛利 孝志 195 九電不動産(株) 14 岩下 利輝 188 株式会社ネクスト

15 熊谷 駿 177 西日本プラント工業(株) 15 谷里 京哉 187 東海大学

Ｎｏ 身長 生年月日 所　　属 Ｎｏ 身長 生年月日 所　　属

4 近 忍 190 レノヴァ鹿児島 4 武藤 広樹 186 佐賀県立武雄高校（教）

5 小原 匡博 173 （株）奄美ホーム ⑤ 吉田 裕平 175 伊万里特別支援学校（教）

6 西堂 雅彦 195 鹿児島高等学校（教） 6 藤瀬 諒太 175 (株)小松商店

⑦ 鮫島 和人 172 レノヴァ鹿児島 7 船津 誠人 187 大和特別支援学校（教）

8 坊ノ下 佳樹 183 日本経済大学 8 八谷 克寿 184 (株）戸上コントロール

9 玉田 博人 182 日本経済大学 9 本村 亮輔 180 日本大学

10 安慶 大樹 191 レノヴァ鹿児島 10 松尾 啓輔 193 福岡大学

11 奈良 篤人 178 レノヴァ鹿児島 11 藤森 翔平 175 (株）東大阪スタジアム

12 松山 洋征 187 九州共立大学 12 古賀 太一朗 185 基山町立基山小学校（教）

13 黒木 晟 190 日本経済大学 13 石灘 勝貴 178 株式会社　太平

14 松崎 圭介 180 レノヴァ鹿児島 14 武藤 義英 182 佐賀広域消防局

15 赤塚 将輝 191 九州共立大学 15 大野 聖文 180 佐賀大学

監　督 中村　洋介

氏　名

監　督 宮迫　崇文

監　督 元　炳善

氏　名

氏　名

選手名簿
【成年男子】

①　福岡県

監　督 山口　健太郎

④　佐賀県

②　熊本県

氏　名

③　鹿児島県
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Ｎｏ 身長 生年月日 所　　属 Ｎｏ 身長 生年月日 所　　属

④ 多和田 真斗 179 CHECK　MATE ④ 大賀 啓史 176 超合金兄弟(株)

5 大北 拳一郎 175 Bullets 5 梅宮 学 182 大分県バスケットボール協会

6 宮平 弥 174 ＡＲＫ 6 森永 卓磨 180 ㈱大塚商会

7 城間 勇人 182 ワンハート整骨院 7 竹本 崇一郎 184 医療法人秀明会だいかく病院

8 金城 徹 185 ワンハート整骨院 8 平松 拓也 178 社会医療法人恵愛会大分中村病院

9 長嶺 義晃 183 Bullets 9 台良 裕則 182 ㈱アステム

10 崎濱 洋介 177 豊見城スポーツＡ 10 甲斐 恒史 180 九州東邦(株)

11 新垣 雄大 191 ＡＲＫ 11 高井 大志 188 大分県立大分南高等学校（教）

12 嘉陽 宗平 185 豊見城スポーツＡ 12 三浦 友裕 188 (株)オーイーシー

13 岸本 行央 184 ＡＲＫ 13 小手川 大志 186 ㈱戸高鉱業社

14 下地 昭久 190 HIGH LIFE 14 山村 彰 187 プライムヴィラ(株)

15 金城 怜志 188 居酒屋田舎 15 高山 竜之介 172 同志社大学

Ｎｏ 身長 生年月日 所　　属 Ｎｏ 身長 生年月日 所　　属

④ 近藤 紘光 173 フジオカ 4 甲斐 慶彦 178 延岡しろやま支援学校（教）

5 本村 賢吾 178 三菱日立パワーシステムズ株式会社 5 川元 崇史 195 ㈱コズモメディア

6 中ノ瀬 潤 165 浦上自動車学校 ⑥ 吉村 克佑 185 日向市立財光寺中学校（教）

7 竹口 大亮 176 長崎市渡辺造船所 7 高橋 昌史 197 （有）藤村製材

8 山田 悠太 186 浦上自動車学校 8 月野 功大 170 宮崎市立加納中学校（教）

9 中嶋 将貴 176 浦上自動車学校 9 寺原 拓史 170 アイティーアイ

10 吉田 雄治 193 諌早市役所 10 湯浅 知樹 173 JA宮崎中央

11 今宮 翔太 188 諫早市医師会 11 一宮 孝博 184 生活協同組合コープみやざき

12 陣内 純大 187 株式会社リョーイン 12 横山 知幸 185 （株）MORE communication

13 大木 隆久 195 大木金物店 13 村田 雄一郎 188 株式会社宮崎衛生公社

14 山田 航 185 浦上自動車学校 14 三浦 洋平 180 富士通（株）

15 神﨑 寛 180 自治労長崎県本部 15 猪崎 大輔 186 （株）大森淡水

⑥　大分県

氏　名 氏　名

⑤　沖縄県

監　督 金城　バーニー

氏　名

監　督 御手洗　喜朗

⑧　宮崎県

監　督 菅原　正伸

監　督 冨所　武司

氏　名

【成年男子】

⑦　長崎県

選手名簿
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Ｎｏ 身長 生年月日 所　　属 Ｎｏ 身長 生年月日 所　　属

④ 武藤 海斗 174 福岡第一高等学校 ④ 山田 安斗夢 180 鹿児島市立鹿児島商業高等学校

5 磯野 寛晃 186 福岡県立直方高等学校 5 山田 亮平 171 鹿児島市立鹿児島商業高等学校

6 中村 太地 191 福岡大学附属大濠高等学校 6 河井 竜 184 県立加治木工業高等学校

7 西田 優大 187 福岡大学附属大濠高等学校 7 藤野 隆斗 178 県立川内高等学校

8 牧 隼利 188 福岡大学附属大濠高等学校 8 川ノ上 祐旗 177 県立加治木工業高等学校

9 増田 啓介 192 福岡大学附属大濠高等学校 9 福山 雄大 186 県立川内高等学校

10 重富 友希 170 福岡第一高等学校 10 上野 真志 178 県立加治木工業高等学校

11 重富 周希 172 福岡第一高等学校 11 熊之細 拳 183 鹿児島市立鹿児島商業高等学校

12 蔡 錦鈺 200 福岡第一高等学校 12 高橋 竜太 185 県立甲南高等学校

13 河野 佑太 190 福岡第一高等学校 13 金丸 恭平 179 県立加治木工業高等学校

14 青木 亮 193 福岡大学附属大濠高等学校 14 西ノ園 桂吾 170 県立鹿児島工業高等学校

15 堀川 裕作 192 福岡大学附属大濠高等学校 15 鎌迫 練 183 川島学園れいめい高等学校

Ｎｏ 身長 生年月日 所　　属 Ｎｏ 身長 生年月日 所　　属

④ 石田 裕太郎 177 延岡学園高等学校 ④ 香川 泰斗 181 大分県立大分舞鶴高等学校

5 ディオップマムシェッハ イブラヒマ 210 延岡学園高等学校 5 スミス 安努隆 189 大分県立大分舞鶴高等学校

6 田上 元己 183 延岡学園高等学校 6 中積 潤 163 大分県立大分雄城台高等学校

7 山田 颯士郎 170 延岡学園高等学校 7 坂田 雅弥 183 柳ヶ浦高等学校

8 榎田 拓真 184 延岡学園高等学校 8 森田 健人 175 大分県立臼杵高等学校

9 ナロン 竜平 176 延岡学園高等学校 9 長谷川 聖 174 大分県立大分舞鶴高等学校

10 原田 大生 175 宮崎県立宮崎工業高等学校 10 吉良 知将 173 大分県立大分舞鶴高等学校

11 五代 雅己 181 延岡学園高等学校 11 木下 碧人 163 大分県立大分舞鶴高等学校

12 水谷 槙之介 168 延岡学園高等学校 12 後藤 天月 183 大分県立大分雄城台高等学校

13 小川 真興 183 宮崎県立小林高等学校 13 小堀 一 179 明豊高等学校

14 村角 健陽 184 宮崎県立小林高等学校 14 赤嶺 充希 184 大分県立大分舞鶴高等学校

15 シェッラママドゥ 200 延岡学園高等学校 15 森山 翔太 185 大分県立日田高等学校

氏　名

④　大分県

氏　名氏　名

選手名簿
【少年男子】

①　福岡県

監　督 井手口　孝 監　督 大町  省二

③　宮崎県

②　鹿児島県

監　督 監　督 池田  剛川添  裕司

氏　名
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Ｎｏ 身長 生年月日 所　　属 Ｎｏ 身長 生年月日 所　　属

④ 宮崎 雄司 174 県立佐賀東高等学校 ④ 上良 潤起 184 沖縄県立小禄高等学校

5 角田 太輝 179 県立佐賀北高等学校 5 森田 幸之介 170 沖縄県立小禄高等学校

6 片渕 貴裕 181 県立佐賀北高等学校 6 池田 祐一 180 沖縄県立小禄高等学校

7 横尾 卓巳 180 県立佐賀北高等学校 7 大城 勝悟 178 沖縄県立小禄高等学校

8 坂本 耕大 180 県立佐賀東高等学校 8 宮平 岳 164 沖縄県立前原高等学校

9 青木 光 181 県立有田工業高等学校 9 松田 悠太郞 180 沖縄県立小禄高等学校

10 原口 晃太 175 県立有田工業高等学校 10 儀間 真 172 沖縄県立小禄高等学校

11 福田 蓮 185 県立有田工業高等学校 11 野原 暉央 185 私立興南高等学校

12 中島 永遠 180 県立有田工業高等学校 12 名城 正真 171 私立興南高等学校

13 角田 勇輝 172 県立鳥栖工業高等学校 13 大田 徳弥 184 私立興南高等学校

14 久我 彩人 177 県立唐津工業高等学校 14 島尻 玲央 185 私立興南高等学校

15 浦田 雅弥 177 県立唐津工業高等学校 15 中村  夢 173 沖縄県立糸満高等学校

Ｎｏ 身長 生年月日 所　　属 Ｎｏ 身長 生年月日 所　　属

④ 永塘 哲生 174 九州学院高等学校 ④ 米須 楽人 166 長崎日本大学高等学校

5 趙 漢辰 191 東海大学付属熊本星翔高等学校 5 口石 剛大 180 長崎県立長崎西高等学校

6 西山 泰加 175 九州学院高等学校 6 後山 智樹 181 長崎県立長崎西高等学校

7 平原 健太 189 熊本県立熊本工業高等学校 7 森山 湧斗 174 長崎県立長崎西高等学校

8 野口 龍太郎 190 九州学院高等学校 8 野口 拓馬 199 長崎日本大学高等学校

9 古家 凜 177 九州学院高等学校 9 吉原 光晟 183 長崎日本大学高等学校

10 前田 悠介 181 東海大学付属熊本星翔高等学校 10 松崎 颯馬 184 長崎県立長崎西高等学校

11 松本 駿 180 九州学院高等学校 11 本郷 直也 175 長崎日本大学高等学校

12 藤井 虎南 181 東海大学付属熊本星翔高等学校 12 井手 晴友 171 長崎県立佐世保工業高等学校

13 松井 智哉 187 熊本県立熊本工業高等学校 13 野田 壮一郎 184 長崎県立長崎東高等学校

14 川田 大起 174 九州学院高等学校 14 宮崎 蓮 188 長崎日本大学高等学校

15 跡部 遥規 170 熊本国府高等学校 15 中山 侑樹 184 長崎県立長崎西高等学校

選手名簿

【少年男子】

監　督 北島　寿人

氏　名

氏　名

⑦　熊本県

監　督 岩下  盛大

⑧　長崎県

氏　名

氏　名

⑤　佐賀県

監　督 田代  秀憲

⑥　沖縄県

監　督 井上  公男
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Ｎｏ 身長 生年月日 所　　属 Ｎｏ 身長 生年月日 所　　属

4 米村 知紗 167 鶴屋百貨店 ④ 島袋 友見 164 ＯＭガス石油ＳＳ

5 濱本 愛梨 167 鶴屋百貨店 5 宮城 美樹 173 ＯＭガス石油ＳＳ

6 松本 恵理奈 154 東海大学 6 川嶋 萌子 164 名桜大学

7 瀬井 香織 171 鶴屋百貨店 7 宮城 ちづる 156 ＯＭガス石油ＳＳ

8 野尻 絢那 175 鶴屋百貨店 8 西兼盛 しの 157 ＯＭガス石油ＳＳ

9 松岡 和泉 173 鶴屋百貨店 9 照喜名 美幸 171 ＯＭガス石油ＳＳ

10 落合 千里 161 鶴屋百貨店 10 田城 典奈 166 沖縄大学

11 簑田 小百合 176 鶴屋百貨店 11 親泊 彩華 162 ＯＭガス石油ＳＳ

12 上野 綾菜 165 鶴屋百貨店 12 青木 愛佳 174 沖縄大学女子バスケットボール部（女子）

13 井上 春佳 172 東海大学 13 宮里 エリナ 173 食楽

⑭ 田中 愛巳 164 鶴屋百貨店 14 正木 優子 168 沖縄国際大学

15 徳永 沙紀 168 東海大学 15 仲宗根 桃子 162 沖縄国際大学

Ｎｏ 身長 生年月日 所　　属 Ｎｏ 身長 生年月日 所　　属

④ 兼頭 沙樹那 170 長崎日本大学高等学校(教) ④ 遠藤 沙良 165 有限会社　遠藤商店

5 坪田 朋子 165 フジオカ 5 金丸 祐子 163 （有）夢工房

6 武藤 里衣子 163 フジオカ 6 久松 美由希 170 （株）豊和銀行

7 平田 彩乃 175 三井住友銀行 7 廣田 恵里 162 ハッピーアートカンパニー

8 川上 聖子 168 長崎医療技術専門学校 8 草牧 すずか 164 株式会社　大分銀行

9 瀬崎 津希妃 168 三和みのり園 9 秋月 美和 162 （株）大分三好ヴァイセアドラー

10 内野 夏実 160 鎮西学院高等学校(教) 10 大木 沙織 172 大分市立南大分中学校（教）

11 天羽 菜月 170 鶴鳴学園長崎女子高等学校(教) 11 熊谷 理紗子 166 社会医療法人恵愛会大分中村病院

12 久松 なつき 170 天理大学 12 江良 朋美 165 （株）大分銀行

13 岡 みのり 168 青山学院大学 13 宇都宮 千紘 166 株式会社　大分銀行

14 牧島 朱里 155 長崎歯科衛生士学校 14 曽我 有希 170 福岡大学

15 平川 歩 175 長崎県立佐世保北高等学校(教) 15 中松 葵 180 奈良学園大学

氏　名氏　名

氏　名

③　長崎県

選手名簿
【成年女子】

①　熊本県

監　督 鹿毛  美智子

監　督 大久保  千万太

氏　名

④　大分県

②　沖縄県

監　督 今村  泰三

監　督 仲村  聡

-16-



Ｎｏ 身長 生年月日 所　　属 Ｎｏ 身長 生年月日 所　　属

④ 浦本 美希 174 鹿屋体育大学 4 坂口 千晶 153 福岡中央高等学校（教）

5 迫 あいか 165 鹿屋体育大学 5 津野 彩華 167 無所属

6 後藤 優 165 鹿屋体育大学 6 藤 沙織 163 大阪体育大学

7 原 明里 170 鹿屋体育大学 7 金原 彩姫 165 トヨタ自動車

8 時長 美桜 169 鹿屋体育大学 8 吉田 緑 168 福吉中学校（教）

9 吉田 由美 171 鹿屋体育大学 9 渡辺 絵里加 170 西南女学院大学

10 内田 しずか 180 ＥＮＤＬＥＳＳ 10 山内 葉月 170 糸田町立糸田小学校（教）

11 井上 りか 172 鹿屋体育大学 11 溝口 早希 168 無職

12 川口 絢 180 鹿屋体育大学 12 中田 鈴香 172 西南女学院大学

13 外山 紅音 178 鹿屋体育大学 13 津田 史穂莉 170 アーバングリーン八田

14 西村 かおり 173 鹿屋体育大学 14 上原 美月 177 スーパースポーツゼビオ　春日店

15 福山 莉可 176 鹿屋体育大学 ⑮ 成松 祐里 174 西南女学院大学

Ｎｏ 身長 生年月日 所　　属 Ｎｏ 身長 生年月日 所　　属

4 北村 朋美 173 佐賀県立盲学校（教） ④ 池上 千紗 171 宮崎県立みやざき中央支援学校(教)

5 小野 美沙希 170 特別養護老人ホーム清水園 5 池上 瑠理 166 宮崎県立みなみのかぜ支援学校(教)

6 内田 美子 167 有料老人ホームシニアホーム高木瀬 6 上妻 朱奈 168 宮崎県立みやざき中央支援学校（教）

7 山本 夏歩 173 特別養護老人ホーム清水園 7 内田 愛莉 172 宮崎県立みなみのかぜ支援学校(教)

8 佐藤 優衣 160 武雄看護リハビリテーション学校 8 吉野 景子 169 西都市立都於郡中学校（教）

9 川副 恵 158 佐賀市医師会立看護専門学校 9 金丸 琴未 166 都城市立夏尾中学校（教）

10 奥澤 美里 172 （有）境木工 10 水谷 彩乃 167 近畿大学九州短期大学

⑪ 下薗 由華 165 医療法人ひらまつ病院 11 白谷 優香 169 都城市郡医師会病院

12 岡村 愛子 172 大阪体育大学体育学部 12 新原 茜 165 ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社

13 龍 さつき 164 地域密着型清水園 13 一宮 幸 165 医療法人久康会平田東九州病院

14 内川 幸子 170 佐賀市医師会立看護専門学校 14 松尾 麻子 153 江平内科

15 只隈 彩夏 168 医療法人ひらまつ病院 15 早田 絵里奈 155 ヤマエ久野株式会社

氏　名 氏　名

選手名簿

【成年女子】

⑥　福岡県

監　督

氏　名 氏　名

⑤　鹿児島県

監　督 木葉  一総 木村  友彦

⑦　佐賀県 ⑧　宮崎県

監　督 山口  清文 監　督 小島  亜紀子
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