
■男子　スタッフ ■男子　選手

No. 役職 都道府県 No. 都道府県

1 ブロック協会代表者（理事長等） 福岡県 1 福岡県

2 ブロック・カテゴリー別ユース育成コーチ 佐賀県 2 福岡県

3 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 福岡県 3 福岡県

4 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 佐賀県 4 福岡県

5 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 長崎県 5 福岡県

6 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 熊本県 6 福岡県

7 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 宮崎県 7 福岡県

8 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 鹿児島県 8 佐賀県

9 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 沖縄県 9 佐賀県

10 ブロック・カテゴリー別ユース育成マネージャー 熊本県 10 佐賀県

11 ブロック事務担当者 熊本県 11 長崎県

12 現地スタッフ（開催地の補助役員） 熊本県 12 長崎県

13 現地スタッフ（開催地の補助役員） 熊本県 13 長崎県

14 現地スタッフ（開催地の補助役員） 熊本県 14 大分県

15 現地スタッフ（開催地の補助役員） 熊本県 15 大分県

16 大分県

17 熊本県

18 熊本県

19 熊本県

20 宮崎県

21 宮崎県

22 宮崎県

23 宮崎県

24 鹿児島県

25 鹿児島県

26 鹿児島県

27 沖縄県

28 沖縄県

29 沖縄県

林　浩嗣 延岡学園高校

喜多　剣士 れいめい高校

小原　優斗 鹿児島県立川内高校

手島　諒喜 宮崎県立小林高校

松井　雄幸 延岡学園高校

谷村　弘章 県立熊本高校

吉野　勉 県立熊本工業高校

本郷　宏 東海大学付属熊本星翔高校

佐藤　勝利 県立第二高校

竹原　大地 沖縄県立八重山高校

新留　誠人 鹿児島県立川内高校

アスタランド　マーヴィン　大雅 沖縄県立北中城高校

幸地　信哉 沖縄県立豊見城高校

岩﨑　壮一郎 九州学院高校

井手口　京平 東海大学付属熊本星翔高校

隈元　治輝 宮崎県立小林高校

川井　健太 大分県立大分舞鶴高校

山崎　蒔志 大分県立大分舞鶴高校

伊藤　陸斗 九州学院高校

宮川　雅己 長崎県立長崎西高校

山口　修平 長崎日本大学高校

久原　大弥 大分県立大分舞鶴高校

宮本　健二 県立大津高校 梁井　龍一 佐賀県立鳥栖高校

立石　宝龍 長崎県立佐世保工業高校緒方　誠光 県立玉名工業高校

宮迫　崇文 県立奄美高校 川原　嘉仁 佐賀県立佐賀北高校

井上　公男 興南高校 岸川　達希 佐賀県立佐賀北高校

岩下　盛大 県立熊本工業高校 中田　嵩基 福岡大学附属大濠高校

橘　裕 県立宮崎工業高校 岩元　遼太郎 九州産業大学付属九州高校

緒方　重宣 県立武雄高校 土屋　大輝 福岡大学附属大濠高校

岩本　清 県立大村高校 浅井　修伍 福岡大学附属大濠高校

北島　寿人 県立佐賀東高校 古橋　正義 福岡第一高校

文野　政憲 県立直方高校 中崎　圭斗 福岡大学附属大濠高校
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井手口　孝 福岡第一高校 松崎　裕樹 福岡第一高校



■女子　スタッフ ■女子　選手

No. 役職 都道府県 No. 都道府県

1 ブロック・カテゴリー別ユース育成コーチ 福岡県 1 福岡県

2 福岡県 2 福岡県

3 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 佐賀県 3 福岡県

4 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 長崎県 4 福岡県

5 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 熊本県 5 福岡県

6 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 大分県 6 福岡県

7 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 宮崎県 7 福岡県

8 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 鹿児島県 8 佐賀県

9 沖縄県 9 佐賀県

10 ブロック事務担当者 熊本県 10 佐賀県

11 現地スタッフ（開催地の補助役員） 熊本県 11 長崎県

12 現地スタッフ（開催地の補助役員） 熊本県 12 長崎県

13 現地スタッフ（開催地の補助役員） 熊本県 13 長崎県

14 大分県

15 大分県

16 大分県

17 熊本県

18 宮崎県

19 宮崎県

20 宮崎県

21 宮崎県

22 鹿児島県

23 鹿児島県

24 鹿児島県

25 鹿児島県

26 沖縄県

27 沖縄県

28 沖縄県

前田　啓志 県立大津高校

横田　大典 県立宇土高校

渡邉　幸樹 県立北稜高校

宮里　雅 沖縄県立西原高校

久高　夕奈 沖縄県立コザ高校

大分県立中津北高校

大分県立大分商業高校

長崎県立長崎西高校

純心女子高校

長崎女子高校

東江　早紀 沖縄県立那覇高校

鹿児島純心女子高校

宮嵜　沙也加 鹿児島市立鹿児島女子高校

佐伯　雅 鹿児島市立鹿児島女子高校

延岡学園高校

延岡学園高校

れいめい高校

慶誠高校

宮崎県立小林高校

延岡学園高校

大分県立中津北高校

宮脇　志帆

白川　万智

千々岩　美菜

大西　希蘭々

川口　愛優菜

飯隈　愛理

神野　海

畑中　みつみ

東　真菜

阿南　りさ子

山口　茜

前田　芽生

大村　早和

金城　健 県立北谷高校 野田　真裕香 佐賀県立佐賀東高校

友川　一久 熊本市立必由館高校 吉田　ひかり 佐賀県立唐津東高校

前村　かおり 県立小林高校 杉　咲里奈 西日本短大付属高校

田中　良和 県立伊集院高校 古賀　君香 佐賀県立佐賀北高校

吉田　恵士郎 尚絅高校 橋口　樹 東筑紫学園高校

中島　学 県立大分防府高校 佐藤　帆花 東筑紫学園高校

貞松　大 佐賀清和高校 町田　鈴華 福岡大学附属若葉高校

大久保　千万太 純心女子高校 矢野　凪紗 中村学園女子高校

池田　憲二 福岡大学附属若葉高校 嘉数　唯 福岡大学附属若葉高校

花田　康寛 県立糸島高校 曽我部　希子 福岡大学附属若葉高校
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