
■男子　スタッフ ■男子　選手

No. 役職 都道府県 No. 都道府県
1 ブロックユース育成マネージャー 熊本県 1 福岡県
2 ブロック・カテゴリー別ユース育成コーチ 宮崎県 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 ブロック事務担当者 福岡県 4 福岡県
5 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 佐賀県 5 福岡県
6 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 長崎 6 佐賀県
7 ブロック事務担当者 長崎 7 佐賀県
8 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 熊本県 8 佐賀県
9 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 大分県 9 佐賀県
10 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 鹿児島県 10 佐賀県
11 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 沖縄県 11 長崎県
12 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 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 長崎県
15 現地スタッフ（開催地の補助役員） 熊本県 15 長崎県
16 現地スタッフ（開催地の補助役員） 熊本県 16 熊本県
17 現地スタッフ（開催地の補助役員） 熊本県 17 熊本県
18 ブロック事務担当者 熊本県 18 熊本県
19 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 熊本県 19 熊本県
20 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 福岡県 20 熊本県
21 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 長崎県 21 大分県
22 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 佐賀県 22 大分県

23 大分県
24 大分県
25 大分県
26 宮崎県
27 宮崎県
28 宮崎県
29 宮崎県
30 宮崎県
31 鹿児島県
32 鹿児島県
33 鹿児島県
34 鹿児島県
35 鹿児島県
36 沖縄県
37 沖縄県
38 沖縄県
39 沖縄県
40 沖縄県

奄美市立小宿中学校

平良　一馬 豊見城市豊見城中学校
下地　秀一郎 豊見城市豊見城中学校

宮崎市立宮崎中学校
田中　颯真 宮崎市立本郷中学校

兎澤　瑛太郎 池田学園池田中学校
有馬　虎太朗 池田学園池田中学校

東後藤　優志郎 鹿児島市立清水中学校

石川　響太郎
河野　優大

君野　碧
園田　陽介

足田　真枝子 熊本市立帯山中学校
佐藤　真理子 熊本市立出水中学校
岸本　隆彰 エイジス九州（株）
井上　裕二
下田　大輔 南島原市立大野木場小学校
徳永　将秀 千代田ミニバス

吉田　嘉穂 益城町立益城中学校
中山　瑞基 熊本市立西山中学校

今里　智千加 熊本市立帯山中学校
岩本　亮一 熊本市立東町中学校
増永　紳治 熊本市立井芹中学校

倉掛　啓輔 都城市立岩吉中学校 鷹野　祐磨 福岡市立西福岡中学校
篠原　重治 太宰府市立太宰府西中学校 早田　流星 福岡市立西福岡中学校

平成28年度U-13九州ブロックエンデバー　指導スタッフおよび参加選手名簿

氏名 所属 氏名 所属
永尾　信次 熊本市立帯山中学校 岩下　准平 福岡市立西福岡中学校

森田　謙人 大村市立大村中学校 𠮷岡　暢哉 神埼市立千代田中学校
秋元　隆志 長崎市立淵中学校 武富　楓太 佐賀市立城東中学校

中原　健 福岡市立箱崎清松中学校 高橋　裕心 筑紫野市立天拝中学校
野田　義勝 佐賀大学教育学部附属中学校 大澤　祥貴 古賀市立古賀東中学校

下薗　一樹 薩摩川内市立川内中央中学校 西山　楓 有田町立有田中学校
小浦　雅大 時津町立鳴北中学校

竹元　浩人 熊本市立花陵中学校 手塚　英蔵 佐賀市立川副中学校
長藤　寛昌 日田市立東部中学校 髙田　大輔 白石町立有明中学校

下地　秀隆 糸満市立西崎中学校

戸羽　海人 諫早市立真城中学校
畑島　大翔 天草市立本渡中学校
中山　梓輝 熊本市立桜木中学校

松永　陽大 松浦市立志佐中学校
山下　力也 長崎市立小ヶ倉中学校

アゼベド　ザッカリー　龍 佐世保市立日野中学校

加藤　智也 私立明豊中学校
穂満　健太 私立明豊中学校

下地　巧己 糸満市立西崎中学校

北村　海心 大津町立大津中学校
水本　総司 益城町立益城中学校
中野　謙三 熊本市立白川中学校

小林市立小林中学校
高原町立高原中学校

川島学園れいめい中学校

安部　剛史 大分大学附属中学校
柳井　皓雄 大分大学附属中学校
宮本　英駆 大分市立大東中学校
北原　日和 宮崎市立宮崎中学校
川添　拓馬

請舛　楓 沖縄市立コザ中学校
嘉数　宣喬 浦添市立港川中学校



■女子　スタッフ ■女子　選手

No. 役職 都道府県 No. 都道府県
1 ブロックユース育成マネージャー 熊本県 1 福岡県
2 ブロック・カテゴリー別ユース育成コーチ 鹿児島県 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 福岡県 4 福岡県
5 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 佐賀県 5 福岡県
6 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 長崎県 6 佐賀県
7 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 熊本県 7 佐賀県
8 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 大分県 8 佐賀県
9 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 宮崎県 9 佐賀県
10 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 鹿児島県 10 長崎県
11 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 沖縄県 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 長崎県
15 現地スタッフ（開催地の補助役員） 熊本県 15 熊本県
16 現地スタッフ（開催地の補助役員） 熊本県 16 熊本県
17 ブロック事務担当者 熊本県 17 熊本県
18 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 熊本県 18 熊本県
19 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 熊本県 19 熊本県
20 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 福岡県 20 大分県
21 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 長崎県 21 大分県

22 大分県
23 大分県
24 大分県
25 宮崎県
26 宮崎県
27 宮崎県
28 宮崎県
29 宮崎県
30 鹿児島県
31 鹿児島県
32 鹿児島県
33 鹿児島県
34 鹿児島県
35 沖縄県
36 沖縄県
37 沖縄県
38 沖縄県
39 沖縄県

垣花　明里 沖縄市立コザ中学校
横田　菜摘 北谷町立北谷中学校

林　希依 鹿児島市立天保山中学校
大林　華奈 出水市立米ノ津中学校
伊波　美空 石川市立石川中学校
仲村　瑠夏 沖縄市立コザ中学校

安次嶺　虹七 沖縄市立コザ中学校

後藤　いずみ 宮崎市立檍中学校
柳田　鈴 尚学館中学校
森　月羽 私立れいめい中学校

吉井　アヤカ 鹿児島市立緑丘中学校
是枝　七海 鹿児島市立谷山中学校

永田　姫舞 都城市立沖水中学校
蛯原　心愛 日南市立吾田中学校

本田　壮平 宇土市立網津小学校
桑崎　司 北九州　木場ミニ
小関　信 南島原市立西有家小学校

木通　憲吾 熊本市立藤園中学校
廣瀬　智絵 熊本市立京陵中学校

青木　久美子 熊本市立帯山中学校
矢田　知等世 熊本市立江原中学校
藤本　祥太 菊池市立花房小学校

許田　重晴 浦添市立中西中学校
金光　幸司 熊本市立出水南中学校
福島　輝浩 熊本市立清水中学校
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氏名 所属 氏名 所属

大上　宏司 直方市立直方第三中学校 伊藤　葵 北九州市立菊陵中学校
西崎　健哉 春日市立春日西中学校 有吉　静流 福岡市立田隈中学校

永尾　信次 熊本市立帯山中学校 中嶋　そら 北九州市立二島中学校
福留　祐一 出水市立出水中学校 小材　叶奈子 北九州市立菊陵中学校

前田　兼吾 宇城市立松橋中学校 谷口　奈瑠瀬 佐賀市立城北中学校
小林　靖博 中津市城北中学校 大坪　妃世 佐賀市立昭栄中学校

千住　靖明 佐賀市立城西中学校 永野　実紗季 福岡市立姪浜中学校
内川　恵介 時津町立時津中学校 岡　桜花 佐賀市立諸富中学校

森山　青空 南島原市立深江中学校
川上　一粋 時津町立時津中学校

八十川　ゆずゆ 南島原市立深江中学校

竹森　雄一郎 宮﨑市立佐土原中学校 中島　莉乙奈 唐津市立第一中学校
厚地　勝博 鹿屋市立田崎中学校 筒口　佳代子 長崎市立三重中学校

田中　莉香子 玉名市立玉名中学校
寺本　静来 熊本市立桜木中学校
松村　夢 宇城市立松橋中学校

池田　優 南島原市立布津中学校
西山　花里菜 宇土市立住吉中学校
澤田　留衣 甲佐町立甲佐中学校

宮本　歩幸 中津市立今津中学校
内田　帆風 大分市立滝尾中学校

上之原　里香 三股町立三股中学校

後藤　楓花 私立大分中学校
村上　里咲 私立大分中学校
一瀬　はるな 中津市立今津中学校


