
競技役員

大会競技委員長 山口　義民

総務委員長 瀬戸　隆英 審判委員長 溝口　正勝

総務副委員長 池田　厚志 競技委員長 藤武　　矢

日　付 6月1日（土） 6月2日（日） 6月1日（土） 6月2日（日）

会　場 佐賀工業高校 佐賀西高校 佐賀工業高校 嬉野市社会文化会館 致遠館高校 高志館高校 致遠館高校 嬉野市中央体育館

会 場 責 任 者 石原峰雄(佐工） 川浪真太郎(佐西） 石原峰雄(佐工） 植松祐則（塩工） 䅏田弘幸（致遠） 古賀　愛（高志） 䅏田弘幸（致遠） 藤井理恵(武雄）

会 場 係 石原峰雄(佐工） 川浪真太郎(佐西） 石原峰雄(佐工） 植松祐則（塩工） 䅏田弘幸（致遠） 古賀　愛（高志） 䅏田弘幸（致遠） 藤井理恵(武雄）

会 場 記 録 係 井上　幸也（北陵） 高尾　彰（鹿島） 井上　幸也（北陵） 山口　泰正（小城） 藤山文比呂（佐農） 野﨑　沙希(小城） 藤山文比呂（佐農） 牟田　晃（清明）

本 部 報 告 係 納富　和彦（佐工） 川浪　真太郎（佐西） 納富　和彦（佐工） 喜多島盛周（多久） 釘本　佳奈（致遠） 山田　豊（高志） 釘本　佳奈（致遠） 河東　理子（伊万里）

警 備 係 石橋　俊(小城） 大岡祐介（武雄） 石橋　俊(小城） 大岡祐介（武雄） 牟田　晃（清明） 佐保孝明（佐学） 牟田　晃（清明） 川内　怜(佐農）

日　付 6月1日（土） 6月2日（日）

会　場 佐賀工業高校 佐賀西高校 佐賀工業高校 嬉野市社会文化会館 致遠館高校 高志館高校

会場競技委員長 三瀬　貴大（佐北） 藤武　矢（唐工） 藤武　矢（唐工） 藤武　矢（唐工） 江副　文敏（唐商） 池田　厚志(鹿島）

会 場 審 判 長 江口　祐一郎（鳥栖） 中村　友彦（佐商） 江口　祐一郎（鳥栖） 江口　祐一郎（鳥栖） 溝口　正勝（佐商） 江頭　辰弥（牛津）

嶋岡　環（鳥栖） 岩﨑　洋介（鳥工） 嶋岡　環（鳥栖） 嶋岡　環（鳥栖） 野田恵理子（神埼） 平野　晶子（鳥栖） 野田恵理子（神埼） 宮﨑　由貴（高志） 野田恵理子（神埼） 宮﨑　由貴（高志）

篠嵜　一也（佐北） 古賀　裕樹(鳥工) 篠嵜　一也（佐北） 篠嵜　一也（佐北） 鈴木　卓（神埼） 森　一信（鳥栖） 鈴木　卓（神埼） 江口　康夫（高志） 鈴木　卓（神埼） 江口　康夫（高志）

遠藤　慶明（致遠） 野中　朝美（鳥工） 三瀬　貴大（佐北） 三瀬　貴大（佐北） 牟田　晃（清明） 行武　泰信（鳥商） 牟田　晃（清明） 野﨑　沙希（小城） 牟田　晃（清明） 野﨑　沙希（小城）

池田　健一（致遠） 芝原　正章（神埼） 遠藤　慶明（致遠） 遠藤　慶明（致遠） 中島　有香（清明） 服部　英弘（鳥商） 中島　有香（清明） 山本　初美（小城） 中島　有香（清明） 山本　初美（小城）

石原　峰雄（佐工） 浦川　幸愛（佐西） 池田　健一（致遠） 池田　健一（致遠） 平　康博（清明） 米田　博明（三高） 平　康博（清明） 岡　真佐子（牛津） 平　康博（清明） 岡　真佐子（牛津）

納富　和彦（佐工） 川浪　真太郎（佐西） 石原　峰雄（佐工） 石原　峰雄（佐工） 久富　邦昭（清明） 古川　禄　（三高） 久富　邦昭（清明） 河児　和希（厳木） 久富　邦昭（清明） 河児　和希（厳木）

西牟田俊枝（佐工） 山津　恵美（佐商） 納富　和彦（佐工） 納富　和彦（佐工） 秋永　良子（佐北） 上瀧　智子（佐西） 秋永　良子（佐北） 大竹　恭子（青翔） 秋永　良子（佐北） 大竹　恭子（青翔）

山口　泰正（小城） 喜多島　盛周（多久） 西牟田俊枝（佐工） 西牟田俊枝（佐工） 江島　淳子（佐北） 光岡　由美子（佐西） 江島　淳子（佐北） 青木　佳織（青翔） 江島　淳子（佐北） 青木　佳織（青翔）

石橋　俊（小城） 荒平　英敏（多久） 山口　泰正（小城） 山口　泰正（小城） 梶田　弘幸（致遠） 古賀　愛（高志） 梶田　弘幸（致遠） 清水　紀子（伊商） 梶田　弘幸（致遠） 清水　紀子（伊商）

瀬戸　隆英（唐東） 吉田　銀次郎（唐工） 石橋　俊（小城） 石橋　俊（小城） 釘本　佳奈（致遠） 山田　豊（高志） 釘本　佳奈（致遠） 田代　真須美（伊商） 釘本　佳奈（致遠） 田代　真須美（伊商）

中森　一彰（唐東） 江口　将貴（唐工） 瀬戸　隆英（唐東） 瀬戸　隆英（唐東） 下村　郁美（佐商） 宮﨑　由貴（高志） 下村　郁美（佐商） 田中　みゆき（伊農） 下村　郁美（佐商） 田中　みゆき（伊農）

久保田　聡（伊高） 久保　温子（有工） 中森　一彰（唐東） 中森　一彰（唐東） 川原　帆奈美（佐商） 江口　康夫（高志） 川原　帆奈美（佐商） 福富　雄太（伊農） 川原　帆奈美（佐商） 福富　雄太（伊農）

植松　祐則（塩工） 井上　翔（有工） 久保田　聡（伊高） 久保田　聡（伊高） 城ヶ﨑佐代子（多久） 野﨑　沙希（小城） 城ヶ﨑佐代子（多久） 長谷　淑子（有工） 城ヶ﨑佐代子（多久） 長谷　淑子（有工）

市丸　正明（塩工） 大岡　祐介（武雄） 植松　祐則（塩工） 植松　祐則（塩工） 松本千加子（唐商） 山本　初美（小城） 松本千加子（唐商） 角　敬一郎（有工） 松本千加子（唐商） 角　敬一郎（有工）

蒲原　和孝（佐学） 栗山　奈緒（武雄） 市丸　正明（塩工） 市丸　正明（塩工） 田中　千尋(唐東） 岡　真佐子（牛津） 田中　千尋(唐東） 原田　涼佳（杵商） 田中　千尋(唐東） 原田　涼佳（杵商）

江口　聡（佐学） 高尾　彰（鹿島） 蒲原　和孝（佐学） 蒲原　和孝（佐学） 藤田理恵子（唐東） 河児　和希（厳木） 藤田理恵子（唐東） 鶴田順一郎（白石） 藤田理恵子（唐東） 鶴田順一郎（白石）

井上　幸也（北陵） 大坪　弘（鹿島） 江口　聡（佐学） 江口　聡（佐学） 末松　真樹（唐西） 大竹　恭子（青翔） 末松　真樹（唐西） 平川　宣明（白石） 末松　真樹（唐西） 平川　宣明（白石）

北村　里美（北陵） 久我　真一（龍谷） 井上　幸也（北陵） 井上　幸也（北陵） 小池　由恵（唐南） 青木　佳織（青翔） 小池　由恵（唐南） 藤井　理恵（武雄） 小池　由恵（唐南） 藤井　理恵（武雄）

大薮　由雅（北陵） 北村　里美（北陵） 北村　里美（北陵） 松尾　敏宏（唐南） 清水　紀子（伊商） 松尾　敏宏（唐南） 川原　紘美（武雄） 松尾　敏宏（唐南） 川原　紘美（武雄）

池田　薫（弘学） 大薮　由雅（北陵） 大薮　由雅（北陵） 河東　理子（伊高） 田代　真須美（伊商） 河東　理子（伊万里） 寺田　泰亮（佐女） 河東　理子（伊高） 寺田　泰亮（佐女）

池田　薫（弘学） 池田　薫（弘学） 木村　太亮（伊高） 田中　みゆき（伊農） 木村　太亮（伊万里） 花田　利栄（佐女） 木村　太亮（伊高） 花田　利栄（佐女）

岩﨑　洋介（鳥工） 岩﨑　洋介（鳥工） 藤山文比呂（佐農） 福富　雄太（伊農） 藤山文比呂（佐農） 宮口　恵美（佐女） 藤山文比呂（佐農） 宮口　恵美（佐女）

古賀　裕樹(鳥工) 古賀　裕樹(鳥工) 川内　怜（佐農） 長谷　淑子（有工） 川内　怜（佐農） 佐保　孝明（佐学） 川内　怜（佐農） 佐保　孝明（佐学）

野中　朝美（鳥工） 野中　朝美（鳥工） 蘭　恵介（鹿実） 角　敬一郎（有工） 蘭　恵介（鹿実） 嶺川　和郎（佐学） 蘭　恵介（鹿実） 嶺川　和郎（佐学）

芝原　正章（神埼） 芝原　正章（神埼） 松尾　千佳子（鹿実） 原田　涼佳（杵商） 松尾　千佳子（鹿実） 松尾　千佳子（鹿実）

浦川　幸愛（佐西） 浦川　幸愛（佐西） 片渕　宏美（鹿実） 鶴田順一郎（白石） 片渕　宏美（鹿実） 片渕　宏美（鹿実）

川浪　真太郎（佐西） 川浪　真太郎（佐西） 島松　奈生（嬉野） 平川　宣明（白石） 島松　奈生（嬉野） 島松　奈生（嬉野）

中村　友彦（佐商） 中村　友彦（佐商） 福田浩一郎（嬉野） 藤井　理恵（武雄） 福田浩一郎（嬉野） 福田浩一郎（嬉野）

山津　恵美（佐商） 山津　恵美（佐商） 吉田　希（龍谷） 川原　紘美（武雄） 吉田　希（龍谷） 吉田　希（龍谷）

喜多島　盛周（多久） 喜多島　盛周（多久） 小杭　聖（龍谷） 寺田　泰亮（佐女） 小杭　聖（龍谷） 小杭　聖（龍谷）

荒平　英敏（多久） 荒平　英敏（多久） 野中　健志（清和） 花田　利栄（佐女） 野中　健志（清和） 野中　健志（清和）

吉田　銀次郎（唐工） 吉田　銀次郎（唐工） 金子　和美（清和） 宮口　恵美（佐女） 金子　和美（清和） 金子　和美（清和）

江口　将貴（唐工） 江口　将貴（唐工） 佐保　孝明（佐学） 平野　晶子（鳥栖） 平野　晶子（鳥栖）

久保　温子（有工） 久保　温子（有工） 嶺川　和郎（佐学） 森　一信（鳥栖） 森　一信（鳥栖）

井上　翔（有工） 井上　翔（有工） 行武　泰信（鳥商） 行武　泰信（鳥商）

大岡　祐介（武雄） 大岡　祐介（武雄） 服部　英弘（鳥商） 服部　英弘（鳥商）

栗山　奈緒（武雄） 栗山　奈緒（武雄） 米田　博明（三高） 米田　博明（三高）

高尾　彰（鹿島） 高尾　彰（鹿島） 古川　禄　（三高） 古川　禄　（三高）

大坪　弘（鹿島） 大坪　弘（鹿島） 上瀧　智子（佐西） 上瀧　智子（佐西）

久我　真一（龍谷） 久我　真一（龍谷） 光岡　由美子（佐西） 光岡　由美子（佐西）

古賀　愛（高志） 古賀　愛（高志）

山田　豊（高志） 山田　豊（高志）

江副　文敏（唐商）

溝口　正勝（佐商）

5月31日（金） 5月31日（金）

5月31日（金） 5月31日（金） 6月2日（日）6月1日（土）

審
　
　
　
　
　
判
　
　
　
　
　
員

バレーボール競技

嬉野市中央体育館

江副　文敏（唐商）

溝口　正勝（佐商）

致遠館高校


