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陸上競技  

総監督山下和幸(佐工) 男子監督松本　寛(伊農) 女子監督丸小野仁之(佐北)

後藤弘践(鳥高) 古川昌道(鳥工) 田島正義(唐南)

松瀬元太(白石) 山津和幸(佐商) 林　和孝（唐商）

樋渡朋子(清和) 引率吉田伸博(清和)

長野祥雄(3)400mH

長田圭佑(3)走高跳､三段跳

井上拳太朗(3)5000m､3000mSC

上妻昇太(3)400m､800m

鈴木隼太(3)4×400mR

田中智也(3)4×400mR

中村卓也(3)4×400mR

東島彰吾(3)1500m

福田　亮(3)4×400mR

村山竜一(3)5000mW

渡邉慎也(3)3000mSC

藤田健嗣(2)4×400mR

松石　峻(2)4×400mR

小野隼人(3)4×400mR

片渕雄斗(3)4×400mR

野中直樹(3)4×400mR

御厨達也(3)4×400mR

井上清志(2)4×400mR

江口竜馬(2)4×400mR

福富晃希(2)100m

有尾亜斗夢(3)砲丸投 唐津南

浦郷泰生(3)棒高跳

清水恵大(3)やり投

江頭祐輔(3)1500m､5000m

小池峻也(2)5000m

森　鮎美(3)200m､400mH ､4×400mR

北村悠衣(3)400m､4×400mR

相島美沙里(3)4×100mR

八谷美里(3)4×100mR､4×400mR

松瀬絵利子(3)4×400mR

門司望里(2)4×100mR

片山晴日(1)4×400mR

徳永結奈(1)4×400mR

西村莉子(1)4×100mR

森屋琴乃(1)4×100mR

弓削歩美(1)4×100mR

古賀沙也加(2)走高跳 佐賀商

衛藤千佳(3)400m 唐津商

今山結未(3)800m 清和高

サッカー

監督等 監督蒲原晶昭 引率小比賀徹二

今泉隆志(3) 釘本賢也(3) 古賀弘祐(2) 岩崎　誠(3) 樋口孟留(3)

小野原勇貴(3) 中原優生(3) 古川大貴(3) 吉田慎吾(3) 平　秀斗(2)

嶋　隆聖(3) 高木洋彰(2) 福嶋　斗(3) 山田啓輔(2) 吉田修都(2)

東　悠太(2) 中原　希(3)

平成２３年度　全国高等学校総合体育大会　佐賀県選手団名簿
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バスケットボール

ｺｰﾁ等 コーチ吉田　浩 ア・コーチ江口智徳

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 江頭志乃

井上祐希(3) 松本匡平(3) 藤井宣彰(3) 真島大輝(3) 村上雄磨(3)

中原亮輔(3) 水頭一貴(3) 本村拓郎(3) 白濱恭知(2) 柴田将太朗(2)

高橋　慶(1) 浅野　亮(1)

ｺｰﾁ等 コーチ真島大成 ア・コーチ池田直哉

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 江頭麻菜美

川﨑稚子(2) 江口愛美(3) 古川亜梨沙(3) 北島裕子(3) 永渕水希(2)

木塚　望(3) 川副　恵(1) 糸山　舞(3) 野田知里(2) 古賀瑞季(2)

新川沙季(2) 原　彩伽(2)

バレーボール

監督等 監督蒲原和孝 引率･ｺｰﾁ高塚大介

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 植松千恵

西山瑠二(3) 原 慎之介(3) 吉田泰樹(2) 染矢尊氏(3) 古賀琢也(3)

久保裕史(2) 北島義俊(3) 野中奨吾(1) 大澤健人(3) 深村聡史(3)　　　　　　　　　　　　　　

千々岩将貴(1) 谷口　豪(3)

監督等 監督･引率中村友彦

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 鶴 万由子

浪瀬　蘭(3) 古賀絢香(2) 大坪桃子(3) 田中穂波(3) 原田阿美(3)

古賀萌子(3) 古川裕梨(3) 田中美帄(2) 井手可那子(1) 川﨑玲奈(1)

伊東香菜子(2) 今井香那(1)

ソフトテニス

ﾍﾞﾝﾁ入り職員 神近　正 (多久) 杉光　崇(塩工) 大島安博(佐工)
・監督 永石浩之(唐商)

野中達夫(3)　 久保智大(3) 永石孝平(3) 奈良﨑琢矢(3) 田中将太(3)

藤川和也(3) 中島　諒(1) 田中大樹(1)

野中達夫(3)№1　　 久保智大(3)№1

池田拓也(3)№2 岡崎将太(2)№2

芦塚貴史(2)№6 池田匠吾(1)№6

蒲原健太(3)№3 原　幸輝(2)№3

三浦　昂(2)№4 武田知大(2)№4

井上堅世(3)№5 弘川政也(2)№5 唐津商

ﾍﾞﾝﾁ入り職員 福井雅史(清和) 藤山辰郎(清和) 森田保也(嬉野)
・監督 増田洋子(嬉野)

正嶋明季(3)　 宮﨑宣佳(3)　 田中裕梨(3) 山口真未(2)　 江里口琳奈(2)

小林詩織(3) 中村仁美(3)　 木寺　楓(3)　

正嶋明季(3)№1　 宮﨑宣佳(3)№1　

田中裕梨(3)№2 山口真未(2)№2　

江里口琳奈(2)№3 小林詩織(3)№3

七田英寧(2)№4 伊東千尋(3)№4

生田大空(3)№5 村田知美(3)№5

大島雪美(2)№6 鶴田帄希(2)№6
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卓球

監督等 原　隆史(北陵) 寄谷大輔(敬徳)　

下川健太(3) 緒方　誠(3) 徐　鵬程(3) 西川裕二(3) 江口泰慎(2)

松崎智弘(2) 大隈　聖(1)

徐　鵬程(3)S-1 江口泰慎(2)S-3

下川健太(3)D-2 緒方　誠(3)D-2

川久保直人(3)S-2 D-1 西口皓平(3)S-4 D-1 敬徳高

監督等 八田　学(清和)　 福島美佐子(佐商)

針尾優佳(3) 佐々木理文(3) 北村　栞(3) 盛武咲希(3) 本村百依菜(3)

蒲原友海(2) 吉村知夏(2)

蒲原友海(2)S-1 本村百依菜(3)S-3

針尾優佳(3)D-1 吉村知夏(2)D-2

光岡沙也花(3)S-2 野田夏子(3)S-4 D-2

小池那奈(1)D-2

柔道

監督･引率古賀拓也(佐商) 代表監督･引率坂口陽一(塩工) 監督･引率池上三義(佐学)

監督･引率原田堅一(小城) 監督西村太地(龍谷) 監督･引率蒲原弘行(北陵)

角町貴則(3) 最初大樹(2) 角町秀貴(3) 鼻崎悠太(3) 樋口大樹(2)

脇内銀志郞(3)補

角町秀貴(3)73kg級 鼻崎悠太(3)100kg超級

江口孝祐(2)60kg級 佐学高

相川　将(3)66kg級 塩田工

宮﨑雅也(2)81kg級 小城高

鶴　拓実(3)90kg級 龍谷高

下村　悠(3)100kg級 北陵高

代表監督･引率原田堅一(小城) 監督･引率金丸哲也(佐東) 監督･引率三根佐和子(太良)

監督･引率山口拓基(多久)

団体 篠原千穂(2) 長田　睦(2) 酒井あかり(3)補

酒井あかり(3)48kg級 篠原千穂(2)63kg級

永田　睦(2)70kg級

江越理恵(3)52kg級 佐賀東

小畑晴美(3)57kg級 太良高

相島由果(3)78kg級 多久高

剣道

監督等 団体筒井暢一(三高) 個人坂井宗輝(龍谷)

井手一希(3) 古賀晶也(3) 宮地兼吾(3) 眞鍋寛信(3) 岩石康輝(2)

西村真太郎(3)補 松尾省吾(2)補

個人 姉川麟太郞(3) 久田松雄一郎(1) 龍谷高

監督等 団体前田陽平(伊高) 個人辻　勝之(佐学) 個人坂井宗輝(龍谷)

中尾優香(3) 前川奈津美(3) 島田智帄(3) 宮川結実子(3) 大山芽衣(3)

山下真以(3)補 中尾知香(1)補

木塚知那美(3) 佐学高

岡　玲奈(2) 龍谷高
個人
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弓道

監督等 監督・引率松尾経典(龍谷) 監督・引率久田　修(伊高)

監督堤　明日香(白石) 引率原　弘樹(白石)

小部真二郎(3) 愛川拓己(3) 藤川祐亮(3) 持永晃宏(3) 福島直樹(3)

宮田晃一朗(2)

瀬戸英智(2) 伊万里

溝口竣介(3) 白石高

監督等 監督堤　明日香(白石) 引率原　弘樹(白石)

監督･引率古賀浩和(伊高) 監督･引率井手崇裕(唐東)

一ノ瀬彩実(3) 川﨑暢子(3) 林　美穂(2) 竹下友理(3) 田原寧葉(3)

小池真由(3)

高橋萌香(2) 伊万里

森　千郷(3) 唐津東

相撲

監督等 監督･引率小形祥三(青翔) 監督･引率野路富斗志(多久)

宮崎隼壱(1) 山口晃生(2) 中山聖哉(2) 中山修一(2) 伊藤和貴(2)

長野隼人(1)

山口晃生(2)

樋口将輝(3) 蒲池弘一(3) 多久高

体操

監督等 監督(団体)･引率(団体･個人)森　啓高(鳥工) 監督(個人)和泉琢朗(鳥工)

団体 谷　健太朗(2) 仲田風雅(2) 中原広貴(2) 野口将貴(2) 國方真吾(1)補

個人 鈴木一徳(3) 大村　竜(1)

監督等 監督･引率（団体)龍 富貴夫(鳥栖) 監督･引率(個人)津村真美子(鳥栖)

北村知穂(2) 小畠彩夏(1) 堤　あゆみ(1) 山中　恕(1) 池尻美緒(1)補

関　真里(3)補

個人 原田理南子(3) 古江美咲(2)

新体操

監督等 監督中山智浩 引率西川隆剛

島ノ江翔太(3) 中山泰希(3) 藤田悠暉(3) 簑原厚樹(2) 三井所智也(2)

冨本将輝(2) 竹田　亨(2)補 田渕悠暉(3)補

個人 栗山　隼(1) 西　勇人(3)補充

監督等 監督横川由美 引率加藤悦子

南里　希(3) 真谷梨紗子(3) 竹内扶美伽(2) 村口明日香(2)

後藤麻里香(2) 徳永成美(2)補 小野明日香(1)補

個人 南里　希(3)補充

登山

総監督江利善久(多久) 男子監督宮崎和夫(鳥工)

男子 選手 登山隊Ａ隊  ： 須藤隆一(3) 森　哲三郎(3) 磯野佑介(3) 岡本勝也(2) 鳥栖工

ソフトボール

監督等 監督久保田昭 引率津上さおり

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 藤瀬彩華(2)

内藤実穂(2) 木村麻美(3) 森山遥菜(3) 西村菜摘(1) 堀本明日香(3)

永渕　舞(3) 上田晶子(3) 家治春奈(1) 楢嵜伶奈(2) 清水愛里沙(3)

池田恵子(3) 木附　愛(3) 百武芳美(3) 北　日和(3) 三浦瑞希(3)

畑瀬里之(2) 前田奈々(2)

男
子

団体

個人

団体

女
子

監督等

女
子

男
子

青翔高

個人

龍谷高

女
子

団体 白石高

個人

佐女高

男
子 鳥栖工

男
子

清明高団体
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子

佐女高
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ハンドボール

監督等 監督･引率船津久和

役員 材木圭二 中山敏幸(3)

小峰大知(2) 武富大剛(3) 西山啓太(3) 百武卓人(2) 野中勇希(2)

宮地修平(3) 石井賢和(3) 楽満将喜(2) 川浪正大(2) 吉田達也(3)

古部弘貴(2) 土橋眞彦(2) 内川大彰(3) 高取浩貴(2)

監督等 監督･引率松隈俊彰

役員 貞包圭介 中嶋幸親

光吉亜咲美(3) 福井亜由美(3) 原　ゆり(3) 北原千寛(2) 木原智子(3)

藤本智子(3) 根北里奈(2) 篠原汐莉香(2) 原　優花(2) 古賀悠莉野(2)

橋村美葵(3) 杠　美佳(2) 北村みづき(2) 陣内潮美(3)

テニス

監督等 監督・引率原田　淳(龍谷) 監督・引率江口直幸(龍谷)

団体 岩本　桂(3) 吉開健太(3) 三浦央海(2) 西川俊洋(1)

個人 岩本　桂(2)S-1 D-1 吉開健太(3)S-2 D-1

監督等 監督・引率高取裕一(清和)

団体 安上明里(2) 大森詩織(3) 田中千瑛(2) 陣内碩子(2) 古賀　穂(2)

安上明里(2)S-2 D-1 田中千瑛(2)D-1

宮原未穂希(1)S-1 清和高

バドミントン

監督･引率松本英裕(唐南) ｺｰﾁ吉村典嗣(唐南) ﾏﾈ-ｼﾞｬｰ岡本直也(唐南･生徒)

監督･引率杉本耕一郎(小城)

松本侑大(3) 山口北斗(3) 田中佑大(3) 小形達彦(2) 松本幸大(2)

吉岡和起(2) 黒岩聖也(1)

松本侑大(3)D-1 山口北斗(3)D-1 S-2

高木俊充(3)D-2 S-1 福島　将(1)D-2 小城高

監督等 監督･引率築地孝彦(佐女) ｺｰﾁ多田美紀(佐女) ﾏﾈ-ｼﾞｬｰ大家　望(佐女･生徒)

福地未季子(3) 岡本結眞(3) 古賀文穗子(3) 田中理菜(3) 宗　佐耶香(2)

光延亜衣里(2) 山﨑朱莉(2)

福地未季子(3)D-1 S-1 岡本結眞(3)D-1

光延亜衣里(2)D-2 平田　茜(1)D-2

古賀文穗子(3)S-2

ウエイトリフティング

監督等 総監督･監督千代田宏志 ｾｺﾝﾄﾞ高野厚耀(生徒)

田中力斗(2)56kg級 松尾幸之助(2)69kg級

松尾淳一(2)85kg級

ボート

監督等 田中幸樹（唐東） 山田克文（唐西）

隈本　敦(1) 松本陸史(3) 浦川貴広(1) 田中　純(1) 濱口碩弥(2)

〈舵手つきｸｵﾄﾞﾙﾌﾟﾙ〉

大木俊輔(2) 麻生信吾(2) 〈ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ〉

山下颯太(2) 〈ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ〉 唐津東

監督等 楢﨑陽介(唐商) 山田克文（唐西）

内田歩美(2) 濱田徳子(3) 高田純子(2) 坂本真紀(2) 坂本春菜(2)

〈舵手つきｸｵﾄﾞﾙﾌﾟﾙ〉

横田翔子(2) 米倉明美(1) 徳丸つばさ(2)補 〈ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ〉

坂本のぞみ(3) 〈ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ〉

唐津西

女
子 選手

唐津商

唐津西

選手
男
子

男
子

有田工
選手

男
子

清和高

選手

清明高

選手

男
子 龍谷高

女
子

龍谷高

個人

女
子

男
子

監督等

団体
唐津南

個人

女
子

団体

佐女高

個人
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ヨット

監督・引率金子征史(唐西) 監督・引率鈴木純子(唐西)

男子 選手 元津大地(3) 日野勇輝(3) 与那覇一成(3) 桑原雄太(3)

女子 選手 中山由佳(2) 松本遥香(3) 池内友香(2) 眞鍋智佳(2)

自転車

監督江田　弘 ｺｰﾁ･ﾒｶﾆｯｸ徳永隆之介(生徒)

森田賢太郎(3)ｹｲﾘﾝ､ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ､ﾛｰﾄﾞ(予備登録)

前田元気(3)4km速度競走､ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ､ﾛｰﾄﾞ

橋本瑠偉(2)ｽﾌﾟﾘﾝﾄ､ﾁ-ﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ､ﾛｰﾄﾞ(予備登録)

永田京佑(1)補

レスリング

宮﨑宣陽郎（鹿実） 小柴健二(鳥工)

田代大貴(3)50kg級 大島広嵩(1)60kg級

田平大河(2)55kg級

中尾啓吾(3)60kg級

中村百次郎(3)66kg級

宮﨑宣征(2)74kg級

古賀崇悦(2)84kg級

中村祐太(2)120kg級

田代大貴(3)50kg級 田平大河(2)補55kg級

中尾啓吾(3)60kg級 中村祐太(2)補120kg級

中村百次郎(3)66kg級

宮﨑宣征(2)84kg級

吉岡陽良(3)55kg級 城山　要(2)補50kg級

角　雅人(3)74kg級 平川龍生(3)補60kg級

天本英智(3)96k級 渡邊貢輝(2)補66kg級

執行大海(2)120kg級 西木駿人(3)補74kg級

空閑崇弘(2)補84kg級

牟田和生(2)補96kg級

ホッケー

監督等 監督仙名洋一 引率石橋辰好

前田貴大(3) 黒川大地(3) 金井田幸樹(3) 宮永一成(3) 石橋　涼(3)

中島啓也(3) 川原悠雅(3) 津田　譲(3) 久保山 優(3) 峯　穂高(3)

原　大(3) 井本寛浩(2) 前田麻沙翔(2) 佐藤健太(3) 金井田章吾(3)

監督等 監督近藤芳樹 引率福田陽一

前田彩花(3) 市村里奈(3) 石丸若奈(3) 井上一美(3) 西山朱音(1)

中尾仁美(3) 岩政希穂(3) 石橋実奈(3) 岩谷美佑樹(3) 川原若菜(2)

樋渡佳歩(1) 立石ひかり(1) 池田藍里(1) 鳥山麻衣(1) 前田伊乃莉(1)

なぎなた

監督等 監督･引率飯笹智子(佐東) 監督･引率尾形美和(牛津)

江越由季(3) 千布彩加(3) 松田友美(3) 平尾夏妃(3) 白仁田 桂(2)

永田絵梨香(1) 安藤万莉(1)

千布彩加(3)

木寺あゆみ(3) 牛津高

江越由季(3) 千布彩加(3) 佐賀東

木寺あゆみ(3) 奥田睦美(3) 牛津高

監督等

唐津西

鳥栖工

男
子

選手

鹿島実

個人

団体

監督等

男
子

龍谷高

監督等

女
子

団体

演技

個人試合

男
子

伊商高
選手

佐賀東

女
子

伊商高
選手
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アーチェリー

監督･引率西川　 定（高志）

監督･引率岩田昭子（厳木）

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 辻　将広(3)

団体 小部泰義(3) 西川裕恭(3) 田中慎也(3) 大仁田　学(2)

個人 宮原誠歩(3) 厳木高

監督･引率西川　 定（高志）

監督打越大輔（厳木） 監督･引率岩田昭子（厳木）

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 辻　将広(3)

団体 古賀枝利香(3) 上瀧由美子(3) 宮島一早佳(2)

個人 保利綾香(3) 厳木高

ボクシング

監督前田真一(高志) 引率本寿英二(高志) ｻﾌﾞｾｺﾝﾄﾞ江崎翔大(3)

ｺｰﾁ森田隆宏(杵商)

中島　翼(3)ﾗｲﾄﾌﾗｲ級 佐賀商

政次　蓮(1)ﾌﾗｲ級 高志館

村田勝彦(3)ﾊﾞﾝﾀﾑ級 高志館

中島優樹(2)ﾗｲﾄ級 三養基

片渕友裕(2)ﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ級 杵島商

平井豪二龍(3)ｳｪﾙﾀｰ級 高志館

空手道

監督･ｺｰﾁ川久保 剛(佐北) 監督･引率土橋浩幸(佐北) 監督･引率田雜 勲(唐東)

引率宮崎啓太(鹿島) 監督・引率小島昌裕(佐東) 監督西牟田栄治(佐女)

引率中山真希(佐女) 監督千代田輝次(鳥商)

前山篤志(3) 田中佑樹(3) 福井雄一郎(2) 松尾昌大(1) 大財拓也(1)

小路丸真二(1)

松尾昌大(1)

宮﨑優也(3) 唐津東

土井祥太郞(1) 鹿島高

森　翔太(1) 佐賀東

団体 江頭祐香(3) 明神千尋(3) 中原知江里(3) 権藤夏葉(2) 塚本絢香(2)

明神千尋(3)

荒島叶実(3) 佐賀東

大久保優希(1) 鳥栖商

明神千尋(3) 佐女高

カヌー

監督園田里志（神埼） 引率渡邉　寿（神埼）

監督･引率古川稔之（伊農）

K-1 金武晴朗(3)

K-2 石橋　健(3) 金武晴朗(3) 松尾加寿也(3)補

K-4 石橋　健(3) 力武正樹(3) 松尾加寿也(3) 金武晴朗(3) 池田翔紀(2)補

C-1 中島隼人(3)

C-2 酒見雄二郎(3) 畑瀬敦雄(3) 中島隼人(3)補

C-4 眞浦侑也(3) 黒川大史(3) 犬山朋也(2) 中村　亮(3) 小嶋崇太(2)補 伊農高

WK-1 野口夏子(2)

WK-2 野口夏子(2) 濱田真子(2)

WK-4 野口夏子(2) 濱田真子(2) 福島彩加(2) 森　真理子(2)

高志館

高志館

男
子

選手

監督等

男
子

監督等

女
子

監督等

監督等

監督等

個人組手

個人形

神埼高

伊農高

男
子

団体

女
子

個人形

佐賀北

個人組手

佐女高

男
子

女
子

神埼高
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フェンシング

監督等 監督(個人)･引率野本尚子

ﾌﾙｰﾚ 古川信清(3)

ｻｰﾌﾞﾙ 古川信清(3)

監督等 監督(団体･個人)･引率野本尚子

団体 姜　旻知(2) 山﨑有華(1) 椛島夏海(2)

ﾌﾙｰﾚ 姜　旻知(2) 山﨑有華(1)

ｴﾍﾟ 姜　旻知(2)

ｻｰﾌﾞﾙ 山﨑有華(1)

競泳

阿世賀紀光(佐学) 沖田祥章(佐商)　 宮﨑健介(唐商)

川浪直之(致遠)

木寺亮太(3) 100m平泳ぎ 200m平泳ぎ 800mR

中島　隆(3) 800mR

岡崎郁弥(1) 800mR

楢原　勇(3) 800mR

角　亮育(2) 200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ

松林耕一(2) 400m自由形

稲葉桂亮(3) 50m自由形 100m自由形

金持義和(3) 100m背

竹下優美(3) 200m背泳ぎ

西早　櫻(2) 100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ

杠　真由美(1) 800m自

梶谷まり(3) 800m自由形 致遠館

飛込

松尾進也（佐北通）

崎戸梨恵(3) 飛板飛込

監督
致遠館

女子選手

佐学高

監督・引率

男子選手

佐学高

佐賀商

唐津商

女子選手

女
子

男
子

佐賀商

佐賀商


