
No. 備考

1 良成 オナガ ヨシナリ

2 瑞慶覧 ズケラン オサユキ

3 喜納 武信 キナ タケノブ

4 与那嶺 善道 ヨナミネ ヨシミチ

5 渡嘉敷 通之 トカシキ ミチユキ

6 宮城 直久 ミヤギ ナオヒサ

7 平良 辰美 タイラ タツミ

8 又吉 マタヨシ タミト

9 瑞慶覧 康博 ズケラン ヤスヒロ

10 上地  聡 ウエチ サトシ

11 知念  豊 チネン ユタカ

12 前原 次男 マエハラ ツギオ

13 大田 喜久 オオタ ヨシヒサ

14 神谷 良昌 カミヤ ヨシマサ

15 池田 翔一 イケダ ショウイチ

16 岩崎 宇信 イワサキ タカノブ

17 金城 大輝 キンジョウ ヒロキ

18 平良  裕 タイラ ヒロシ

19 大城 祐太 オオシロ ユウタ

20 金城 梨重 キンジョウ リエ

21 座間味 洋貴 ザマミ ヒロキ

22 大城 史子 オオシロ チカコ

23 松元 悟 マツモト サトル

24 上原 健志 ウエハラ タケシ

25 高江洲 功樹 タカエス コウキ

26 楠木  力 クスキ チカラ
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No. 備考

1 監督 監督（専任） 小賦 肇 オブ ハジメ 公立大学法人名桜大学（教）

2 監督 監督（専任） 大城 正治 オオシロ ショウジ

3 成年男子 選手 木村 淳 キムラ ジュン

4 成年男子 選手 知念 豪 チネン ゴウ

5 成年男子 選手 津波 響樹 ツハ ヒビキ

6 成年男子 選手 比嘉 遥 ヒガ ハルカ

7 成年男子 選手 奥濱 練真 オクハマ レンマ

8 成年男子 選手 与那原 良貴 ヨナハラ リョウキ

9 成年男子 選手 屋宜 孝志 ヤギ タカシ

10 成年男子 選手 比嘉 大悟 ヒガ ダイゴ

11 成年女子 選手 佐渡山 みなみ サドヤマ ミナミ

12 成年女子 選手 知念 春乃 チネン ハルノ

13 成年女子 選手 當間 汐織 トウマ シオリ

14 成年女子 選手 徳本 鈴奈 トクモト スズナ

15 少年男子Ａ 選手 新川ゲイブリエル 優雅 アラカワゲイブリエル ユウガ

16 少年男子Ａ 選手 平良 光勇真 タイラ ヒュウマ 沖縄県立石川高等学校

17 少年男子Ａ 選手 南 辰貴 ミナミ タツキ 沖縄県立 石川高等学校

18 少年男子Ａ 選手 識名 シキナ キラ 沖縄県立中部商業高等学校

19 少年男子Ａ 選手 新垣 太登 アラカキ タイト 沖縄県立中部商業高等学校

20 少年男子Ａ 選手 比嘉 綱大 ヒガ コウダイ

21 少年男子Ｂ 選手 小川 脩平 オガワ シュウヘイ 沖縄県立中部商業高等学校

22 少年男子Ｂ 選手 藤原 孝史朗 フジワラ コウシロウ 沖縄カトリック高等学校

23 少年女子Ａ 選手 古波藏 玲奈 コハグラ レナ 沖縄県立中部商業高等学校

24 少年女子Ａ 選手 岩永 留奈 イワナガ ルナ 沖縄県立中部商業高等学校

25 少年女子Ａ 選手 津波 愛樹 ツハ アイキ 沖縄県立中部商業高等学校

26 少年女子Ａ 選手 城間 歩和 シロマ ホノカ 沖縄県立中部商業高等学校

27 少年女子Ａ 選手 玻座間 そら ハザマ ソラ

28 少年女子Ａ 選手 山内 唯華 ヤマウチ ユイカ 沖縄県立糸満高等学校

29 少年女子Ｂ 選手 宮里 日生吏 ミヤザト ヒヨリ 沖縄県立中部商業高等学校

30 少年女子Ｂ 選手 知念 虹花 チネン ニジカ 沖縄県立知念高等学校

31 少年女子Ｂ 選手 仲地 アマヤ ナカチ アマヤ 宜野座村立宜野座中学校

九州共立大学

【陸上競技】

大阪ガス株式会社

ゼンリン陸上競技部

東洋大学

九州共立大学

福岡大学

氏         名 フリガナ

沖縄県立中部商業高等学校（教）

区分 所    属

競技別選手団名簿

福岡大学

東洋大学

駿河台大学

志學館大学

九州共立大学

日本体育施設

沖縄県立中部商業高等学校



【水泳（競泳）】

No. 備考

1 監督 監督（専任） 名城 政也 ナシロ マサヤ

2 監督 監督（専任） 知念 朝隆 チネン トモタカ

3 成年男子 選手 伊敷 イシキ リュウジ

4 少年男子B 選手 上里 泰斗之介 ウエザト タイトノスケ

5 少年男子B 選手 平良 真悟 タイラ シンゴ

6 少年男子B 選手 安慶名 海都 アゲナ カイト

7 成年女子 選手 藤 愛海 フジ アイミ

8 少年女子Ａ 選手 松浦 優美奈 マツウラ ユミナ

9 少年女子Ｂ 選手 佐久田 真希 サクダ マキ

【水泳（水球）】

No. 備考

1 少年男子 監督（専任） 永井 敦 ナガイ アツシ

2 少年男子 選手 伊波 盛一朗 イハ セイイチロウ

3 少年男子 選手 中井 慶 ナカイ ケイ

4 少年男子 選手 仲本 ナカモト コジロウ

5 少年男子 選手 中林 泰一朗 ナカバヤシ タイイチロウ 沖縄県立那覇商業高等学校

6 少年男子 選手 藤井 隆平 フジイ リュウヘイ

7 少年男子 選手 玉川 貴涼 タマガワ キリョウ

8 少年男子 選手 奥 一生 オク カズマ

9 少年男子 選手 宮城 槙哉 ミヤギ シンヤ

10 少年男子 選手 金城 俊祐 キンジョウ シュンスケ

11 少年男子 選手 砂邊 晃匡 スナベ コウタ

12 少年男子 選手 與那城 弐来 ヨナシロ ニライ 沖縄県立那覇商業高等学校

【水泳（オープンウォーター）】

No. 備考

1 監督 監督（専任） 小波津 明 コハツ アキラ

2 男子 選手 楚南 ソナン タクミ

3 女子 選手 大川 結 オオカワ ユイ

【テニス】

No. 備考

1 監督 監督（専任） 松浦 悦子 マツウラ エツコ

2 成年男子 選手 比嘉 明人 ヒガ アキト テニスユニバース

3 成年男子 選手 玉城 翔平 タマキ ショウヘイ 中央大学

4 成年女子 選手 下地 奈緒 シモジ ナオ 早稲田大学

所    属

フリガナ氏         名区分

区分 氏         名 フリガナ

区分 氏         名 フリガナ

区分 氏         名

Nb沖縄

那覇市立城北中学校

大阪体育大学

那覇市立松島中学校

福岡大学

浦添市立神森中学校

沖縄県テニス協会

所    属

所    属

沖縄スイミングスクール浦添校

沖縄スイミングスクール前田

沖縄県立コザ高等学校

沖縄県立開邦高等学校

沖縄県立コザ高等学校

所    属

フリガナ



5 成年女子 選手 夏子 ニシザト キコ

6 監督 監督（専任） 平良 和己 タイラ カズミ

7 少年男子 選手 奥村 龍太郎 オクムラ リュウタロウ 仲井真中学校

8 少年男子 選手 池間 昇太 イケマ ショウタ 沖縄尚学高校

9 少年女子 選手 我那覇 真子 ガナハ マコ 沖縄尚学高校

10 少年女子 選手 前田 優歩 マエダ ユウホ 沖縄尚学高校

【ボート】

No. 備考

1 監督 監督（専任） 大城 隼人 オオシロ ハヤト

2 成男ダブルスカル 選手 當眞 昇吾 トウマ ショウゴ

3 成男ダブルスカル 選手 安間 亘 ヤスマ ヒサシ

【ボクシング】

No. 備考

1 成年男子 監督（専任） 瀬良垣 世堅 セラガキ セイケン 沖縄県立浦添高等学校（教）

2 成年男子 選手 狩俣 綾汰 カリマタ リョウタ

3 成年男子 選手 東江 勇太 アガリエ ユウタ

4 成年男子 選手 上原 大尊 ウエハラ タイソン

5 成年男子 選手 平仲 信裕 ヒラナカ ノブヒロ

6 成年男子 選手 ジュリアン ジョンソン ジュリアン ジョンソン 沖縄県立沖縄水産高等学校（教）

【バスケットボール】

No. 備考

1 成年女子 監督（専任） 仲村 聡 ナカムラ サトシ

2 成年女子 選手 島袋 友見 シマブクロ トモミ

3 成年女子 選手 しの ニシカネモリ シノ

4 成年女子 選手 金城 夏子 キンジョウ ナツコ

5 成年女子 選手 宮城 ちづる ミヤギ チヅル

6 成年女子 選手 親泊 彩華 オヤドマリアヤカ

7 成年女子 選手 仲宗根 桃子 ナカソネ モモコ

8 成年女子 選手 橋住 桃子 ハシズミ モモコ

9 成年女子 選手 具志堅 茅乃 グシケン カヤノ

10 成年女子 選手 外間 瑞希 ホカマ ミズキ

11 成年女子 選手 渡久地 結香 トグチ ユカ

12 成年女子 選手 中山 玲 ナカヤマ レイ

13 少年女子 監督（専任） 金城 末美 キンジョウ スエミ 沖縄県立糸満高等学校（職）

14 少年女子 選手 仲宗根 悠 ナカソネ ユウ

15 少年女子 選手 金城 みゆ キンジョウ ミユ

沖縄県立美里工業高等学校（教）

沖縄県立美来工科高等学校（教）

春日部市立東中学校（教）

区分 氏         名 フリガナ

区分 氏         名 フリガナ

株式会社りゅうせき

OMガス石油SS

OMガス石油SS

OMガス石油SS

フリガナ

OMガス石油SS

OMガス石油SS

OMガス石油SS

OMガス石油SS

沖縄国際大学

沖縄国際大学

沖縄県ボート協会

所    属

山梨学院大学

沖縄尚学高等学校（教）

所    属

芦屋大学

芦屋大学

芦屋大学

名桜大学

名桜大学

沖縄県立那覇高等学校

所    属

沖縄県立那覇高等学校

区分 氏         名



16 少年女子 選手 杏南 セナガ アンナ

17 少年女子 選手 みすず カメダ ミスズ

18 少年女子 選手 糸数 友郁子 イトカズ ユカコ

19 少年女子 選手 東江 早紀 アガリエ サキ

20 少年女子 選手 町田 恵利奈 マチダ エリナ

21 少年女子 選手 宮里 雅 ミヤザト ミヤビ

22 少年女子 選手 山城 朱里 ヤマシロ シュリ

23 少年女子 選手 久銘次 真歩 クメジ マホ

24 少年女子 選手 眞志喜 みどり マシキ ミドリ

25 少年女子 選手 桃原 里奈 トウバル リナ

【レスリング】

No. 備考

1 監督 監督（専任） 屋比久 保 ヤビク タモツ

2 成年男子【ﾌﾘｰ】選手 大城 一晟 オオシロ イッセイ

3 成年男子【ﾌﾘｰ】選手 金城 希龍 キンジョウ キリュウ 自衛隊体育学校

4 成年男子【ｸﾞﾚｺ】 選手 宮國 雄太 ミヤグニ ユウタ 沖縄県レスリング協会

5 成年男子【ｸﾞﾚｺ】 選手 志喜屋 正明 シキヤ マサアキ 自衛隊体育学校

6 成年男子【ｸﾞﾚｺ】 選手 屋比久 翔平 ヤビク ショウヘイ ALSOK

7 成年男子【ｸﾞﾚｺ】 選手 山田 義起 ヤマダ ヨシキ 日本体育大学

8 監督 監督（専任） 伊計 孫実 イケイ ヒロサネ沖縄県立南風原高等学校（教）

9 少年男子【ﾌﾘｰ】選手 徳比嘉 二仁 トクヒガ ニイト 沖縄県立南風原高等学校

10 少年男子【ﾌﾘｰ】選手 米須 章仁 コメス アキヒト 沖縄県立北部農林高等学校

11 少年男子【ﾌﾘｰ】選手 下地 智也 シモジ トモナリ 沖縄県立北部農林高等学校

12 少年男子【ｸﾞﾚｺ】 選手 與那嶺 琉馬 ヨナミネ リョウマ 沖縄県立北部農林高等学校

13 少年男子【ｸﾞﾚｺ】 選手 新垣 将吾 アラカキ ショウゴ 沖縄県立北部農林高等学校

14 少年男子【ｸﾞﾚｺ】 選手 宮城 海 ミヤギ カイ 沖縄県立北部農林高等学校

15 少年男子【ｸﾞﾚｺ】 選手 仲里 優力 ナカザト ユウリ 沖縄県立北部農林高等学校

16 女子【ﾌﾘｰ】選手 與那嶺 優里 ヨナミネ ユウリ

【セーリング】

No. 備考

1 成年 監督（専任） 有銘 兼一 アリメ ケンイチ

2 成年 選手 有銘 兼志 アリメ ケンシ

3 成年 選手 与那覇 一成 ヨナハ カズナリ

4 成年 選手 杉本 武 スギモト タケシ

5 成年 選手 玉井 杏依 タマイ アイ

6 成年 選手 中村 香 ナカムラ カオル

7 成年 選手 親川 翔一 オヤカワ ショウイチ

区分 氏         名 フリガナ

区分 氏         名 フリガナ

琉球大学

沖縄女子短期大学

琉球大学

所    属

沖縄県立糸満高等学校

陸上自衛隊

沖縄県立糸満高等学校

沖縄県セーリング連盟

沖縄県セーリング連盟

（株）シーダーブック

沖縄県立那覇高等学校

沖縄県立那覇高等学校

沖縄県立那覇高等学校

沖縄県立北部農林高等学校（教）

国士館大学

所    属

日本文理大学

沖縄県立那覇高等学校

沖縄県立小禄高等学校

沖縄県立小禄高等学校



8 少年 監督（専任） 高良 智洋 タカラ トモヒロ

9 少年 選手 城間 諒介 シロマ リョウスケ

10 少年 選手 外間 結哉 ホカマ ユイヤ

11 少年 選手 金城 朋輝 キンジョウ トモキ

12 少年 選手 大城 早織 オオシロ サオリ

13 少年 選手 安里 海優香 アサト アユカ

14 少年 選手 照屋 舞 テルヤ マイ

【ウェイトリフティング】

No. 備考

1 監督 監督（専任） 比嘉 敏彦 ヒガ トシヒコ

2 成年男子 選手 宮本 昌典 ミヤモト マサノリ

3 成年男子 選手 新垣 悠太 アラカキ ユウタ 株式会社トラステック

4 成年男子 選手 屋良 一郎 ヤラ イチロウ 沖縄国際大学

5 成年男子 選手 知念 光亮 チネン コウスケ 沖縄国際大学

6 少年男子 選手 名護 毅 ナゴ タケル 沖縄工業高等学校

7 少年男子 選手 津波古 拓也 ツハコ タクヤ 南部工業高等学校

8 少年男子 選手 手登根 武魁 テドコン ムカイ 宮古高等学校

9 女子 選手 佐渡山 彩奈 サドヤマ アヤナ

10 女子 選手 仲村 理奈 ナカムラ リナ

【ハンドボール】

No. 備考

1 成年男子 監督（専任） 水野 裕矢 ミズノ ユウヤ

2 成年男子 選手 内田 武志 ウチダ タケシ

3 成年男子 選手 伊計 勇太 イケイ ユウタ

4 成年男子 選手 大和田 翔馬 オオワダ ショウマ

5 成年男子 選手 仲程 海渡 ナカホド カイト

6 成年男子 選手 村山 裕次 ムラヤマ ユウジ

7 成年男子 選手 赤塚 孝治 アカツカ コウジ

8 成年男子 選手 石川 出 イシカワ イズル

9 成年男子 選手 名嘉 真吾 ナカ シンゴ

10 成年男子 選手 浅井 悠 アサイ ユウ

11 成年男子 選手 連 基徳 ムラジ モトノリ

12 成年男子 選手 福田 丈 フクダ タケシ

13 成年男子 選手 田村 卓大 タムラ タカヒロ

14 少年男子 監督（専任） 宣昭 クロシマ ノブアキ

15 少年男子 選手 大城 悠揮 オオシロ ユウキ

16 少年男子 選手 井口 元太 イグチ ゲンタ

区分 氏         名 フリガナ

(株)トラステック

区分 氏         名 フリガナ

（有）沖縄ゼネラル

（株）三郵ライン

（株）琉球コラソン

（株）琉球コラソン

（株）沖縄ゼネラル

（株）琉球コラソン

（有）ＮＥＷＳ

興南高等学校（教）

興南高等学校

興南高等学校

沖縄県立沖縄水産高等学校

沖縄県立沖縄水産高等学校

東京国際大学

ＪＡＬスカイエアポート沖縄

ＪＡＬスカイエアポート

（株）フィットネスプロモーション

（株）ベイスオブスポーツ

（株）ベイスオブスポーツ

ＪＡＬスカイエアポート沖縄

沖縄水産高等学校 教員

沖縄県立知念高等学校

所    属

沖縄県立知念高等学校

沖縄県立知念高等学校

沖縄県立沖縄水産高等学校

所    属

いちご(株)

沖縄県立本部高等学校（教）



17 少年男子 選手 玉城 翔 タマキ ショウ

18 少年男子 選手 町田 健一郎 マチダ ケンイチロウ

19 少年男子 選手 渡具知 傑 トグチ スグル

20 少年男子 選手 比嘉 麻人 ヒガ アサト

21 少年男子 選手 伊禮 雅太 イレイ ウタ

22 少年男子 選手 智哉 ニシダ トモヤ

23 少年男子 選手 東 潤平 アズマ ジュンペイ

24 少年男子 選手 我如古 崇太 ガネコ シュウタ

25 少年男子 選手 石嶺 秀 イシミネ シュウ

26 少年男子 選手 雄聖 ニシハラ ユウセイ

27 少年女子 監督（専任） 佐平 牧生 サヒラ マキオ

28 少年女子 選手 松田 怜華 マツダ レイカ

29 少年女子 選手 狩野 笑実 カノ エミ

30 少年女子 選手 銘苅 みなみ メカル ミナミ

31 少年女子 選手 大城 由衣里 オオシロ ユイリ

32 少年女子 選手 東江 華奈 アガリエ カナ

33 少年女子 選手 上江洲 利保 ウエズ リホ

34 少年女子 選手 宮里 真帆 ミヤザト マホ

35 少年女子 選手 屋田 菜美 オクダ ナミ

36 少年女子 選手 新里 陽月 シンザト ヒヅキ

37 少年女子 選手 儀間 鈴香 ギマ スズカ

38 少年女子 選手 伊波 優里 イハ ユウリ

39 少年女子 選手 下地 真央 シモジ マオ

【自転車】

No. 備考

1 成年男子 監督（専任） 新城 直明 シンジョウ ナオアキ

2 成年男子 選手 新城 雄大 アラシロ ユウダイ

3 成年男子 選手 成海 大地 ナルミ ダイチ

4 成年男子 選手 重満 丈 シゲミツ ジョウ

5 成年男子 選手 久保田 寛栄 クボタ カンエイ

6 成年男子 選手 伊藤 颯馬 イトウ ソウマ

7 少年男子 監督（専任） 松田 敦 マツダ アツシ

8 少年男子 選手 平安山 良希 ヘンザン リョウキ

9 少年男子 選手 澤岻 達希 タクシ タツキ

10 少年男子 選手 具志堅 大士 グシケン タイシ

11 少年男子 選手 奥間 凪 オクマ ナギ

12 女子 選手 比嘉 真梨代 ヒガ マリヨ

13 女子 選手 儀間 光希 ギマ ミツキ

区分 氏         名 フリガナ

浦添高等学校

浦添高等学校

浦添高等学校（教）

浦添高等学校

浦添高等学校

浦添高等学校

浦添高等学校

浦添高等学校

コザ高等学校

沖縄輪業(株)

鹿屋体育大学

鹿屋体育大学

興南高等学校

興南高等学校

興南高等学校

興南高等学校

興南高等学校

コザ高等学校

コザ高等学校

朝日大学

仲松道場

北中城高等学校

北中城高等学校

北中城高等学校

北中城高等学校

ブリヂストンアンカー

沖縄県自転車競技連盟

興南高等学校

興南高等学校

日本競輪学校

沖縄国際大学

所    属

浦添商業高等学校

那覇国際高等学校

浦添商業高等学校

浦添高等学校



【ソフトテニス】

No. 備考

1 少年男子 監督（専任） 富田 正光 トミタ マサミツ

2 少年男子 選手 與那嶺 晃大 ヨナミネ コウダイ

3 少年男子 選手 安谷 陸 ヤスタニ リク

4 少年男子 選手 稲福 蓮音 イナフク レオン

5 少年男子 選手 山田 裕也 ヤマダ ユウヤ

6 少年男子 選手 座波 晃大 ザハ アキヒロ

【卓球】

No. 備考

1 成年女子 監督（専任） 狩俣 道乃 カリマタ ミチノ

2 成年女子 選手 仲眞 萌希 ナカマ モエキ

3 成年女子 選手 城間 春香 シロマ ハルカ

4 成年女子 選手 狩俣 道世 カリマタ ミチセ

5 少年男子 監督（専任） 根木 貴光 ネギ タカミツ

6 少年男子 選手 伊佐 真旺 イサ マオ

7 少年男子 選手 前原 由海 マエハラ ユカイ

8 少年男子 選手 稲嶺 盛真 イナミネ セイマ

【軟式野球】

No. 備考

1 成年男子 監督（兼任） 澤岻 健三 タクシ ケンゾウ

2 成年男子 選手 玉城 勇也 タマシロ ユウヤ

3 成年男子 選手 多宇 雄飛 タウ ユウヒ

4 成年男子 選手 儀間 裕也 ギマ ユウヤ

5 成年男子 選手 石野 颯人 イシノ ハヤト

6 成年男子 選手 屋宜 宣一郎 ヤギ センイチロウ

7 成年男子 選手 宮里 至 ミヤザト イタル

8 成年男子 選手 上原 拓也 ウエハラ タクヤ

9 成年男子 選手 比嘉 吉人 ヒガ ヨシト

10 成年男子 選手 山城 真人 ヤマシロ マナト

11 成年男子 選手 安里 大輔 アサト ダイスケ

12 成年男子 選手 永山 大貴 ナガヤマ ダイキ

13 成年男子 選手 宮城 浩夢 ミヤギ ヒロム

14 成年男子 選手 下地 昌樹 シモジ マサキ

15 成年男子 選手 東 全志 アズマ マサシ

16 成年男子 選手 山城 一樹 ヤマシロ カズキ

株式会社高圧運輸

海鮮料理 浜の家

宜野座村役場

第一農薬株式会社

種別 氏名（姓） フリガナ（姓） 所    属

ＪＡおきなわ

日本郵便株式会社

株式会社ダイショー

株式会社福まる農場

南城市役所

区分

福岡大学

区分 氏         名 フリガナ

氏         名 フリガナ

宜野座村教育委員会

インテリア宮城

合名会社田嘉里酒造所

沖縄国際大学

所    属

沖電開発株式会社

株式会社アドプロ

沖縄県立那覇商業高等学校（教）

所    属

沖縄県立宮古高等学校 (教)

沖縄県立前原高等学校

沖縄県立前原高等学校

沖縄県立コザ高等学校

ＭＣＣＳ ＳＵＰＰＬＹ

琉球セメント株式会社

(株)エレドック沖縄

沖縄国際大学



17 成年男子 選手 澤岻 健三 タクシ ケンゾウ

【相撲】

No. 備考

1 成年男子 監督（専任） 木崎 智久 キザキ トモヒサ

2 成年男子 選手 古波蔵 大輔 コハグラ ダイスケ

3 成年男子 選手 山本 浩太 ヤマモト コウタ

4 成年男子 選手 山城 将吾 ヤマシロ ショウゴ

5 少年男子 監督（専任） 小濱 寿 コハマ ヒサシ

6 少年男子 選手 友利 祐誠 トモリ ユウマ

7 少年男子 選手 城間 瑠正 シロマ リュウセイ

8 少年男子 選手 大谷 真惟 オオタニ マサタダ

9 少年男子 選手 崎山 喜一 サキヤマ キイチ

10 少年男子 選手 宮城 航大 ミヤギ コウダイ

【馬術】

No. 備考

1 監督・ホースマネージャー 監督（専任） 花城 薫 ハナシロ カオル

2 監督・ホースマネージャー

ホースマ

ネージャー

（専任）
松下 明子 マツシタ アキコ

3 成年 選手 寄田 勝彦 ヨリタ カツヒコ

4 少年 選手 根岸 草 ネギシ ソウシ

【フェンシング】

No. 備考

1 成年男子 監督（兼任） 佐久川 泰一 サクガワ ヤスカズ

2 成年男子 選手 大田 朝仁 オオタ トモヒト

3 成年男子 選手 佐久川 泰一 サクガワ ヤスカズ

4 成年男子 選手 粟國 安琉 アグニ アンリュウ

【柔道】

No. 備考

1 少年男子 監督（専任） 新垣 琢也 アラカキ タクヤ

2 少年男子 選手 呉屋 英毅 ゴヤ エイキ

3 少年男子 選手 久手堅 太河 クデケン タイガ

4 少年男子 選手 崎山 寛至 サキヤマ カンジ

5 少年男子 選手 新垣 翔二郎 アラカキ ショウジロウ

6 少年男子 選手 玉寄 盛貴 タマヨセ モリタカ

株式会社ディノス・セシールコミュニケーションズ

沖縄県フェンシング協会

沖縄尚学高等学校(教)

区分 氏         名 フリガナ

区分 氏         名 フリガナ

区分 氏         名

区分 氏         名 フリガナ

フリガナ

金秀アルミ工業株式会社

ＭＣＣＳ ＳＵＰＰＬＹ

ソニー生命保険株式会社

沖縄郵便局

中部農林高等学校（教）

NPO法人インフォメーションセンター

沖縄郵便局

 他力塾高校課程

琉球大学医学部

公益財団法人 沖縄こどもの国

中部農林高等学校

北部農林高等学校

与勝高等学校（教）

沖縄ガス株式会社

中部農林高等学校

中部農林高等学校

中部農林高等学校

所    属

所    属

所    属

所    属

沖縄尚学高等学校

沖縄尚学高等学校

沖縄尚学高等学校

沖縄尚学高等学校

沖縄尚学高等学校



【バドミントン】

No. 備考

1 成年女子 監督（専任） 上村 勇人 カミムラ ハヤト

2 成年女子 選手 上村 麻衣 カミムラ マイ

3 成年女子 選手 外間 優花 ホカマ ユカ

4 成年女子 選手 中川 詩紀 ナカガワ シキ

5 少年男子 監督（専任） 赤嶺 靖 アカミネ ヤスシ 沖縄県立南風原高等学校（教）

6 少年男子 選手 濱川 武道 ハマガワ タケミチ

7 少年男子 選手 玉寄 傑 タマヨセ スグル

8 少年男子 選手 比嘉 祐太 ヒガ ユウタ

【ライフル射撃】

No. 備考

1 成年男子 監督（専任） 仲本 正樹 ナカモト マサキ

2 成年男子 選手 渡名喜 尚斗 トナキ ナオト

3 成年男子 選手 金城 康一 キンジョウ コウイチ

4 成年女子 選手 仲原 わかな ナカハラ ワカナ

5 少年男子 選手 米須 海斗 コメス カイト

6 少年女子 選手 城間 美帆 シロマ ミホ

【剣道】

No. 備考

1 成年男子 監督（兼任） 尾本 まどか オモト マドカ

2 成年男子 選手 屋富祖 俊貴 ヤフソ トシキ

3 成年男子 選手 上江洌 貴大 ウエズ タカヒロ

4 成年男子 選手 山田 義光 ヤマダ ヨシミツ

5 成年男子 選手 宮良 政勝 ミヤラ マサカツ

6 成年男子 選手 尾本 まどか オモト マドカ

【山岳】

No. 備考

1 成年男子 監督（専任） 楢原 海里 ナラハラ カイリ

2 成年男子 選手 宮園 弘樹 ミヤソノ ヒロキ

3 成年男子 選手 當真 剛輝 トウマ ゴウキ

【カヌー】

No. 備考

1 監督 （専任）平良 祐喜 タイラ ユウキ 沖縄県立沖縄水産高等学校（教）

2 SP少年男子選手 山田 義人 ヤマダ ヨシト

スポーツショップキクムラ

沖縄県立沖縄水産高等学校

区分 氏         名 フリガナ

日本トランスオーシャン航空株式会社

日本トランスオーシャン航空株式会社

所    属

沖縄県警察

沖縄県警察

沖縄県警察

区分 氏         名 フリガナ

区分 氏         名 フリガナ

区分 氏         名 フリガナ

区分 氏         名 フリガナ

県立糸満高等学校

県立南風原高等高校

株式会社沖縄銀行

株式会社沖縄銀行

琉球スポーツ

沖縄県警察

（有）仲本雅総合商事

県立糸満高等学校

沖縄大学

沖縄県山岳連盟

琉球大学

興南高等学校

立命館大学

沖縄県警察

所    属

中央大学

興南高等学校

所    属

所    属

所    属



3 SP少年男子選手 宮国 志匠 ミヤグニ ユキナル

【空手道】

No. 備考

1 成年男子 監督（専任） 田村 正人 タムラ マサヒト

2 成年男子 選手 仲程 一織 ナカホド イオリ

3 成年男子 選手 比嘉 弘輝 ヒガ ヒロキ

4 成年男子 選手 大浦 将裕 オオウラ マサヒロ

5 成年女子 選手 照屋 真子 テルヤ マコ

6 成年女子 選手 新垣 夏紀 アラカキ ナツキ

7 少年男子 選手 田村 サイ喜 タムラ サイキ

8 少年女子 選手 金城 里佳 キンジョウ リカ

9 少年女子 選手 東江 茜奈 アガリエ センナ

【銃剣道】

No. 備考

1 成年男子 監督（兼任） 金子 豊 カネコ ユタカ

2 成年男子 選手 金子 豊 カネコ ユタカ

3 成年男子 選手 角 康大 スミ コウダイ

4 成年男子 選手 橋本 吉紘 ハシモト ヨシヒロ

【クレー射撃】

No. 備考

1 成年 監督（兼任） 渡久地 政人 トグチ マサト

2 成年 選手 當眞 嗣英 トウマ シエイ

3 成年 選手 渡久地 政人 トグチ マサト

4 成年 選手 新里 聰 シンザト サトシ

【なぎなた】

No. 備考

1 成年女子 監督（専任） 大城 エリカ オオシロ エリカ

2 成年女子 選手 石原 舞子 イシハラ マイコ

3 成年女子 選手 上村 奈央 ウエムラ ナオ

4 成年女子 選手 喜田 真帆 キダ マホ

5 少年女子 選手 安次嶺 心 アシミネ ココロ

6 少年女子 選手 比屋根 璃乃 ヒヤネ リノ

7 少年女子 選手 石原 かのん イシハラ カノン

【ボウリング】

フリガナ

区分 氏         名 フリガナ

沖縄県立沖縄水産高等学校

区分 氏         名 フリガナ

区分 氏         名 フリガナ

区分 氏         名

仲真修武館

沖縄県立若夏学院

沖縄県立前原高等学校 （教）

沖縄空手道拳法会 拳龍同志会

沖縄県立前原高等学校

陸上自衛隊第51普通科連隊

陸上自衛隊第51普通科連隊

陸上自衛隊第51普通科連隊

陸上自衛隊第51普通科連隊

沖縄県立首里高等学校教諭

沖縄県立前原高等学校（教）

沖縄県クレー射撃協会

沖縄県立首里高等学校

沖縄県立首里高等学校

琉球朝日放送

日本女子体育大学

所    属

沖縄県クレー射撃協会

沖縄県クレー射撃協会

沖縄県クレー射撃協会

沖縄尚学高等学校

沖縄県立前原高等学校

沖縄県立前原高等学校

所    属

所    属

近畿大学

所    属



No. 備考

1 成年男子 監督（専任） 下地 良信 シモジ ヨシノブ

2 成年男子 選手 幸喜 将太 コウキ ショウタ

3 成年男子 選手 宇良 晃 ウラ アキラ

4 成年男子 選手 當眞 嗣也 トウマ ツグヤ

5 成年男子 選手 安里 秀策 アサト シュウサク

6 成年女子 監督（専任） 浜比嘉 忠 ハマヒガ タダシ

7 成年女子 選手 石嶺 可奈子 イシミネ カナコ

8 成年女子 選手 古堅 葉月 フルゲン ハヅキ

9 成年女子 選手 照屋 也子 テルヤ ナリコ

10 成年女子 選手 髙良 綾音 タカラ アヤネ

11 少年男子 監督（専任） 小山 正樹 コヤマ マサキ 沖縄県立陽明高等支援学校（教）

12 少年男子 選手 登川 陸 ノボリカワリク

13 少年男子 選手 中里 隆和 ナカザト リュウワ

14 少年女子 監督（専任） 山城 卓也 ヤマシロ タクヤ 沖縄県立名護商工高等学校（教）

15 少年女子 選手 太 琳華 フトリ リンカ

16 少年女子 選手 大城 美幸 オオシロ ミユキ

【ゴルフ】

No. 備考

1 監督 （専任）渡久地 正博 トグチ マサヒロ

2 成年男子 選手 玉城 海伍 タマキ カイゴ

3 成年男子 選手 比嘉 一貴 ヒガ カズキ

4 成年男子 選手 富本 トミモト コウキ

5 監督 （専任）小橋川 コバシガワ カツミ

6 少年男子 選手 与那嶺 龍仁 ヨナミネ リュウジン

7 少年男子 選手 山城 太優 ヤマシロ タイユ

8 少年男子 選手 多良間 伸平 タラマ シンペイ

9 女子 選手 佐渡山 理莉 サドヤマ リリ

10 女子 選手 金城 和歌奈 キンジョウ ワカナ

11 女子 選手 菜摘 ナカニシ ナツミ

区分 氏         名 フリガナ

区分 氏         名 フリガナ

有限会社田場機工

東名ボール

ナコムランド沖縄店

岡山商科大学

所    属

大阪学院大学

東北福祉大学

所    属
沖縄県立宜野湾高等学校（教諭）

ＡＮＡ沖縄空港株式会社

沖縄市学校給食センター

スポーツワールドサザンヒル

株式会社エナジックボウル

株式会社エナジックボウル

沖縄県立中部商業高等学校

沖縄県立那覇商業高等学校

沖縄県立糸満高等学校

沖縄県立宜野座高等学校

医療法人待望主会 安立医院

沖縄県立美里高等学校

沖縄県立首里東高等学校

大阪学院大学
有限会社エクセレントカンパニー

沖縄県立宜野座高等学校

沖縄県立名護高等学校
沖縄県立宮古総合実業高等学校

沖縄県立名護高等学校


