
フリガナ ｲﾄｳ　ｼﾞｭﾝ

テニス・成年男
子

2010年度全日本学生テニス選手権大会　優勝
2011～2015九州テニス選手権大会　優勝（４連覇）伊藤　潤

フリガナ ノヨリ　カズヤ

サッカー・少年
男子

所属チームにおいてもトップチームで活躍し、ユース年代最高峰の
リーグであるプレミアリーグでも出場し、チームに欠かせない戦力
となっている。ドリブルだけでなく、中盤からの飛び出しは攻撃に
アクセントを加える。

野寄　和哉

フリガナ マツダ　リョウ

サッカー・少年
男子

トップチームでの出場はまだ多くないが、この夏の成長で、他の2、
3年生GKをおさえ第2GKの座を勝ち取っている。素早い反応・広い
守備範囲・正確なフィードが持ち味である。松田　亮

フリガナ クワハラ　カイト

サッカー・少年
男子

U-16日本代表
U-15日本代表
U-15Jリーグ選抜　ブラジル遠征
U-14Jリーグ選抜　スウェーデン遠征
U-13Jリーグ選抜　タイ遠征
対人の強さとスピードを併せ持つ超攻撃的なサイドバック

桑原　海人

フリガナ キタジマ　ユウジ

サッカー・少年
男子

ナショナルトレセンU-12,U-14
エリートプログラムU-13
高い技術と高い運動能力で得点を生み出すアタッカー

北島　祐二

コメント

※選手団のＰＲなど

平成２年とびうめ国体以来、２４年ぶりとなる４年連続入賞を目指して「チー
ム福岡」一丸となって頑張ります。

話題性のある選手・有望選手
選　手　名 競技種目 内容（紹介したい成績や話題性）

目標順位
男女総合成績 8 位

女子総合成績 8 位

第71回国民体育大会（本大会）
選手団コメント

都道府県名 福岡県



フリガナ シライシ　ヒロアキ

ウエイトリフ
ティング・成年

男子
平成２８年度全日本選手権優勝

白石　宏明

フリガナ マエダ　カイ

ウエイトリフ
ティング・少年

男子
平成２８年度インターハイ優勝

前田　魁

フリガナ シゲトミ　ユウキ

バスケットボー
ル・少年男子

福岡第一高校　平成２８年全国高校総体優勝の立役者。名前のとお
り双子の兄弟であるが、優れた身体能力から繰り出されるパス・ド
リブル・シュウート更に二人にしかできないコンビプレーは会場の
観客を魅了する事であろう。

重冨　友希

フリガナ オオタ　カズオミ

ウエイトリフ
ティング・成年

男子
全日本選手権１０連覇。ロンドンオリンピック日本代表

太田　和臣

フリガナ ニシダ　ユウダイ

バスケットボー
ル・少年男子

U-18日本代表のスタートメンバーとしてU19世界選手権FIBAアジ
ア予選にも出場し活躍。日本を代表する３Pシュートが持ち味のスコ
アラーである。西田　優大

フリガナ シゲトミ　シュウキ

バスケットボー
ル・少年男子

福岡第一高校　平成２８年全国高校総体優勝の立役者。名前のとお
り双子の兄弟であるが、優れた身体能力から繰り出されるパス・ド
リブル・シュウート更に二人にしかできないコンビプレーは会場の
観客を魅了する事であろう。

重冨　周希

フリガナ タナカ　ユウヤ

ボクシング・少
年男子

２８インターハイ・ピン級・第3位（博多高校2年生）
田中　湧也

フリガナ オキシマ　ヒカル

ボクシング・成
年男子

第１回アジア大学ボクシング選手権大会　優勝
オリンピック一次予選（アジアオセアニアオリンピック予選）　出
場沖島　輝

フリガナ ヤマオ　タマキ

テニス・少年男
子

日韓中で好成績を残す　インターハイ団体３位
山尾　玲貴

フリガナ ミヤハラ　ミナ

テニス・少年女
子

インターハイ個人シングルスベスト８、団体３位
宮原　三奈

選手団コメント

都道府県名 福岡県

話題性のある選手・有望選手
選　手　名 競技種目 内容（話題性）
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フリガナ ハシモト　リク

自転車・成年男
子

平成27年度　全国高校総体　3ｋｍ個人追抜競走　2位
平成26年度　全国選抜大会　3ｋｍ個人追抜競走　優勝橋本　陸

フリガナ コバヤシ　カズキ

自転車・成年男
子

2016全日本トラック選手権　スクラッチ　優勝
第70回国民体育大会　成年ケイリン　2位
全日本学生個人ロードレース　6位
全日本ロードレース　8位小林　和希

フリガナ イマムラシュンスケ

自転車・成年男
子

第71回全日本大学対抗選手権　4ｋｍ個人追抜競走　2位
2016全日本トラック選手権　ポイントレース　優勝
2015ジュニア世界選手権　ポイントレース　優勝
第70回国民体育大会　少年4ｋｍ速度競走　優勝
平成27年度　全国高校総体　4ｋｍ速度競走　優勝

今村　駿介

フリガナ カジハラ　ダイチ

自転車・成年男
子

2015ジュニア世界選手権　　出場
第70回国民体育大会　少年　スプリント　2位
平成27年度　全国高校総体　スプリント　優勝
平成26年度　全国選抜大会　スプリント　優勝

梶原　大地

フリガナ ヤスナガ　カケル

ハンドボール・
少年男子

博多高校を３年間主将を努め全国大会・国際大会の経験を活かしチームを牽
引してきたリーダーである。また、自分に厳しく、チームメイトに客観的ア
ドバイスができるので信頼も厚い。福岡県選抜でも主将として、日本一を目
指す。
H27全国センバツ大会ベスト１６　H28インターハイ出場
日中韓交流国際大会（日本代表）

安永　翔

フリガナ ベイグ　アダムユウキ

ハンドボール・
少年男子

１年次よりU-16日本代表として国際大会を経験し、今年９月にバー
レーンで開催されたアジアユース選手権に出場し、準優勝に貢献し
た。195ｃｍの長身を生かした攻守を武器に２年生ながらチームの
中心選手として、本国体に挑む。

部井久　アダム勇樹

フリガナ フジタ　ハルカ

ハンドボール・
少年女子

平成２８年全国高等学校総合体育大会ハンドボール競技　優秀選手
藤田　遥香

フリガナ オツジ　ソノコ

ハンドボール・
少年女子

平成２８年全国高等学校総合体育大会ハンドボール競技　優秀選手
平成２６，２７年　U-16日本代表尾辻　素乃子

フリガナ ヤナギダ　ミズキ

ウエイトリフ
ティング・女子

２０１４世界大学選手権２位
柳田　瑞季

フリガナ ヤスダ　ナナミ

ハンドボール・
少年女子

平成２８年全国高等学校総合体育大会ハンドボール競技　優秀選手
平成２８年　日・中・韓ジュニア交流大会　U-１８日本代表安田　七海

第71回国民体育大会（本大会）
選手団コメント

都道府県名 福岡県

話題性のある選手・有望選手
選　手　名 競技種目 内容（話題性）



フリガナ コダマ　ヒカル

柔道・少年女子
平成28年全国高校柔道選手権大会（団体）優勝
平成２8年全国高等学校柔道大会78ｋｇ超級優勝児玉　ひかる

フリガナ 　マツヤマ　ナミ

バドミントン・
少年女子

H28年度インターハイ団体戦準優勝、個人戦ダブルスベスト４
9月上旬に行われたインドジュニア選手権大会において、女子ダブル
ス、混合ダブルスの2種目で優勝松山　奈未

フリガナ テラダ　ウタナ

柔道・少年女子 平成２８年全国高校柔道選手権大会（団体）優勝
寺田　宇多菜

フリガナ シンモリ　リョウ

柔道・少年女子
平成２8年全国高校柔道選手権大会（団体）優勝
平成２７年全国高等学校柔道大会－７０ｇｋ級優勝
平成２8年全国高等学校柔道大会－７０ｇｋ級３位新森　涼

フリガナ

相撲・少年男子

モンゴル出身
１９２㎝１３５ｋｇ
堂々とした体格で体を利用した寄りが魅力
九州大会重量級第３位

ムンクバット　ムンクサイハン

フリガナ シンドウ　ヨウスケ

相撲・少年男子
昨年より国体出場
九州大会中量級第２位
昨年を経験して今年はポイントゲッターとして期待進藤　庸平

フリガナ イチノセ　コウヘイ

相撲・成年男子
全国教職員大会団体準優勝
九州ブロック大会個人優勝
今年も成年ポイントゲッターとして期待一ノ瀬　康平

フリガナ キタシロ　コウリョウ

相撲・成年男子
日本体育大学３年生
大学社会人大会ベスト８
成長著しい有望株選手北代　光遼

フリガナ カジハラ　カイト

自転車・少年男
子

2016ＪＯＣジュニアオリンピックカップ　スプリント　2位
平成28年度　全国高校総体　スプリント　6位入賞
平成27年度　全国選抜大会　スプリント　優勝梶原　海斗

フリガナ ニシトミ　マサキ

自転車・少年男
子

2016ＪＯＣジュニアオリンピックカップ　3ｋｍ個人追抜競走　4
位入賞
平成28年度　全国高校総体　3ｋｍ個人追抜競走　7位入賞西冨　昌輝

第71回国民体育大会（本大会）
選手団コメント

都道府県名 福岡県

話題性のある選手・有望選手
選　手　名 競技種目 内容（話題性）



フリガナ タテイシ　マイ

なぎなた・少年
女子

平成２８年度　全国高等学校総合体育大会　演技競技　２位
立石　麻衣

フリガナ タニグチ　カナコ

なぎなた・成年
女子

第７０回　国民体育大会　成年女子　演技競技　優勝
谷口　佳捺湖

フリガナ セリ　ユイ

なぎなた・少年
女子

平成２８年度　全国高等学校総合体育大会　演技競技　２位
世利　優衣

フリガナ オキタ　リナ

空手道・成年女
子

全日本ナショナルチームに所属選手で、今年度国際大会でも優勝し
ている。上位入賞の期待が出来る選手である。沖田　理奈

フリガナ タナカ　リエ

なぎなた・成年
女子

第７０回　国民体育大会　成年女子　演技競技　優勝
田中　利江

フリガナ ミヤモト　ダイキ

空手道・成年男
子

第69回大会2位、第７０回大会3位と安定した成績を、残してい
る。今年も練習試合でも、調子は良く十分に入賞の期待できる選手
である宮本　大希

フリガナ アキヨシ　ヒロキ

空手道・少年男
子

今年インターハイで、ベスト８に入賞している。組み合わせは、初
戦がかなり厳しい相手であるが、勝利すればベスト４も期待でき
る。明吉　洸樹

フリガナ    タナカ   カナ

カヌー（スプリ
ント）・成年女

子

2016カヌースプリント海外派遣選手二次選考会   ２００m WK-1  優勝
2016海外派遣最終選考記録会  200m WK-1  第３位
カヌースプリントワールドカップ  第1戦（ドイツ）・ 第2戦 （チェコ）出場、平成28度日本カヌースプ
リント選手権大会 200m WK-1  優勝
高校時代は、腰痛に苦しみながらも、インターハイやJOCで7冠し、大学進学後も豊富な経験を積んでい
る。 500mでは、まだまだ課題はあるものの、200mでは、国体でもメダルを狙える実力あり。持ち前の
瞬発力と筋力で優勝を狙いたい。

田中   香奈  

フリガナ    ヤツハシ   タクミ

カヌー（スプリ
ント）・少年男

子

平成２８年度 日本カヌースプリントジュニア選手権大会
２００m K-1  優勝
まだ２年生ながら、インターハイやJOCで経験を重ね成長してき
た。500mではまだ課題も残るが、得意の200mでは上位入賞を狙
える力を持っている。

八橋  巧

第71回国民体育大会（本大会）
選手団コメント

都道府県名 福岡県

話題性のある選手・有望選手
選　手　名 競技種目 内容（話題性）


