
第71回国民体育大会（本大会）
選手団コメント

競技・種別 佐賀県

目標順位
男女総合成績 位

女子総合成績 位

コメント

※選手団のＰＲなど

九州ブロック大会では、例年と比較し、各競技においてより多くの代表権を獲
得した。その勢いのまま、「チーム佐賀」を合言葉に30位台返り咲きを目指
す。

話題性のある選手・有望選手
選　手　名 競技種目 内容（話題性）

ﾌﾘｶﾞﾅ サトウ　タクミ

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ
成年男子105㎏

級
2012国体から連続で８位以内入賞、今年も期待できる。

佐藤　匠

ﾌﾘｶﾞﾅ マツオ　ジュンイチ

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ
成年男子94㎏級

大学4年生となり、いよいよ実力がついてきたスナッチ、クリーン＆
ジャークの両種目で競技得点獲得が確実である。松尾　淳一

ﾌﾘｶﾞﾅ ナガシマ　ユウジ

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ
少年男子105㎏

級

練習での実力は、全国レベルである。本番では実力発揮で競技得点
を獲得できる。永島　悠次

ﾌﾘｶﾞﾅ ヤマシタ　ヒカル

ソフトテニス
成年女子

　昨年まで、日本代表として活躍してくれました。４月からは地元
佐賀に戻り、選手として、指導者として、ふるさとに恩返しをして
くれています。山下ひかる

ﾌﾘｶﾞﾅ コガ　ナナコ

バドミントン
少年女子

Ｈ２７年度全国選抜大会　ダブルス　ベスト４
　　　　　　　　　　　　　シングルス　ベスト８古賀　菜々子

ﾌﾘｶﾞﾅ シワ　ヒナ

バドミントン
少年女子

Ｈ２７年度全国選抜大会　ダブルス　ベスト４

志波　寿奈

ﾌﾘｶﾞﾅ シンナベ　リサ

バレーボール
成年女子

ロンドンオリンピックのメンバー。レセプション（サーブレシー
ブ）も行うウイングスパイカーとして攻守の中心で活躍、銅メダル
獲得に貢献した。新鍋　理沙
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話題性のある選手・有望選手
選　手　名 競技種目 内容（話題性）

ﾌﾘｶﾞﾅ イワサカ　ナナ

バレーボール
成年女子

ミドルブロッカーとして、長身をいかしたセンターからの攻撃およ
びブロックにおいてＶプレミアリーグおよび各種大会において活
躍。また効果的サーブも武器である。全日本経験者。岩坂　名奈

ﾌﾘｶﾞﾅ ノモト　リカ

バレーボール
成年女子

長身を活かした高い打点からのパワーのあるスパイクをもつウイン
グスパイカー。けがのために出場の機会が少なかったが、現在は完
治しチームのエースとして活躍している。全日本経験者野本　梨佳

ﾌﾘｶﾞﾅ ツツイ　サヤカ

バレーボール
成年女子

リベロとして各種大会で活躍。レセプション（サーブレシーブ）お
よびディグ（スパイクレシーブ）とも安定してこなすチームの守備
の要。全日本経験者筒井　さやか

ﾌﾘｶﾞﾅ シモノ　タカオ

ハンドボール
成年男子

在籍6年目。16年度より新キャプテンに就任。安定感のあるセービ
ングと正確なスローが武器のＧＫ。個性豊かなメンバーを統率し
て、上位進出を目指します。下野　隆雄

ﾌﾘｶﾞﾅ ウエダ　ヒロキ

ハンドボール
成年男子

16年度より副キャプテンに就任。今年31歳となるベテラン選手。
チーム一番のハングリー精神と機動力を持った選手。野性味あるれ
るプレーでチームを勝利に導きます！上田　宏紀

ﾌﾘｶﾞﾅ ヤマキ　ユウイチ

ハンドボール
成年男子

在籍3年目。16年度より副キャプテンに就任。長い手足を活かした
プレーが魅力で攻守の柱となる選手。まだまだ荒削りではあるが今
後が楽しみな選手。八巻　雄一

ﾌﾘｶﾞﾅ タナカ　タイト

ハンドボール
成年男子

在籍3年目。チーム№１イケメン選手。試合ををコントロールする司
令塔のポジションを任されており、強気なプレーで勝利を目指しま
す。また、複数のポジションをそつなくこなすオールラウンドプ
レーヤー。

田中　大斗

ﾌﾘｶﾞﾅ ナカハタ　ヨシユキ

ハンドボール
成年男子

在籍12年目。チーム最年長34歳、2011年度山口国体の優勝メン
バー。リーグ戦通算764点を叩き出しているレジェンド選手。過去
8名しか達成していない通算800得点を目指します！今まで培って
きた経験と実績を活かし、若いチームを支える大ベテラン選手で
す。

中畠　嘉之

ﾌﾘｶﾞﾅ サカイ　ショウイチロウ

ハンドボール
成年男子

在籍2年目。日本代表に名を連ねる将来有望選手。189㎝100㎏の
恵まれた体格を活かしたプレーが魅力。本人の夢である東京オリン
ピック出場に向け多くの経験を積んで日本を代表する選手を目指し
ます！

酒井　翔一朗
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話題性のある選手・有望選手
選　手　名 競技種目 内容（話題性）

ﾌﾘｶﾞﾅ ヨシカワ　チサト

なぎなた
少年女子

H27年度全国高等学校総合体育大会団体5位のメンバー
H28年度全国高等学校総合体育大会個人試合5位

　長身から繰り出す踏み込み技が得意である。
吉川　千里

ﾌﾘｶﾞﾅ オガタ　サエカ

なぎなた
成年女子

全国大会優勝経験あり

　試合経験が豊富であり、多彩な技を持っている。
　最年長者としてチームを牽引していくものと期待している。

小形　紗衣香

ﾌﾘｶﾞﾅ エゴシ　ユウキ

なぎなた
成年女子

全国大会優勝経験あり
H28年度都道府県対抗なぎなた大会団体試合８位のメンバー

　チームの流れを引き寄せる、積極的な攻撃ができる。
　遠間からの大技に期待している。

江越　由季

ﾌﾘｶﾞﾅ ノガミ　ショウ

ボクシング
少年男子

LF級

小学生の頃からボクシングを始め、昨年全国UJ大会の３大会を全て
優勝した選手。九州総体では優勝している。本国体で最も上位入賞
が期待できる選手である。野上　翔

ﾌﾘｶﾞﾅ セキ　ケンジ

ボクシング
少年男子

B級

昨年度のIHではベスト8入賞している。実力は十分にあり、本国体で
もその力を発揮出来れば上位入賞も間違いない。関　拳児

ﾌﾘｶﾞﾅ ナリドミ　ジョウイチロウ

ボクシング
少年男子

W級

中学時代UJチャンピオンになっている。ようやくその力を発揮し、
全国の強豪選手とも互角に戦えるようになっている。上位入賞の力
を十分に備えた選手である。成富　丈一郎

ﾌﾘｶﾞﾅ カワハラ　ヤマト

ホッケー
少年男子

U18日本代表に選出、姉（成年女子：川原若菜）と共に出場します。
川原　大和

ﾌﾘｶﾞﾅ ヒグチマサヒロ
山岳

少年女子
リード

ボルダリング

中学3年生ということで国体初出場であるが、九州ブロック大会では
リード競技、ボルダー競技共個人1位。ジャパンカップでも一般社会
人に混じって昨年度に続いて2年連続で決勝に残るなど実績を残して
いる。今大会でも活躍を期待したい。

樋口　結花

ﾌﾘｶﾞﾅ ヒグチマサヒロ
山岳

少年男子
リード

ボルダリング

5月に行われたボルダリングユース選手権大会で2位、8月のジュニ
アオリンピックカップで優勝と今年度に入ってブレイクした選手。
アジアユース選手権、世界ユース選手権の出場権も獲得し今大会で
も期待したい選手である。

靏本　直生
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話題性のある選手・有望選手
選　手　名 競技種目 内容（話題性）

ﾌﾘｶﾞﾅ コシバ　リョウタ レスリング
少年男子

グレコローマン
スタイル６０ｋ

ｇ級

今年の4月に開催された、ジュニアオリンピックのカデットの部で準
優勝し、海外遠征を経験した。小柴　亮太

ﾌﾘｶﾞﾅ シマエ　ショウヤ
レスリング
成年男子

フリースタイル
６１ｋｇ級

全日本選抜大会準優勝の実績を持つ、大学強豪の日本体育大学の2年
生。しっかり練習を積み、調子は上向きである。嶋江　将也

ﾌﾘｶﾞﾅ スミ　マサト レスリング
成年男子

グレコローマン
スタイル85kg

級

全日本選抜大会準優勝の実績を持つ。自衛隊体育学校でトップレベ
ルの選手相手に練習をし、海外遠征も多く経験している。十分優勝
を狙える選手である。角　雅人

ﾌﾘｶﾞﾅ シギョウ　ヒロミ レスリング
成年男子

グレコローマン
スタイル130kg

級

昨年の大学選手権準優勝の実績を持つ、日本文理大学の4年生。パ
ワーを生かしたレスリングで入賞を狙う。執行　大海

ﾌﾘｶﾞﾅ ヒグチマサヒロ
山岳

成年男子
リード

ボルダリング

2015ジャパンカップ、2016日本選手権のリード競技でチャンピオ
ンとなり今年度はワールドカップのほぼ全戦を転戦中。既に2戦で決
勝に残るなど成績を残している。今大会もリード競技のみならずボ
ルダー競技でも大きな期待がかかる。

樋口　純裕

ﾌﾘｶﾞﾅ ハシモト　ルイ

カヌー
成年男子

スプリント

明治大学４年生で、一昨年優勝、昨年２位の実績をもっている。
この種目は力が接近しているので必ず優勝とはいえないが入賞は期
待できる橋本　瑠偉

ﾌﾘｶﾞﾅ サカタ　コウキ

自転車
少年男子
ケイリン

昨年４位の実績をもっている。
力もつけてきているので昨年以上の成績が期待できる坂田　康季

ﾌﾘｶﾞﾅ マンショウ　リュウノスケ

自転車
少年男子

スクラッチ

３月の全国選抜大会４位の実績をもっている。
決勝には進出できると思うので、いかに上位にくい込めるかがカギ
である。満生　龍之介

ﾌﾘｶﾞﾅ センバ　ヒロカ

新体操
少年女子

６月に開催された全九州高等学校体育大会において
個人総合・種目別（クラブ・リボン）共に優勝
本国体でも活躍が期待される。仙波　紘佳
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話題性のある選手・有望選手
選　手　名 競技種目 内容（話題性）

ﾌﾘｶﾞﾅ カワグチ　タツマ

相撲
成年男子

川口弾と兄弟で出場。達磨は85キロと軽量であるが、平成25年開
催のワールドゲームズ軽量級で世界チャンピオン、同年のコンバッ
トゲームズでは軽量級で第2位という成績を収めており、軽量ながら
大きな相手を倒す相撲が魅力である。

川口　達磨

ﾌﾘｶﾞﾅ カワグチ　ダン

相撲
成年男子

川口達磨と兄弟で出場。弾は100キロと軽量であるが、大学時代に
全国学生相撲選手権大会個人戦で3位に入賞するなどの実績を持って
おり、軽量ながら会場を沸かせる相撲が期待される。川口　　弾

ﾌﾘｶﾞﾅ キタムラ　チホ

体操
成年女子

オールラウンダーであり各種目で美しい演技ができる。
九州ブロック大会では個人総合で優勝。
跳馬、段違い平行棒でも優勝した。
大学４年生でもありチームをしっかりと牽引できる。

北村　知穂

ﾌﾘｶﾞﾅ コバタ　サイカ

体操
成年女子

長身を活かしたダイナミックな演技に定評がある。
九州ブロック大会では個人総合３位、ゆかで優勝した。小畠　彩夏

ﾌﾘｶﾞﾅ イシマツ　ナミ

体操
成年女子

安定した美しい演技が持ち味の選手である。
九州ブロック大会では個人総合２位、平均台で優勝した。石松　奈珠

ﾌﾘｶﾞﾅ コガ　チヒロ

馬術
成年女子

自由演技馬場
去年は８位入賞。今年はより上位を目指したいと思っております。

古賀　千尋

ﾌﾘｶﾞﾅ ヒロセ　ヒデユキ

陸上
成年男子
４００ｍ

今年の日本選手権400m決勝では8位入賞を果たしており、本国体で
の入賞が期待される。廣瀬　英行

ﾌﾘｶﾞﾅ オオクマ　タケシ

陸上
成年男子

10000ｍ競歩

「２０１５紀の国わかやま国体」では後半の粘りで６位入賞を果た
した。今年も後半の粘りで上位入賞を狙う。大隈　武士

ﾌﾘｶﾞﾅ ノナカ　レンヤ

陸上
少年男子共通

走高跳

今年は県高校記録を樹立（２ｍ０７　※今年度日本高校ランキング7
位：9/1現在）。全国高校総体では６位入賞し勢いがある。全国大
会終了後は目標の２ｍ１０と国体上位入賞を目標に県内外の合宿に
参加。全国高校総体以降レベルアップを図っている。走高跳を取り
組み始めて約2年。まだまだ伸びしろのある注目の選手である。

野中　廉也
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ﾌﾘｶﾞﾅ ミヤザキ　ユカ

陸上
成年女子

５０００ｍ

5000mと1万ｍではリオオリンピック参加標準記録を突破。今大会
出場予定の５０００ｍでは昨年度の日本ランキングは4位（15分16
秒43）、ベストの記録を出せば上位も狙える選手である。宮﨑　悠香
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話題性のある選手・有望選手
選　手　名

ﾌﾘｶﾞﾅ イマムラ　リカ

陸上
少年女子Ｂ
１００ｍＨ

1年生ながら全国高校総体北九州地区予選では４００ｍと４００ｍＨ
で二冠に輝き全国大会に出場した注目の少年女子選手である。全国
高校総体大会においては４００ｍＨで準決勝に進出している。今回
は、中学からの専門種目である１００ｍＨで中学３年・高校１年が
出場する少年女子Ｂに出場し上位入賞を目指す。

今村　莉花

ﾌﾘｶﾞﾅ ジンノウチ　アヤコ

陸上
成年女子
800ｍ

昨年の「２０１５紀の国わかやま国体」では成年女子１５００メー
トルで優勝した。今年は種目の変更で成年女子1500ｍがなくな
り、成年女子８００ｍに出場する。２０１３年の東京国体で成年女
子８００メートルにおいて優勝しおり、それ以来の８００ｍでの優
勝を目指す。

陣内　綾子


