
フリガナ シモガワ  ヒロキ

カヌー
成年男子

スプリント

鹿屋体育大学  1年生  18歳
平成元度全国インターカレッジ シングル 決勝進出
２０１８世界カヌースプリント選手権大会出場下川　拓樹

フリガナ エダ  ジュンコ

カヌー
成年女子

ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ
平成30年度国民体育大会（福井国体）ワイルドフォロー準優勝

江田　純子

フリガナ ウチダ　ヨシカズ

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ
少年89㎏級

福岡県立八幡中央高等学校　3年
全国高校総体81㎏級4位入賞内田　義一

フリガナ オオタ　カズオミ

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ
成年+109㎏級

福岡県立光陵高等学校(教)　33歳
ロンドン五輪+105㎏級日本代表太田　和臣

フリガナ マエダ　カイ

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ
成年55㎏級

九州国際大学　2１歳
2018年度第73回国民体育大会スナッチ競技優勝前田　魁

選　手　名 競技種目 内容（紹介したい成績や話題性）

フリガナ ヤナギダ　ミズキ

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ
女子-５５㎏級

九州国際大学(職)　26歳
全日本選手権29年度優勝　30年度3位　元年度2位
2018年アジア競技大会48㎏級日本代表
2018カタールカップ3位　　2019ブルースワードカップ3位

柳田　瑞季

フリガナ

話題性のある選手・有望選手

コメント

※選手団のＰＲなど

令和初の国民体育大会、２年連続天皇杯８位入賞を目指して、
「チーム福岡」一丸となって頑張ります。

都道府県で特別に力を入れている競技
競技種目 紹介したい選手名 具体的な内容（理由など）

目標順位
男女総合成績 8 位

女子総合成績 8 位

第74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 ヒロタ　ダイキ

バレーボール
少年男子

東福岡高校　３年生　1８歳
令和元年度全国高等学校総合体育大会　３位
同大会　優秀選手廣田　大騎

フリガナ マツオカ　タクヤ

バレーボール
少年男子

東福岡高校　３年生　17歳
令和元年度全国高等学校総合体育大会　３位
同大会　優秀選手松岡　拓弥

フリガナ

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
少年男子

福岡第一高等学校・2年
主な競技成績（平成３０年度）
2018年度　U16日本代表チーム　チェコ遠征メンバーハーパー　ローレンスジュニア

フリガナ ヤナキタ　ユウリ

バレーボール
少年男子

東福岡高校　2年生　17歳
令和元年度全国高等学校総合体育大会　３位
同大会　ベスト６
第12回アジアユース男子選手権大会　優勝
第16回男子Ｕ１９（ユース）世界選手権大会　第６位

柳北　悠李

フリガナ ミヤタ　リク

テニス
少年男子

筑陽学園高等学校　２年　１７歳
インターハイシングルベスト１６宮田　陸

フリガナ ミウラ　マイカ

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
成年女子

精華女子高等学校・3年
主な競技成績（平成３０年度）
FIBA女子 U17ワールドカップ 2018 日本代表　７位
第26回日・韓・中ジュニア交流競技会　日本代表
2018年度　U18日本代表チーム　エントリーキャンプ参加選手

三浦　舞華

フリガナ ハラグチ　ミサキ

ソフトテニス
成年女子

明治大学　1年生　１８歳
福井国体　準優勝　福島インターハイ準優勝原口　美咲

フリガナ オガワ　チヒロ

テニス
少年男子

柳川高等学校　３年　１８歳
インターハイシングルベスト８
団体　3位（シングルス１）小川　智裕

フリガナ スギタ　ヒデオ

クレー射撃
成年

スキート
国体　個人　優勝

杉田　英雄

フリガナ イデリハ　タイチロウ

ゴルフ
少年男子

沖学園高校　3年生　18歳
KBCオーガスタゴルフトーナメント　ローアマ

出利葉　太一郎

フリガナ キムラ  イチロウ

カヌー
成年男子

スラローム

第一薬科大学６年
山口国体 カヌースプリント  K-2  ７位 入賞木村　一朗

フリガナ ニシダ  カズハ

カヌー
少年男子

スプリント

福岡県立三潴高等学校2年
令和元年度全九州高等学校カヌー選手権大会    シングル 優勝西田　一葉



フリガナ ヒサトミ　ヒカリ

ホッケー
成年女子

東海学院大学　４年生　21歳　GK
2018 全日本大学ホッケー王座決定戦　優勝
2018 インカレ   優勝

2018年の両試合ともSO（シュートアウト）戦を制した。

久冨　ひかり

フリガナ キムラ　ハルナ

ホッケー
成年女子

聖泉大学　４年生　21歳　MF

2019　関西学生ホッケー春季リーグ　ベストイレブン

多彩なドリブルでゲームメイクできる選手

木村　晴奈

フリガナ ヤマサキ　ミワ

ホッケー
成年女子

東海学院大学　2年生　19歳　FW
2018 U21代表
2019 U21代表候補選手

スピードあるドリブルを得意とする選手。

山﨑　三和

フリガナ ヒロカワ　コウスケ

ハンドボール
成年男子

福岡大学4年生・22歳
平成30年度全日本学生選手権　準優勝　得点王・ベスト7
国体開催県である茨城県水海道第一高等学校出身
身長181cmとさほど高くないが、非常に運動能力が高い選手

広川　功介

フリガナ クボ　ケイゴ

ハンドボール
成年男子

ゴールデンウルヴス福岡・23歳
平成30年度全日本学生選手権　準優勝　ベスト7・福岡大学主将
身長168cmと小柄ながら、センタープレーヤー兼ゲームメーカーと
しての上手さは定評

久保　慶悟

フリガナ シライシ　リコ

ハンドボール
少年女子

明光学園高等学校　３年生　１８歳
全国高等学校総合体育大会　優勝
全国高等学校選抜大会　優勝白石　理子

フリガナ ナカゾノ　アイコ

ハンドボール
少年女子

明光学園高等学校　３年生　１８歳
全国高等学校総合体育大会　優勝
全国高等学校選抜大会　優勝中園　愛子

フリガナ ムラカミ　カエデ

ハンドボール
少年女子

明光学園高等学校　３年生　１８歳
全国高等学校総合体育大会　優勝
全国高等学校選抜大会　優勝村上　楓

フリガナ カキゾエ　マドカ

ハンドボール
少年女子

明光学園高等学校　３年生　１８歳
全国高等学校総合体育大会　優勝
全国高等学校選抜大会　優勝柿添　まどか

フリガナ ハセガワ　マコ

ハンドボール
少年女子

明光学園高等学校　３年生　１８歳
全国高等学校総合体育大会　優勝
全国高等学校選抜大会　優勝長谷川　真子

フリガナ ウチモト　アユム

バレーボール
少年男子

東福岡高校　３年生　1８歳
令和元年度全国高等学校総合体育大会　３位
同大会　優秀選手内本　歩夢

フリガナ マツモト　ヨシテル

バレーボール
少年男子

九州産業大学付属九州産業高校　３年生　1８歳
第12回アジアユース男子選手権大会　優勝
第１６回全日本ジュニアオールスタードリームマッチ出場松本　喜輝



フリガナ イマムラ　シュンスケ
自転車競技
成年男子

４ｋｍﾁｰﾑﾊﾟｰｼｭｰﾄ
１ｋｍﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ

中央大学　４年　２１歳
日本自転車競技連盟　エリート中距離　強化指定選手
第７５回全日本大学対抗選手権　チームパーシュート　優勝
全日本選手権ロードタイムトライアル　Ｕ２３　優勝今村　駿介

フリガナ カジハラ　カイト
自転車競技
成年男子
ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ

中央大学　２年　２０歳
第７５回全日本大学対抗選手権　スプリント　３位梶原　海斗

フリガナ エトウ　ジュンヤ

空手道
成年男子

組手重量級

近畿大学工学部　２年生　１９歳
全日本ナショナルチーム所属
２０１９年　東アジア大会　組手－８４kg級　優勝江藤　純哉

フリガナ カタヤマ　ハナメ

空手道
成年女子

組手

九州産業大学　４年生　２1歳
２０１８年　世界学生　組手－５５kg級　優勝片山　花女

フリガナ ウエダ　テツ

弓道競技
少年男子

近的・遠的

九州産業大学附属九州産業高等学校　2年　17歳
令和元年度福岡県高等学校総合体育大会弓道選手権大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子個人1位
令和元年度全国高等学校総合体育大会弓道競技大会第６４回全国高
等学校弓道大会　出場（於：宮崎県宮崎市）　全国9位

上田　哲

フリガナ ヨシダ　タツヤ

弓道競技
少年男子

近的・遠的
福岡県立福島高等学校　3年　18歳

吉田　竜弥

フリガナ オオウチダ　ナツキ

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ
女子

筑紫高校２年
日本ラグビーフットボール協会　セブンズユースアカデミー大内田　夏月

フリガナ ヤマガミ　ダイチ

弓道競技
少年男子

近的・遠的

福岡県立北筑高等学校　3年　18歳
平成30年度第３7回全国高等学校弓道選抜大会　出場
（於：岡山県岡山市）　決勝進出
令和元年度福岡県高等学校総合体育大会弓道選手権大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子個人6位

山上　大智

フリガナ タカサキ　マナ

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ
女子

日本体育大学3年
高崎　真那

フリガナ ヨシムラ　オトカ

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ
女子

東筑高校３年
日本ラグビーフットボール協会　セブンズユースアカデミー吉村　乙華

フリガナ コヤナギ　ユウセイ

ライフル射撃
少年男子
BP60J

福岡県立太宰府高等学校　２年生　１６歳
第３８回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会　第６位小栁　勇生

フリガナ ヤマモト　ワカ

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ
女子

日本体育大学3年
山本　和花



フリガナ タケシタ　タクト

軟式野球
成年男子

熊本ゴールデンラークス　25歳
2013年日本野球連盟主催　都市対抗野球
　【HONDA熊本の補強選手として出場】竹下　拓人

フリガナ マツノブ　タカノリ

軟式野球
成年男子

柳ヶ浦高校　2年生　17歳
全国高校野球選手権　2002夏
柳ヶ浦高校　3年生　18歳
全国高校野球選手権　2003夏

松延　考典

フリガナ タゾエ　ヒビキ

卓球
成年男子

専修大学　4年生　21歳
平成30年度全日本大学総合選手権大会　シングルス準優勝
平成30年度全日本卓球選手権大会(一般の部)　シングルス8位
現在　木下グループ所属　22歳
平成30年度より木下グループよりＴリーグ参戦

田添　響

フリガナ マストモ　ヨシアキ

軟式野球
成年男子

日南学園　２年生　17歳
全国高校野球選手権　2003夏
日南学園　3年生　18歳
全国高校野球選手権　2004　選抜

舛巴　義明

フリガナ

少年男子
希望が丘高校　２年生
２年生ながらチームのポイントゲッターとして頭角を現してきた。ラウバスレン　ミャンガンバヤル

フリガナ ソノダ　ヨウジ

少年男子
博多高校　２年生
２年生小兵ながら全国新人大会軽量級準優勝の実力を持っているの
で期待したい。園田　陽司

フリガナ イチノセ　コウヘイ　

成年男子
博多高校　職員　　２８歳
九州ブロック大会　個人優勝
安定感のある相撲でポイントゲッターとして期待する。一ノ瀬　康平

フリガナ ヨシミ　リュウノスケ

成年男子
九州スズキ販売株式会社　　２８歳
九州ブロック大会　個人優勝
小兵ながら多彩な技の持ち主で県予選でも個人優勝をしている。吉見　龍之介

フリガナ イケガミ　アカリ
自転車競技

女子
チームスプリント

スクラッチ

早稲田大学　１年　２０歳
第７５回全日本大学対抗選手権
　　　　　　女子３ｋｍインディデュアルパーシュート　準優勝
女子オムニアム　４位
個人ロードレース　２位

池上　あかり

フリガナ カネダ　マイカ
自転車競技

女子
チームスプリント

ケイリン

祐誠高校　２年　１７歳
日本自転車競技連盟　エリート中距離　強化指定選手
令和元年度全国高校総体　５００ｍタイムトライアル　準優勝
ジャパントラックカップ　ケイリン　優勝

金田　舞夏

フリガナ カイハラ　リョウタ
自転車競技
成年男子

４ｋｍﾁｰﾑﾊﾟｰｼｭｰﾄ
ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ

日本大学　４年　２２歳
第７５回全日本大学対抗選手権　チームパーシュート　準優勝貝原　涼太

フリガナ コジマ　ナオキ
自転車競技
成年男子

４ｋｍﾁｰﾑﾊﾟｰｼｭｰﾄ
ｽｸﾗｯﾁ

日本大学　１年　１９歳
第７５回全日本大学対抗選手権　チームパーシュート　準優勝
男子４ｋｍインディデュアルパーシュート　準優勝
男子オムニアム　３位

兒島　直樹



フリガナ イワイ　セイヤ

ボクシング
少年男子
ライト級

豊国学園高校　3年生　17歳
愛媛国体　5位
福井国体　3位
全国高等学校総合体育大会　３位
全九州高等学校総合体育大会　優勝

祝　聖哉

フリガナ ホリウチ　ジュン紀

ボクシング
少年男子

ウェルター級

東福岡高等学校　３年生　１８歳
全国高等学校総合体育大会　ベスト１６
全九州高等学校総合体育大会　３位堀内　洵貴

フリガナ ナカヤマ　ケイタ

ボクシング
少年男子
フライ級

東福岡高等学校　２年生　１７歳
全国高等学校総合体育大会　準優勝
全九州高等学校総合体育大会　２位中山　慧大

フリガナ ハラダ　シュウダイ
ボクシング
少年男子

バンタム級

豊国学園高校　3年生　17歳
福井国体　3位
全国高等学校総合体育大会　３位
全九州高等学校総合体育大会　優勝

原田　周大

フリガナ ダイノブ　メグミ

成年女子
棒高跳

2019　日本陸上競技選手権　棒高跳　8位
2019　全国高校総体　棒高跳　2位台信　愛

フリガナ ナカヤマ　ソウタ

ボクシング
少年男子

ライトフライ級

東福岡高等学校　１年生　１５歳
全国高等学校総合体育大会　3位
全九州高等学校総合体育大会　優勝中山　颯太

フリガナ フジヨシ　シュンタ

少年男子Ａ
４００ｍ

修猷館高校
2018　国体　少年男子Ａ４００ｍ　優勝
2019　全国高校総体　４００ｍ　2位藤好　駿太

フリガナ ナカノ　ハルカ

成年女子
走高跳

ニッパツ
2018　日本陸上競技選手権　走高跳　優勝
2019　アジア選手権　走高跳　9位
2019　日本陸上競技選手権　走高跳　3位

仲野　春花

フリガナ ミウラ　コウジ

軟式野球
成年男子

日本文理大学　3年生　21歳
全日本大学野球選手権三浦　貢司

フリガナ デグチ　ハルト

少年男子Ａ
４００ｍＨ

東福岡高校
201８　ユースオリンピック　４００ｍＨ　優勝
2019　全国高校総体　４００ｍＨ　優勝出口　晴翔

フリガナ スケノブ　リョウジ

軟式野球
成年男子

東海大学　4年生　22歳
全日本大学野球選手権　春
東海大学　4年生　22歳
明治神宮野球大会　春

助信　良治

フリガナ ツツイ　タイキ

軟式野球
成年男子

日本文理大学　4年生　22歳
全日本大学野球選手権筒井　泰樹


