
カテゴリー 担当 氏名 フリガナ 所属

３種 監督 北岡　英行 キタオカ　ヒデユキ 福岡市立高取中学校

３種 コーチ 今道　憲治 イマミチ　ケンジ 川崎町立鷹峰中学校

３種 コーチ 池辺　祥太 イケベ　ショウタ 北九州市立大蔵中学校

３種 コーチ 前田　耕一 マエダ　コウイチ 筑紫野市立筑山中学校

２種 コーチ 木下　直洋 キノシタ　ナオヒロ 福岡県立八幡高等学校

２種 主務・コーチ 福田   昌輝 フクダ　マサキ 福岡県立嘉穂総合高等学校

医科学 医科学 堀江　友作 ホリエ　ユウサク 堺整形外科

No. ポジション 氏  名　 フリガナ　 現所属チーム

3 ＤＦ 須崎　洸平 スザキ　コウヘイ アビスパ福岡Ｕ－１８ アビスパ福岡Ｕ―１５ ＰＦＴＣ北九州

6 ＭＦ 野中　優之介 ノナカ　ユウノスケ アビスパ福岡Ｕ－１８ アビスパ福岡Ｕ―１５ ＦＣ　上西郷ＷＥＳＴ　ＫＩＤＳ 滑石サッカースポーツ少年団

13 ＤＦ 谷口　祐貴 タニグチ　ユウキ アビスパ福岡Ｕ－１８ ＦＣ　リフォルマ Ｎ．Ｓ．Ｐ丸亀エルフ

15 ＭＦ 瓦林　陸 カワラバヤシ　リク 九州国際大学付属高等学校 吉井中学校サッカー部 福岡ＬＥＧＥＮＤ．ＦＣ

2 ＭＦ 水城　太賀 ミズキ　タイガ 九州国際大学付属高等学校 ルーヴェン福岡　フットボールクラブ うきはＦＣ

16 ＤＦ 田頭　英昂 タガシラ　ヒデタカ 九州国際大学付属高等学校 筑後フットボールクラブジュニアユース ＦＣ三里

12 ＧＫ 星加　浩弥 ホシカ　ヒロヤ 九州国際大学付属高等学校 リミットレスフットボールクラブ

10 ＭＦ 江崎　響太朗 エザキ　キョウタロウ 東海第五高等学校サッカー部 東海大学付属第五高等学校 ＦＣ　グローバル 香月少年サッカークラブ

14 ＦＷ 寺岡　尚輝 テラオカ　ナオキ 東海第五高等学校サッカー部 東海大学付属第五高等学校 ハジャスフットボールクラブ 大元フットボールクラブ

1 ＧＫ 鈴木　透 スズキ　トオル 東海第五高等学校サッカー部 ハジャスフットボールクラブ ＪＦＥ倉敷フットボールクラブ

7 ＭＦ 中村　健人 ナカムラ　ケント 東福岡高等学校 ＵＫＩ－Ｃ．ＦＣ 鶴見少年サッカークラブ

11 ＦＷ 毎熊　晟矢 マイクマ　セイヤ 東福岡高等学校 ＦＯＯＴＢＡＬＬ　ＣＬＵＢ　ＢＲＩＳＴＯＬ　Ｕ１５ ＪＦＣレインボー長崎 黒髪フットボールクラブジュニア 天神・黒髪フットボールクラブ

4 ＤＦ 餅山　大輝 モチヤマ　タイキ 東福岡高等学校 ルーヴェン福岡　フットボールクラブ 志免フレンズＦＣ

9 ＭＦ 増山　朝陽 マスヤマ　アサヒ 東福岡高等学校 板付中学校サッカー部 板付ウイングＳＣ

5 ＤＦ 奥　裕啓 オク　ヒロノリ 小倉高等学校サッカー部 小倉南フットボールクラブジュニアユース 神理フットボールクラブ

8 ＭＦ 久保　春弥 クボ　ハルヤ 筑紫高等学校サッカー部 大野東中学校

17 ＤＦ 田中　友貴 タナカ　トモキ 東福岡高等学校 ＴＩＮＯ　Ｆｏｏｔｂａｌｌ　Ａｃａｄｅｍｙ 福岡ドリームスＵ－１２

19 ＧＫ 脇野　敦至 ワキノ　アツシ 東福岡高等学校 Ｗｅｓｔ　Ｋｉｄｓ　Ｄｕｅｌ　Ｆｏｏｔｂａｌｌ　Ｃｌｕｂ フットボールクラブ神興

18 ＭＦ 田中　裕康 タナカ　ヒロヤス 九州国際大学付属高等学校 ルーヴェン福岡　フットボールクラブ 大野城サッカースポーツ少年団

2013  国体少年男子福岡県代表スタッフ名簿

2013  国体少年男子福岡県代表選手名簿

所属チーム歴



カテゴリー 担当 氏名 フリガナ 所属

１種 監督・選手 福嶋　洋 フクシマ　ヒロシ 福岡大学

１種 コーチ 伊藤　史崇 イトウ　フミタカ
福岡県立

太宰府特別支援学校

１種 コーチ 藤原　孝 フジワラ　タカシ 福岡大学

１種 医科学 矢嶋　侑治 ヤジマ　ユウジ 福岡大学

１種 主務 杉　秋成 スギ　シュウセイ 福岡大学

１種 マネージャー 池田　美紗樹 イケダ　ミサキ 福岡大学

No. ポジション 氏  名　 フリガナ　 現所属チーム

1 ＧＫ 中山　拳一 ナカヤマ　ケンイチ 福岡大学サッカー部 横浜市立南高等学校 横浜市立小山台中学校サッカー部 小山台サッカークラブ

2 ＭＦ 三浦　俊希 ミウラ　トシキ 福岡大学サッカー部 名古屋グランパスＵ１８ 長崎レインボーサッカークラブ ナガサキアシストサッカーユニオン 銭座サッカースポーツ少年団

3 ＤＦ 保　勇佑 タモツ　ユウスケ 福岡大学サッカー部 福岡大学附属大濠高等学校 Ｆ．Ｃ．　Ｊ－ユナイテッド 鳥飼少年サッカークラブ

4 ＤＦ 坂本　拓也 サカモト　タクヤ 九州共立大学サッカー部 筑陽学園高等学校 筑陽学園中学校 大木フットボールクラブ

5 ＤＦ 森　義昭 モリ　ヨシアキ 九州共立大学サッカー部 折尾愛真高等学校 折尾愛真中学校サッカー部 折尾東サッカークラブ

6 ＤＦ 黒木　拓磨 クロキ　タクマ 九州国際大学サッカー部 鹿児島城西高等学校サッカー部 鹿児島育英館中学校サッカー部 花野サッカースポーツ少年団

7 ＭＦ 寺崎　颯汰 テラサキ　ソウタ 福岡大学サッカー部 神村学園高等部 小倉南フットボールクラブジュニアユース 中井サッカー少年団

8 ＦＷ 木下　篤海 キノシタ　アツミ 日本経済大学サッカー部 九州国際大学付属高等学校 オリエントフットボールクラブＵ－１５ オリエントＦＣフロンティア

9 ＦＷ 川口　裕士 カワグチ　ユウシ 福岡教育大学 アビスパ福岡Ｕ―１８ アビスパ福岡Ｕ―１５ アビスパ福岡Ｕ―１２

10 ＦＷ 福嶋　洋 フクシマ　ヒロシ 福岡大学サッカー部 カマタマーレ讃岐 Ｖ・ファーレン長崎 アビスパ福岡 ロッソ熊本 都立駒場高等学校

11 ＦＷ 小野寺　智泰 オノデラ　トモヒロ 福岡大学サッカー部 札幌光星高校サッカー部 アンフィニＭＡＫＩ，ＦＣ 新発寒サッカースポーツ少年団

12 ＧＫ 岩崎　知瑳 イワサキ　カズサ 福岡大学サッカー部 東福岡高等学校 ＦＣ佐伯　Ｓ－ｐｌａｙ・ＭＩＮＡＭＩ 鶴岡Ｓ―ｐｌａｙ

13 ＤＦ 丸尾　祐太 マルオ　ユウタ 福岡大学サッカー部 札幌創成高等学校サッカー部 ＳＳＳジュニアユース 開成ｓａａｚサッカースポーツ少年団

14 ＭＦ 宮田　大和 ミヤタ　ヤマト 福岡大学サッカー部 兵庫県立須磨友が丘高等学校 フットボールクラブライオス フットボールクラブ　ライオスジュニア 須磨ナイスサッカークラブ

15 ＭＦ 徳永　浩大 トクナガ　コウダイ 九州産業大学　学友会体育会サッカー部 西南フットボールクラブＵ－１８ 西南フットボールクラブＵ－１５ 西南フットボールクラブＵ－１２ 姪浜少年サッカークラブ

16 ＭＦ 木村　洋平 キムラ　ヨウヘイ 西南学院大学体育会サッカー部 城西国際大学体育会サッカー部 神村学園高等部 福岡サッカースクール２００２ 舞の里フットボールクラブ

所属チーム歴

2013  国体成年男子福岡県代表スタッフ名簿

2013  国体成年男子福岡県代表選手名簿



カテゴリー 担当 氏名 フリガナ 所属

１・５種
監督

中間　大輔 ナカマ　ダイスケ 九州共立大学

５種
コーチ

鶴原　一徳 ツルハラ　カズノリ 福岡女学院高等学校

５種
コーチ

柴田　貴紀 シバタ　タカノリ
福津市役所
郷育推進課

５種
コーチ

堤　　晴菜 ツツミ　ハルナ
北九州市社会福祉協議

会

５種
医・科学

木下　温子 キノシタ　アツコ 福岡大学

５種
コーチ

大里　香織 オオサト　カオリ
ＮＰＯ法人北九州
スポーツクラブ連絡会

No. ポジション 氏  名　 フリガナ　 現所属チーム

1 GK 今村　美里 イマムラ　ミサト 福岡大学サッカー部（女子） 山陽女学園高等部

2 MF 中島　弥華 ナカシマ　ミカ ニューウェーブ北九州レディース ニューウェーブ北九州ｇｉｒｌｓ リトル・マーメイド

3 DF 井原　遥香 イハラ　ハルカ 福岡大学サッカー部（女子） 藤枝順心高等学校サッカー部 ニューウェーブ北九州ｇｉｒｌｓ 行橋サッカースポーツ少年団

4 DF 池田　奈津美 イケダ　ナツミ 福岡大学サッカー部（女子） 大阪桐蔭高等学校 ＦＣ．Ａ―ＭＯＯＮ Ｄｕｅｌ　Ｆｏｏｔｂａｌｌ　Ｃｌｕｂ 上西郷ＷＥＳＴ　ＫＩＤＳ

5 MF 本庄　彩雅 ホンジョウ　アヤカ 福岡大学サッカー部（女子） ＡＮＣＬＡＳ　サテライト アンクラスＦＣ　Ｐａｓｏ　Ｄｏｒａｄ 福岡Ｊ・アンクラス 福岡女学院フットボールクラブ

6 DF 西村　望 ニシムラ　ノゾミ 愛媛ＦＣ ニューウェーブ北九州レディース 吉備国際大学 誠修高等学校

7 MF 猶本　成美 ナオモト　ヒデミ 福岡女学院高等学校サッカー部 ＡＮＣＬＡＳユース ＡＮＣＬＡＳ　サテライト ＦＣ　Ｌｉｅｔｏ

8 MF 野村　遥加 ノムラ　ハルカ ＡＮＣＬＡＳユース ＡＮＣＬＡＳ　サテライト 香椎東ＦＣ

9 MF 岡本　望里 オカモト　ミサト 福岡女学院高等学校サッカー部 福岡女学院ＳＳ 山澄中学校サッカー部 木風フットボールクラブ

10 FW 平田　ひかり ヒラタ　ヒカリ ＡＮＣＬＡＳユース ＡＮＣＬＡＳ　サテライト アンクラスＦＣ　Ｔｕｎａｎｔｅ 新宮ＦＣジュニア

11 FW 江﨑　杏那 エザキ　アンナ 西南フットボールクラブＵ－１８ 西南フットボールクラブＵ－１５ 西南野芥フットボールクラブ

12 MF 福澤　未都 フクザワ　ミサト 福岡大学サッカー部（女子） 広島文教女子大学附属高等学校

13 MF 古本　沙耶香 フルモト　サヤカ 九州共立大学サッカー部 ニューウェーブ北九州レディース ニューウェーブ北九州ｇｉｒｌｓ 小倉南フットボールクラブスール

14 DF 三島　有里加 ミシマ　ユリカ 九州共立大学サッカー部 岡山県作陽高等学校 広島フジタレディースサッカークラブ 福山市立向丘中学校サッカー部 福山ジュニアフットボールクラブ

15 FW 友田　菜月 トモダ　ナツキ 九州共立大学サッカー部 福岡女学院ＳＳ ＡＮＣＬＡＳ　サテライト アンクラスＦＣ　Ｐａｓｏ　Ｄｏｒａｄ 女学院Ｔｕｎａｎｔｅ 三筑キッカーズ

2013  国体女子福岡県代表スタッフ名簿

2013  国体女子福岡県代表選手名簿

所属チーム歴


