
女子の部 オーダー表（前日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 学校名 監督名 １　区 ２　区 ３　区 ４　区 ５　区

1 玉　名 井手　信幸 片山美璃愛② 平井　咲良③ 峠　美咲希③ 徳永　理子② 藤戸　花菜③

2 荒尾第三 園川　光洋 藤田菜々美③ 一木　優咲② 吉里　紗和① 安田　咲和③ 飯川　紗良②

3 山　鹿 若杉　新策 石川美沙希② 星子　仁美② 伊豆永　麗③ 西田みのり② 杉山　夏菜①

4 鹿　本 本川　健太 渡邊　琴友① 境　　響希② 片山　瀬名② 阪本　美夏② 村上さくら②

5 菊池南 山田　幸穂 田代　愛佳② 松岡　　結② 立山　薫子① 池田　美月② 松岡　咲樹②

6 西合志南 福島　由美 日置　　澪② 福岡　　結③ 佐伯真奈花② 髙宮めぶき① 玉谷　遥乃②

7 阿　蘇 志賀　祐介 下村　胡桃③ 石松　春月② 北里　　優② 越智　彩葉② 軽木　日菜①

8 高　森 北原　賢二 芹口沙耶香② 杉本　茉優② 興梠　七菜② 林　るる愛② 山口　　咲②

9 木　山 和田　憲政 奥村　心絆① 安尾　柚夏③ 山口こより③ 吉永　真桜③ 田川　愛奈②

10 御　船 荒牧　浩一 藤岡　真実② 吉田　桃香① 吉田　百花② 原田　莉凪① 赤星　　宥①

11 託　麻 山本　奎祐 加納　華乃③ 宮崎　音花① 大田尾美鈴① 大田尾美優① 木山　幸咲①

12 出　水 岩﨑　佳奈 角銅　菜々② 野島　　葵① 大坂間柚妃③ 徳永亜衣菜① 小川乃々夏②

13 二　岡 井上　恵司 松岡　侑希① 山本　蒼音③ 田﨑　あみ③ 太田　美湖③ 小島　凜華②

14 京　陵 井上　順一 平井みちる② 井芹　梨帆① 平井　彩夏③ 佐藤　　実① 吉田　あゆ②

15 錦ヶ丘 上村　博文 本多　春華② 岡田　萌恵② 弓掛　日和① 相馬　悠乃③ 上田　悠愛③

16 松　橋 井上　健児 上村　風乃③ 深井　玲奈② 横尾　天海② 門垣　莉央③ 福永　心音③

17 小　川 岡村　千春 片山　乙葉③ 堀田あいり② 森田　菜奈① 前田　　玲② 宮﨑　蘭奈②

18 八代第二 下田　隆雄 山田　朝子① 松野　姫子② 榮田　万桜① 松本　彩來① 福島　千花①

19 八代第一 上田　隆弘 吉田　美紅① 光永　美咲① 牧　　愛花① 牧　　彩花① 深堀　晴子②

20 あさぎり 岡田　拓也 梅田　優愛③ 森　　丸嘉① 祝　　稀新③ 大坪　愛空③ 中村　優夏②

21 人吉第一 水口　大基 髙山　心陽② 税所　美空① 村山　優羽③ 瀬戸　茜里③ 溝口　清加③

22 津奈木 米　　新一 前島　芹菜③ 國本　詩織① 前島南ノ羽① 福田　莉奈① 新立ひなた③

23 水俣第二 井坂　洸貴 林田　静香③ 井手下怜良① 福田　咲季② 田中美伊奈③ 澤村　莉子①

24 稜　南 濱本　　貢 原田　美空② 山下　華那② 渡辺　　唯③ 渡辺　　夢③ 岸上あかり②

25 本　渡 松尾　真一 平方　杏奈② 漆野　陽彩③ 松田莉咲子② 渡邉　愛花③ 吉原　碧彩①

26 本渡東 石田　　章 平野　愛来① 江崎　萌未② 柴田　千華② 前田　柚花② 江﨑　友梨①

27 倉　岳 山川征九郎 池田　帆華③ 山並　瀬那③ 稲田　るい② 濱﨑　美結② 平　　弥生③

28 0 0 0 0 0 0 0



男子の部 オーダー表（前日） 

No. 学校名 監督名 １　区 ２　区 ３　区 ４　区 ５　区 ６　区

1 玉　南 中道　　豪 山瀬　美大③ 渡邉　  陽③ 坂口  大翔② 坂西  亨太② 水田　隼颯② 松井  一真②

2 荒尾第三 立野　健一 西岳　政宗③ 上野　颯太③ 前川　晟真① 竹下　翔琉③ 梅野　隼翔② 井形　麗矢②

3 鹿　本 本川　健太 松尾　和真② 一ノ瀬來祈② 松尾　拓実③ 津留　優輝③ 宇野　雄哉② 田中　　和③

4 山　鹿 磯部　拓紀 長迫　和貴③ 主計虎太郎① 北川　風雅③ 榮　　竜真① 遠藤　　琉③ 池田　大晟③

5 武蔵ヶ丘 森川　慶一 田中　楓人③ 正岡　優翔③ 水本　　遼③ 澤村　倭飛② 甲斐　烈心① 上西川原想③

6 西合志南 野口　　満 末永　倫輝③ 田中　煌葉③ 梅田　流磨② 宮城　遙輝② 濱　　太成② 下田　将義②

7 阿　蘇 志賀　祐介 坂田　創史③ 原住　　宙③ 原住　　唯② 佐藤　優斗② 井島　旭日② 岩永　聖煌③

8 一の宮 坂田　　桂 井野　湊雅③ 今村　稔里② 塚本　晃平① 堺　　崇真① 江島　蓮斗② 園田　　航②

9 益　城 白石　卓朗 水田　悠人③ 水田　咲久② 栗林　宏汰③ 木本　慶秀③ 藤森健太朗③ 岩村　　航③

10 嘉　島 山田　修平 永瀬　結貴③ 杉本　光翼② 岩﨑　太誠① 福嶋　一心② 上野　颯士② 佐藤　光和②

11 下益城城南 松村　　誠 柴尾　凌晟② 宮川  慶史① 星野　礼人① 山口　真和① 山口　　翼① 中瀬　輝琉③

12 託　麻 山本　奎祐 遠山　結太③ 中島　寛斗③ 竹山　知孝③ 遠山　敦史③ 野田　尊琉② 松岡　慶宗③

13 出　水 山下　大輝 下田　琉斗③ 北村　健太③ 川越　颯汰③ 遠山　泰生③ 羽多野　吏③ 友枝　奏人②

14 熊本西原 倉田　隆輔 桶田　一翔③ 坂本慎太朗③ 木村　友哉③ 中居　翔太③ 小田原文明② 中野　歩太②

15 北　部 右山大三郎 加藤　　輝② 佐藤　龍空② 鳴海　大誠② 古賀　琥珀② 高橋　大秀② 加藤　　翼②

16 松　橋 田口　裕子 村田　秀斗③ 岡本　一樹③ 中熊　海輝③ 久野　功雅③ 石村　駿多③ 松本　陽豊②

17 小　川 村田　浩昭 水野　夢大③ 中島　亨介③ 吉岡　歩夢② 野﨑　皓大② 満﨑　脩也③ 稲葉　龍矢③

18 八代第二 谷﨑　　圭 森﨑　奏曲② 森山　智貴③ 廣野　貴斗② 植原　緑海③ 久保　裕翔② 植原　碧海③

19 八代第一 本田　喬道 塩田　諒介③ 満田　琉雅③ 長尾　一輝③ 佐久間星凪③ 今岡倫太郎③ 宮口　晴道③

20 あさぎり 岡田　拓也 森　　文汰③ 東　　恵斗③ 宮原徳之臣③ 兼田　夢成② 林田　昂大③ 毎床　輝斗③

21 人吉第二 鬼塚　貴臣 岩本　偲遠③ 川野　真幸③ 髙橋仁千翔② 横井　遥翔③ 園塚　健成③ 岡　　康太③

22 水俣第一 緒方　裕一 金田　楓貴③ 磯田　優斗② 浮池　広基③ 田中　夏樹③ 板床　柚希③ 福田　陽仁①

23 津奈木 米　　新一 雜賀　永照② 岩﨑桜太郎② 尾上　翔稀③ 村嶋　郁哉③ 林　　拓矢② 林田　夏樹③

24 本　渡 松尾　真一 池田　真大③ 山田　龍來③ 寺下　豪彦③ 山下　駿矢③ 山形　陸斗② 黒川晴志郎③

25 苓　北 田﨑　隆盛 飯田　翔大③ 富田　照英③ 平井　  譲② 吉村　  和②　 酒井　遥大② 田尻　海音③

26 稜　南 濱本　　貢 濱　　謙伍③ 近野　雅斗② 岡村　太陽② 谷口　煌瑠③ 工藤　　渉② 小堀田将人③

27 本渡東 石田　　章 森本　憲心② 池田　　廉③ 井上　大暉③ 福島　朋毅② 長尾　匡晟② 釣本　翔太③

28 0 0 0 0 0 0 0 0


