
No. 学校名 監督名 １　区 ２　区 ３　区 ４　区 ５　区

1 浅川(福) 吉武　倫一 長町くらら② 永沼　妃織② 原田　綾夏① 渕上　彩代② 永島　心音②

2 姪浜(福) 吉村　元伸 明石　初花② 田中　芽依② 緒方　惺子③ 石松　七華② 野上萌々夏③

3 東原庠舎中央(佐) 小川　朋子 園田　心胡② 居石　佐環② 嶺川　七花③ 水谷　凜② 園田　梨胡②

4 啓成(佐) 力武　和則 前田　華歩② 藤瀬　月希① 松本　　夢① 下平妃奈タ① 山口　　綾③

5 福江(長) 葉山　善信 小嶋　日和③ 下村　杏菜② 窄　　朱里③ 川上　夏希② 木口　仁心③

6 西諫早(長) 鶴岡　秀久 犬塚　咲希② 北浦りりあ② 大町　咲帆③ 松尾沙玖良③ 森田そよ香②

7 山鹿(熊) 磯部　拓紀 石川美沙希② 緒方　萌衣② 緒方　陽花③ 伊豆永　麗③ 星子　仁美②

8 松橋(熊) 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

9 城東(大) 宿理　智明 山本　釉未③ 萩原こころ② 松尾　奈那② 戸髙　弥桜③ 高司　果歩③

10 滝尾(大) 山本　達也 福山　友菜② 中村瑚琉玖② 梅山　里美② 藤本　心優① 関　　綾乃③

11 三股(宮) 米田　　透 水町　心春③ 木原　蒼生③ 大﨑　麻央② 外野　　凛① 三城　愛梨③

12 大淀(宮) 田原　義雄 田中　優衣③ 壱岐　心音① 横山ジュリエットローズ② 阿相　凜① 有田　彩乃①

13 松元(鹿) 今村晋一朗 平野　愛莉② 神田　美咲② 楠本　咲綺③ 櫨元　美波① 平野　悠莉②

14 帖佐(鹿) 三嶋　正登 蓑毛　愛子③ 新　菜々美③ 竹内　聡子② 濵田　結羽③ 上ノ原小都理②

15 コザ(沖) 知念　専子 渡久地七琉② 屋嘉比愛菜② 酒井　栞奈③ 仲間　花梨② 仲村　陽葵③

16 東風平(沖) 外間　美里 金城　倫奈③ 玉城　虹羽③ 屋比久鈴帆③ 渡口 　寧③ 仲里　結菜②

17 出水(熊) 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

18 託麻(熊) 山本　奎祐 加納　華乃③ 大田尾美鈴① 大田尾美優① 宮崎　音花① 木山　幸咲①
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No. 学校名 監督名 １　区 ２　区 ３　区 ４　区 ５　区 ６　区

1 曽根(福) 村山　徳子 久保　茉潤② 安田　朔矢② 吉津　圭悟① 寺田　奏斗③ 永瀨　詩大③ 馬越　悠生③

2 宮若東(福) 伊東　若菜 橋本　理一③ 小深田　蓮③ 本河真生斗② 坂本　秀馬② 松山　琉人③ 小野　寛太③

3 神埼(佐) 横田　弘樹 太田宗一郎③ 貞包　隼佑② 福成　永遠③ 田中　稀琉③ 山内日向汰③ 松本　崇吹②

4 唐津東(佐) 相森　孝之 小峰　浩輔② 鈴木　貴士③ 西岡　暖人① 長元　　翼③ 楢󠄀﨑　尚継① 島松　恭佑②

5 森山(長) 横山　與 牟田　颯太② 山﨑　大吾③ 嘉村　光陽③ 秋山　　尽③ 駒井　　蓮② 牟田　凜太②

6 郡(長) 藤田　哲徳 久田　叶翔③ 中　　遥翔② 相川　正樹③ 河野　彰駿③ 中島　蹴人③ 松尾　　岳③

7 松橋(熊) 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

8 鹿本(熊) 本川　健太 松尾　和真② 一ノ瀬來祈② 津留　優輝③ 宇野　雄哉② 松尾　拓実③ 田中　　和③

9 大東(大) 登坂　雄一 岡本　凌弥③ 岩男　　優③ 田口　雄士③ 後藤　涼斗③ 矢野　駿介③ 渡邊　理人②

10 城東(大) 宿理　智明 工藤　　崚③ 熊谷　幸翔③ 丸井慎太郎② 中山　柊斗③ 阿部　吾幌③ 工藤　　陸③

11 祝吉(宮) 川添　豊 山際晃太朗③ 盛田　琉空③ 中村　琉聖③ 大浦　優陽③ 桑田健太郎③ 小中野　翔②

12 小林(宮) 國丸　泰司 山下　晴琉③ 下村駿太朗② 前村　優和② 後藤　秀波② 吉元泰一朗② 山本　真央③

13 出水(鹿) 宮脇　征治 玉目　　陸③ 黒田　大翔① 吉元鷹士郎③ 長山　和隆③ 原　　健翔② 石丸　修那③

14 帖佐(鹿) 三嶋　正登 松下　俊海③ 海野　竜駕③ 吉田　和樹③ 大山　友己③ 内田　魁俐③ 大平　倫嗣②

15 今帰仁(沖) 玉城　健司 岸本　真夏③ 橋本　逢芯② 森山　叶人③ 山城　匠翔① 大城　音和③ 照屋　　悠③

16 知念(沖) 諸見里　真嗣 親川　聖來③ 富盛　琉誠② 吉田　　海① 城間　大空② 原口　　瞭② 吉田　璃玖③

17 武蔵ヶ丘(熊) 森川　慶一 田中　楓人③ 正岡　優翔③ 水本　　遼③ 三上　悠陽② 甲斐　烈心① 上西川原想③

18 託麻(熊) 山本　奎祐 遠山　結太③ 中島　寛斗③ 竹山　知孝③ 遠山　敦史③ 嶋本　悠大② 松岡　慶宗③
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