
競技 種目 種別 区分 氏名 所属先 出場種目

水　泳 競泳 － 監督 野元　良寛 AANb □競泳コーチ４

－ 監督 初瀨　有志 国分高校(教) □競泳コーチ３

成年男子 選手 加藤　理 山陰パナソニック 自由形50ｍ，背泳ぎ100ｍ

選手 西小野　皓大 中京大学
○ふるさと(鹿児島情報高校)
個人メドレー200ｍ

選手 田口　恵教 鹿屋体育大学大学院
○ふるさと(鹿児島高校)
平泳ぎ100ｍ

選手 早﨑　遼真 日本体育大学(3年) 自由形400ｍ

少年男子Ａ 選手 新開　誠也 鹿児島情報高校(3年) 自由形400ｍ，バタフライ200ｍ

選手 白坂　大輝 鹿児島情報高校(3年)
フリーR4×200ｍ
（OWSにも出場）

選手 永山　博仁 甲南高校(3年)
フリーR4×200ｍ
メドレーR4×100ｍ

選手 和田　慎平 大島高校(3年) 自由形50ｍ

選手 本渡　星宇 鹿児島高校(2年) 自由形100ｍ

選手 福澤　慎之介 鹿屋高校(2年) メドレーR4×100ｍ

選手 宮﨑　珀弥 鹿児島高校(2年) フリーR4×200ｍ

少年男子B 選手 白坂　優気 鹿児島情報高校(1年) 自由形50ｍ，自由形　100ｍ

選手 榎屋　直大朗 鹿児島高校(1年) バタフライ100ｍ

選手 鮫島　漣征 鹿児島情報高校(1年) 個人メドレー200ｍ

選手 森　　　想 鹿児島情報高校(1年) フリーR4×100ｍ

成年女子 選手 仮屋　美邑 神奈川大学(4年)
○ふるさと(鹿児島情報高校)
自由形400ｍ

選手 日迫　柚 山梨学院大学(2年)
○ふるさと(鹿児島情報高校)
メドレーR4×100ｍ

選手 山下　ひなた 筑波大学(1年)
○ふるさと(甲南高校)
背泳ぎ100ｍ，個人メドレー200ｍ

選手 後野　真衣 鹿屋体育大学(1年)
○ふるさと(加世田高校)
バタフライ100ｍ

選手 有村　咲希 鹿屋体育大学(1年)
○ふるさと(鹿児島情報高校)
自由形100ｍ

少年女子Ａ 選手 榎田　礼花 鹿児島情報高校(3年) 個人メドレー400ｍ

少年女子B 選手 小西　新 鹿屋女子高校(1年) 背泳ぎ100m

水球 少年男子 監督 江口　朝永 鹿児島南高校（教） 水球コーチ3

選手 谷口　和明 鹿児島南高校(3年)

選手 吉田　陽春 鹿児島南高校(3年)

選手 東福　壱昊 鹿児島南高校(2年)

選手 奥　　　然 鹿児島南高校(3年)

選手 西村　魁星 鹿児島南高校(3年)

選手 式　侑真 鹿児島南高校(3年)

選手 櫨山　智己 鹿児島南高校(2年)

選手 玉城　弘誉 鹿児島南高校(2年)
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水　泳 水球 少年男子 選手 山縣　浬 鹿児島南高校(2年)

選手 篠原　修平 鹿児島南高校(1年)

選手 簗瀬　亮冴 鹿児島南高校(1年)

女子 監督 有馬　康一 原田学園スイミングスクール 水泳教師

選手 川田代　悠花 日本体育大学(4年) ○ふるさと（谷山中）

選手 有馬　優美 鹿児島県スポーツ協会 ☆強化指導員

選手 相良　和音 株式会社free mova ○ふるさと（鹿児島情報高）

選手 新藤　汐砂 宝塚こうだ整形外科ｽﾎﾟｰﾂ・ｸﾘﾆｯｸ ○ふるさと（鹿児島情報高）

選手 有馬　福美 ペコちゃん保育園

選手 山本　実乃里 鹿児島県スポーツ協会 ☆強化指導員

選手 別府　林瑚 東京女子体育大学(1年) ○ふるさと（鹿児島情報高）

選手 山下　桃子 秀明大学(1年) ○ふるさと（鹿児島玉龍高）

選手 簗瀬　紗采 甲南高校(3年)

選手 高原　沙也香 鹿児島東高校(3年)

選手 濱田　光琉 鹿児島情報高校(3年)

飛込 成年 監督兼選手 坂之上　卓 ラ・サール学園(職) □飛込コーチ３

選手 島雄　智佳子 附属小学校(教)

少年 選手 池島　鳴海 鹿児島情報高校(1年)

OWS 監督 監督 丸山　将生 AANb □競泳コーチ３

男子 選手 白坂　大輝 鹿児島情報高校(3年) ※水泳(競泳)にも出場

女子 選手 中島　祐佳 岐阜聖徳学園大学(2年) ○ふるさと(鹿児島情報高校)

バレーボール ビーチ 少年男子 監督 中山　育郎 鹿屋高校(教) □バレーボールコーチ１

選手 濱本　蓮斗 鹿屋高校(2年)　

選手 宮田　修平 鹿屋高校(1年)

少年女子 監督 粟ケ窪　宏美 指宿商業高校(教) □バレーボールコーチ１

選手 折尾　萌 指宿商業高校(2年)　

選手 末吉　紀咲 指宿商業高校(2年)　

体　操 競技 成年男子 監督 廣瀨　峰晃 鹿児島東高校(教) □体操競技コーチ３

選手 杉野　正尭 鹿屋体育大学大学院

選手 長谷川　毅 鹿屋体育大学(4年)

選手 金田　希一 鹿屋体育大学(3年)

選手 高根　優晟 鹿屋体育大学(1年)

選手 名和　秀馬 ﾀｰﾄﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

少年男子 監督 松本　圭成 出水体操クラブ □体操競技コーチ３



競技 種目 種別 区分 氏名 所属先 出場種目

体　操 競技 少年男子 選手 川崎　大智 出水商業高校(3年)

選手 山田　藏之輔 出水商業高校(1年)

選手 山﨑　海音 出水商業高校(1年)

選手 馬場　海吏 出水商業高校(3年)

選手 増山　琥珀 出水商業高校(3年)

弓　道 成年種別 監督 濵田　藏人 濵田歯科医院 弓道コーチ１

少年種別 監督 小倉　潤 加治木工業高校(教) 弓道コーチ１

成年男子 選手 松元　悠莉 鹿児島国際大学

選手 野﨑　修 自営業

選手 橋本　隆志 鹿児島県弓道連盟

少年男子 選手 横山　瑠勇 加治木工業高校(2年)　

選手 谷口　俊輔 樟南高校(3年)　

選手 上入佐　航 鹿児島工業高校(3年)　

少年女子 選手 鷹木　さおり 加治木工業高校(2年)　

選手 宮下　美来 鹿児島工業高校(2年)　

選手 佐藤　愛澄 加治木工業高校(2年)　


