
福岡県新人体操競技大会
班編制 アクシオン福岡 10月30日

男子

地区別 NO, 学校名 氏名 学年 監督 コーチ

北九州 1 菊陵 入　口　輝　瑠 2 杉野　純一 戸田 浩之 横田 裕彦

筑前 61 前原西 佐　藤　快　飛 2 池田　美穂 山下 功 足立 鈴子

北九州 2 引野 田　浦　　　圭 2 奥畑　博幸 濵﨑 春夫 矢山 裕樹

北九州 3 引野 石　丸　斉　聖 1 奥畑　博幸 濵﨑 春夫 矢山 裕樹

北九州 4 洞北 大　塚　陽　向 1 原口　よしみ 安嶋　真人

福岡 21 筑紫丘 白　石　海　斗 2 品川　清 関　圭一朗

筑前 64 筑山 田　端　　　遥 1 杉本　陽子 衛藤　翔平

福岡 23 姪浜 波多江　優　和 1 藤田　能範 関　圭一朗

福岡 22 日佐 福　田　海　翔 2 佐々木　朋子 豊永　貫太

筑前 62 前原西 山　下　　　涼 2 池田　美穂 山下 功 足立 鈴子
福岡 24 高宮 四方堂　健　太 1 石橋　勇気 田村　將

筑前 63 前原西 山　下　　　爽 2 池田　美穂 山下 功 足立 鈴子

北九州 5 尾倉 恒　松　海　誠 1 梶田　貴則 髙山　　誠

北九州 6 尾倉 高　山　剛　稀 1 梶田　貴則 髙山　　誠

筑豊 41 直方
第三 幸　尻　康　忠 1 御手洗　優菜 安嶋　真人

女子

地区別 NO, 学校名 氏名 学年 監督 コーチ

福岡 27 香椎第２ 柳　原　あ　い 1 板崎　真一 高木裕輝・松浦・吉田

福岡 21 箱崎清松 田　上　菜　月 2 福島　誠司 関圭一朗・関有里

福岡 28 三宅 山　﨑　悠　華 1 御厨　信彦 田村　將

福岡 22 平尾 内　田　千　桜 2 大谷　麻華 関有里・田村將

北九州 1 広徳 園　田　美　心 1 松平　直之 戸田　浩之

福岡 29 三宅 杉　山　結　音 1 御厨　信彦 田村　將
福岡 31 三宅 大　坂　明央依 1 御厨　信彦 田村　將

筑前 61 前原東 中　村　恵玲菜 2 小山田　廣 足立 鈴子 関 圭一朗

筑豊 41 岡垣 神　谷　柚　月 2 安藤　千佳子 松浦 聡志 吉田 佳南子

筑豊 43 植木 米　村　美　心 1 前田　織江 安嶋　真人

筑豊 44 川崎 喜　多　青　海 1 安部　博智 松尾　龍

福岡 32 香椎第２ 松　島　環　希 1 板崎　真一 宮原　慶子
福岡 23 板付 畠　中　結　希 2 髙辻　利沙 関有里・田村將

筑前 66 筑紫野南 古　柳　歩　花 1 藍澤　かすみ 坪内　秀平

筑前 67 城山 山　本　恋　羽 1 西村　愛美 安嶋　真人

筑前 62 筑紫野 向　井　星　來 2 竹下　聡子 前原　実

筑前 63 前原西 上　村　陽　菜 2 池田　美穂 山下 功 足立 鈴子

筑前 64 前原東 嶋　田　有　莉 2 小山田　廣 足立 鈴子 関 圭一朗
福岡 24 和白 山　﨑　まなみ 2 坂元　雅美 宮原　慶子

筑前 68 須恵東 江　副　恵　生 1 武藤　彩加 宮原　慶子
福岡 25 和白 菅　　　凜々香 2 坂元　雅美 宮原　慶子

福岡 26 和白 小林華エミリー 2 坂元　雅美 宮原　慶子

筑前 65 福間東 木　下　こころ 2 宮野原　育子 安嶋　真人

筑豊 42 岡垣 小　田　栞　央 2 安藤　千佳子 髙山　誠
北九州 2 明治
学園 小　林　明日香 1 吉永　弥玖 野田　洋司

筑後 51 小郡 石　井　莉央奈 2 今熊　尚紀 葉山貴史

筑後 52 小郡 鐘ケ江　倖　奈 1 今熊　尚紀 葉山貴史
筑後 53 小郡 松　尾　美　咲 1 今熊　尚紀 葉山貴史
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