
陸上競技

主な実績・出場大会

1 神里　和 カミザト　ナゴム 小禄高校 少年男子 バスケットボール
平成25年度U-18日本代表選手
第21回　日・韓・中ジュニア交流競技　日本代表選手

氏名 フリガナ 所属・勤務先等 種別 出場種目

1 金城　大明

ジュリアン・ジョンソン

注目選手一覧表(本大会）

氏名 種別 出場種目 主な実績・出場大会

ボクシング

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

氏名

2

4

成年 ハンマー投げ 第97回日本陸上競技選手権大会（7位）入賞

フリガナ 所属・勤務先等

1 知念　春乃 チネン　ハルノ 日本体育施設

第１回全国高校選抜大会優勝

3 知念　雄 チネン　ユウ TeaｍAccel 成年 ハンマー投げ 第97回日本陸上競技選手権大会（7位）入賞

2 本村　夏鈴

4 當間　汐織 トウマ　シオリ 久米島高等学校

少年A ハンマー投げモトムラ　カリン 那覇西高等学校

少年A やり投げ 全国高校総体7位入賞

5 木村　淳 キムラ　ジュン 中央大学 成年 ４００ｍ ユニバーシアード日本代表（今季ランキング３位）

成年 １００ｍ ユニバーシアード日本代表6 与那國　塁 ヨナグニ　ルイ 中京大学

キンジョウ　ヒロアキ 東洋大学

出場種目種別フリガナ 所属・勤務先等 主な実績・出場大会

成年男子 第67回国民体育大会LW級５位

第67回国民体育大会M級５位

成年男子

H25年全国高校総体LF級５位

3 東江　勇太 アガリエ　ユウタ 平成国際大学

成年男子

上原　大尊

5 川満　俊輝 カワミツ　トシキ 宮古工業高校 少年男子

ウエハラ　タイソン 沖縄水産高校 少年男子 H25年全国高校総体B級３位

第67回九州ブロック大会F級優勝

ジュリアン・ジョンソン 日本体育大学

少年男子 第67回九州ブロック大会L級２位6 仲里　周磨 ナカザト　シュウマ 中部商業高校



成年男子 相撲 今年度西日本学生無差別級優勝2 和宇慶一騎 ワウケカズキ 九州情報大学

主な実績・出場大会

1 幸地佑大 コウチユウダイ 中部農林高校 少年男子 相撲 九州ＩＨ　個人８０キロ未満優勝

氏名 フリガナ 所属・勤務先等 種別 出場種目

全国5冠

7 知念光亮 チネンコウスケ 豊見城高校 105キロ級 選抜大会優勝

全国選抜・インターハイ優勝

久米大輝 　

6 屋良一郎 ヤライチロウ 南部工業 ９４キロ級

オオハマケンイチ 名護市役所 ６２キロ級

８５キロ級

5 知念勇斗 チネンハヤト 豊見城高校 ５３キロ級

糸数陽一 イトカズヨウイチ 日本大学

クメダイキ 金沢学院大学

　去年の覇者

６９キロ級 　全日本優勝

所属・勤務先等 種別 出場種目 主な実績・出場大会

豊見城中央病院 ５３キロ級 　去年の覇者

レスリング

4

3

ウエイトリフティング

氏名 フリガナ

1 東門勇将 アガリジョウユウスケ

2 大濱健一

卓球

相撲

主な実績・出場大会

1 屋比久　翔平 やびく　しょうへい 日本体育大学 成年 グレコローマン 世界ジュニア選手権（U20）３位

氏名

2 与那覇　竜太 よなは　りゅうた 専修大学

種別 出場種目フリガナ 所属・勤務先等

成年 フリースタイル 全日本学生選手権ベスト８

3 志喜屋正明 しきや　まさあき 国士舘大学 成年 グレコローマン 全日本学生選手権3位

少年 グレコローマン 全国高校生グレコローマンスタイル選手権大会３位4 新垣　忠勝 あらかき　ただかつ 浦添工業高校

主な実績・出場大会

1 狩　俣　道　乃 カリマタ　ミチノ （株）エレドック沖縄 卓球 成年女子 全日本卓球選手権等　多数

氏名

2 狩　俣　道　世 カリマタ　ミチセ 沖縄国際大学

種別 出場種目フリガナ 所属・勤務先等

卓球 成年女子 全日本大学選手権等　多数

3 中　村　　　廉 ナカムラ　レン 普天間高等学校 卓球 少年男子 H25年　３大会連続３冠



東アジア空手道選手権銀メダル

3 仲程海理 ナカホド　カイリ 近畿大学工学部 空手道 成年男子軽量級組手 岐阜国体軽量級5位入賞

クニヨシ　シンタロウ 沖縄尚学中学校職員 空手道 成年男子重量級組手

キユナ　リョウ 劉衛流 空手道 成年男子形

出場種目 主な実績・出場大会

1 仲間　翼 ナカマツバサ 沖縄国際大学 成年男子 近的、遠的 福岡山笠大会個人優勝

弓道

空手道

5 柴田悠輔 シバタ　ユウスケ

柔道 成年男子　副将

氏名 フリガナ 所属・勤務先等 種別

4 新垣直也 アラカキ　ナオヤ

シチノヘ　トラ 九州電力

柔道
主な実績・出場大会

1 七戸　龍 シチノヘ　リュウ 九州電力 柔道 成年男子　大将
全日本選抜100ｋｇ超級 2連覇
世界選手権100ｋｇ超級 出場

氏名 フリガナ 所属・勤務先等 種別 出場種目

種別 出場種目 主な実績・出場大会

全日本空手道選手権大会形2連覇

氏名 フリガナ 所属・勤務先等

1 喜友名諒

氏名

2 国吉真太郎

H24全日本選抜100ｋｇ級　3位

3 伊禮　俊 イレイ　シュン 沖縄刑務所 柔道 成年男子　中堅 全国矯正柔道大会　優勝

2 七戸　虎

国士舘大学 柔道 成年男子　先鋒
全日本選抜60ｋｇ級ベスト8
講道館杯60ｋｇ級 5位

沖縄県警察 柔道 成年男子　次鋒
沖縄県体重別柔道大会6連覇中
全国警察柔道選手権大会ベスト４

主な実績・出場大会

1 島　袋　　梓 シマブクロ　アズサ 西原町教育委員会 成年女子 演技・団体試合 H25年度九州大会　　演技競技　１位

フリガナ 所属・勤務先等

2 糸　数　ゆ　い イトカズ　ユイ さんご保育園

種別 出場種目

玉那覇　葉　月 タマナハ　ハヅキ 沖縄県立知念高校 少年女子 演技・団体試合 H25年度全国高校総体　　演技競技　2位

H25年度全国高校総体　　演技競技　2位

なぎなた

4 慶留間　幸　音 ケルマ　ユキネ 沖縄県立知念高校

成年女子 演技・団体試合 H25年度九州大会　　演技競技　１位

3

少年女子 演技・団体試合



7 藤　愛海 フジ　アイミ 浦添中学校 少年女子B 自由形50M ・100M

6 上記少年男子4人 沖縄県 少年男子A メドレーリレー400M

5 山城 洸太朗 ヤマシロ コウタロウ 興南高校 少年男子A 自由形100M

4 伊敷 竜太 イシキ リュウタ 糸満高校 少年男子A 背泳ぎ200M

前年度国体8位入賞　今年度全国高校総体100M平泳ぎ8位
入賞

3 内山 和昭 ウチヤマ カズアキ 糸満高校 少年男子A バタフライ200M

2 伊敷 竜治 イシキ リュウジ 糸満高校 少年男子A 平泳ぎ200M

種別 出場種目 主な実績・出場大会

1 田中 瑞穂 タナカ ミズホ 法政大学 成年女子
自由形400M
個人メドレー200M

前年度国体5位入賞

成年男子 個人戦

少年男子 個人戦・団体戦
第３３回 九州ブロック大会
個人戦　優勝

1 登川　一真 ノボリカワ カズマ 美里高等学校

2 村濱　裕紀

成年男子 4人チーム戦 全沖縄選手権大会　優勝

ボウリング

4 下地　健太 シモジケナタ 宜野湾ボウル

フリガナ 所属・勤務先等

ＡＭＦワールドカップ全国決勝大会　準優勝

3 浜比嘉　忠 ハマヒガタダシ 沖縄市給食センター 成年男子 個人戦 第48回全九州選手権大会　優勝

主な実績・出場大会

1 大城　安史 オオシロヤスフミ コザボーリングセンター 成年男子 個人戦 3ゲーム得点897点は、ＪＢＣ日本新記録、300点も達成

氏名

水泳

ゴルフ
氏名 フリガナ 所属・勤務先等

ムラハマユウキ コザボーリングセンター

種別 出場種目

種別 出場種目 主な実績・出場大会

1 比嘉　一貴 ヒガ カズキ 本部高等学校３年 少年 少年ゴルフ
昨年：日本アマ準優勝
全国春季高校春季大会優勝
日本ナショナルチームの(エース)

女子ゴルフ
ダイキンベストアマ
九州女子アマ優勝
ダイキン２日目ベストスコア66

2 新垣　比菜 アラカキ ヒナ 具志川中学校３年

フリガナ 所属・勤務先等

1 新里　杏菜 シンザト　アンナ

女子

氏名 フリガナ 所属・勤務先等

主な実績・出場大会

岐阜経済大学3年

ボート
種別 出場種目

成年女子 シングルスカル
U23ユニバーシアード日本代表
（補漕）

氏名


