
平安杯 第 63 回 全九州バレーボール総合選手権大会 兼 第 73 回 国体選手選考高校県予選大会 
役員編成表  

大 会 委 員 ⻑ 川 田   学    大会副委員⻑ 平 良 正 和 
競 技 委 員 ⻑ 大 城   正    審 判 委 員 ⻑ 新 城   武    総 務 委 員 ⻑ 玉那覇   健 
競技副委員⻑ 宮 城 賢 志   審判副委員⻑ 大 城 由美子   総務副委員⻑ 島 袋 小百合  4 月 21 日（土）  那覇工業 陽明 浦添商業 浦添工業 豊見城 

競技主任 伊江 周二（那覇工） 宮城 賢志（首里東） 平良 正和（浦 添） 宮平 匡太（那 覇） 米田恵一郎（豊見城） 
審判主任 高良 正淳（豊 南） 大城由美子（開 邦） 東風平和成（首 里） 川満 和也（南風原） 平良 憲亮（小 禄） 
競技委員 
審判委員 川満  優 （南 商） 

玉城 未緒（南 商） 
松原由美子（宮総実） 
下里 祥子（宮総実） 
島袋小百合（名 護） 
城間  亮 （具 商） 
上原  康 （北 農） 
玉城 政哉（普天間） 
平安 泰知（普天間） 
大城  蘭 （名商工） 
松本 勝利（名商工） 
花木 光成（那 商） 
志喜屋譲治（石 川） 
平良久美子（石 川） 
多和田百合子（北中城） 
渡慶次小百合（宜野座） 
上原 翔子（宜野座） 

城間  修 （⻄ 原） 
当間 重泰（⻄ 原） 
瑞慶山 功 （⻄ 原） 
仲座 好志（普天間） 
宮平 健一（普天間） 
平山 常仁（知 念） 
喜屋武麻乃（首里東） 
砂川 敏彦（前 原） 
大城 武也（伊良部） 
漢那 正太（伊良部） 
福原 兼太（前 原） 
門脇ゆりな（陽 明） 
徳元 美菜（宮 古） 
奥住 ⻯⾺（中 商） 

田場淳一郎（⻄ 原） 
⻑嶺 卓弥（真和志） 
林  貴子（コ ザ） 

島袋 邦枝（具志川） 
仲松  聖 （中 農） 
友寄 隆治（中 農） 
比嘉 直仁（嘉手納） 
前泊 究治（八商工） 
玉城 卓⾺（美 里） 
親富祖浩二（宜野湾） 
翁⻑真由美（那国際） 
仲座 辰子（与 勝） 
仲本 哲也（宜野湾） 稲嶺 弘樹（首 里） 

金城  徹 （糸 満） 
漢那 宗裕（糸 満） 
山城  光 （那覇⻄） 
当銘 恒平（那覇⻄） 
砂川  寛 （那 覇） 
下地 紗織（石 川） 
友利 明豊（宮 古） 
兼島 尚子（八商工） 
金嶺 守真（八商工） 
安里 克二（読 谷） 
翁⻑ 良尚（コ ザ） 
知念 清喜（具志川） 
大庭 義幸（具志川） 
呉屋 一輝（美 工） 
知念  剛 （美 工） 

當眞 徹也（名 護） 
比嘉 真吾（名 護） 
伊波  郁 （北中城） 
小橋川 哲 （北 谷） 
名嘉 和也（宮総実） 
新田  誠 （美 里） 
大城 敦司（美来工） 
宮城 康史（読 谷） 
池原 昌邦（北 谷） 
諸見謝 尚 （向 陽） 

エントリー 玉城 尚美（知 念） 豊里 力也（浦 添） 金城 允⺒（糸 満） 浜川 直洋（首 里） 仲村 法子（小 禄） 
記録・報道 斎藤 真樹（昭薬附） 島袋 尚樹（浦 添） 玉城 守康（興 南） 山川佳一郎（興 南） 福原 悠二（美来工） 
総務主任 大城 淳子（知 念） 松本 多喜（真和志） 山入端美和（真和志） 桑江  涼 （沖 尚） 金城 優輝（那国際） 
総務委員 座安 理奈（豊 南） 宮城菜々子（那覇⻄） 喜瀨 奈緖（那国際） 銘苅 章人（小 禄） 大嶺 理香（美 工） 
会場係 伊江 智子（那 覇） 嶺井  勉 （陽 明） 伊敷 茂一（浦 商） 比嘉 憲之（浦 工） 上間  敦 （豊見城） 

駐車場主任 平良 夏紀（那 覇） 崎浜太一郎（陽 明） 真島 利絵（中 商） 島袋 真丞（浦 工） 喜屋武英嘉（豊見城） 
駐車場委員 田場 正寛（那 商） 新田 大樹（真和志） 池間 栄三（浦 商） 渡久地政宏（沖 工） 式田  仁 （昭薬附）                 



4 月 22 日（日）・23 日（月）  那覇市⺠体育館 
競技主任 伊江 周二（那覇工） 宮平 匡太（那 覇） 
審判主任 上間  敦 （豊見城） 比嘉 憲之（浦 工） 
競技委員 
審判委員 川満  優 （南 商） 

玉城 未緒（南 商） 
松原由美子（宮総実） 
下里 祥子（宮総実） 
上原  康 （北 農） 
玉城 政哉（普天間） 
平安 泰知（普天間） 
大城  蘭 （名商工） 
松本 勝利（名商工） 
花木 光成（那 商） 
平良久美子（石 川） 
多和田百合子（北中城） 
渡慶次小百合（宜野座） 
平良 夏紀（那 覇） 
大城 淳子（知 念） 
玉城 尚美（知 念） 
斎藤 真樹（昭薬附） 

平山 常仁（知 念） 
嶺井  勉 （陽 明） 
城間  修 （⻄ 原） 
当間 重泰（⻄ 原） 
仲座 好志（普天間） 
宮平 健一（普天間） 
喜屋武麻乃（首里東） 
大城 武也（伊良部） 
漢那 正太（伊良部） 
福原 兼太（前 原） 
徳元 美菜（宮 古） 
奥住 ⻯⾺（中 商） 東風平和成（首 里） 

田場淳一郎（⻄ 原） 
⻑嶺 卓弥（真和志） 
島袋 邦枝（具志川） 
仲松  聖 （中 農） 
友寄 隆治（中 農） 
比嘉 直仁（嘉手納） 
前泊 究治（八商工） 
玉城 卓⾺（美 里） 
親富祖浩二（宜野湾） 
翁⻑真由美（那国際） 
仲座 辰子（与 勝） 
伊敷 茂一（浦 商） 
玉城 守康（興 南） 
仲本 哲也（宜野湾） 

稲嶺 弘樹（首 里） 
金城  徹 （糸 満） 
山城  光 （那覇⻄） 
当銘 恒平（那覇⻄） 
砂川  寛 （那 覇） 
下地 紗織（石 川） 
友利 明豊（宮 古） 
兼島 尚子（八商工） 
金嶺 守真（八商工） 
安里 克二（読 谷） 
翁⻑ 良尚（コ ザ） 
知念 清喜（具志川） 
大庭 義幸（具志川） 
呉屋 一輝（美 工） 
知念  剛 （美 工） 
山川佳一郎（興 南） 

平良 憲亮（小 禄） 
當眞 徹也（名 護） 
比嘉 真吾（名 護） 
伊波  郁 （北中城） 
小橋川 哲 （北 谷） 
名嘉 和也（宮総実） 
新田  誠 （美 里） 
大城 敦司（美来工） 
宮城 康史（読 谷） 
池原 昌邦（北 谷） 
金城 優輝（那国際） 
大嶺 理香（美 工） 
諸見謝 尚 （向 陽） 

エントリー 金城 允⺒（糸 満） 山入端美和（真和志） 
記録・報道 福原 悠二（美来工） 城間  亮 （具 商） 
総務主任 志喜屋譲治（石 川） 
総務委員 伊江 智子（那 覇） 仲村 法子（小 禄） 座安 理奈（豊 南） 
会場主任 米田恵一郎（豊見城） 浜川 直洋（首 里） 

駐車場主任 喜屋武英嘉（豊見城） 川満 和也（南風原） 
会場委員 

駐車場委員 田場 正寛（那 商） 新田 大樹（真和志） 島袋 真丞（浦 工） 渡久地政宏（沖 工） 桑江  涼 （沖 尚） 
豊里 力也（浦 添） 松本 多喜（真和志） 真島 利絵（中 商） 銘苅 章人（小 禄） 漢那 宗裕（糸 満） 

式典主任 高良 正淳（豊 南） 砂川 敏彦（前 原） 
式典委員 喜瀨 奈緖（那国際） 上原 翔子（宜野座） 
墨書主任 瑞慶山 功 （⻄ 原） 
墨書委員  林  貴子（コ ザ） 島袋 真丞（浦 工）  


