
NO.1
１　位 ２　位 ３　位 ４　位 ５　位 ６　位 ７　位 ８　位
由良育英 大社 八頭 沼田 安来 岡山一宮 廿日市 倉吉工
（島） （島） （鳥） （広） （島） （岡） （広） （鳥）

広島皆実 松江北 大社 由良育英 興譲館 米子松蔭 就実 玉野光南
（広） （島） （島） （鳥） （岡） （鳥） （岡） （岡）
②野田 ③森村 ③山部 ③松中 ③原田 ③芦田 ③大宮 ③岸本

（大社） （鳥取東） （倉敷古城池） （益田） （山口鴻城） （岡山一宮） （国際学院） （鳥取西）
③安倍 ②野田 ③藤村 ③荒川 ③芦田 ③住吉 ③曽田 ③山部

（境港工） （大社） （早鞆） （安来） （岡山一宮） （三津田） （大社） （倉敷古城池）
③荒川 ③住吉 ③深田 ③村上 ③石原 ③沢本 ③福智 ③高尾

（安来） （三津田） （倉吉工） （鳥取商） （松江商） （舟入） （下関中央 （倉敷天城）
③日笠 ③田子 ③小澤 ③山根 ③天野 ②國延 ②林田 ③今村

（倉敷南） （由良育英） （賀茂） （鳥取東） （安来） （玉野光南） （岡山県美 （沼田）
③田子 ③村上 ③小玉 ③平本 ③猪子 ③山下 ③矢間 ③大畑

（由良育英） （世羅） （沼田） （興譲館） （安来） （由良育英） （沼田） （益田産）
③岡村 ②岡本 ②森脇 ②吾郷 ②野儀 ②築山 ③猪子 ②石村

（八頭） （由良育英） （出雲工） （出雲工） （八頭） （熊野） （安来） （世羅）
③横原 ③長田 ②田中 ①高橋 ②岡本 ②須佐美 ③田口

（八頭） （由良育英） （由良育英） （岡山工） （倉吉工） （倉敷工） （鳥取城北）
③荒川 ③後田 ③横原 ③渡部 ③渡辺 ②田中 ③重村 ②須佐美

（安来） （田部） （八頭） （横田） （安佐北） （西京） （厚狭） （倉敷工）
③山下 ③綱岡 ②高下 ③大川 ③立石 ③仲田 ②正木 ②大石

（由良育英） （井口） （倉敷） （玉野光 （出雲工） （鳥取湖陵） （広島工大） （益田産）
③蓮佛 ③陶山 ②田中 ③池田 ③森本 ③山本 ②柴田 ②山脇

（八頭） （萩） （八頭） （西条農） （鳥取工） （新見北） （倉敷） （高陽東）
沼田 岡山一宮 山口鴻城 鳥取城北 浜田 境港工業 田部

（広） （岡） （山） （鳥） （島） （鳥） （山）
倉吉工 笠岡工 舟入 大社 田部 柳井 松江商 由良育英
（鳥） （岡） （広） （島） （山） （山） （島） （鳥）
③森 ②福田 ①池本 ①河相 ③松原 ②和田 ③上野 ①藤澤

（大社） （広島皆実） （松江北） （神辺旭） （高水） （明誠） （高陽） （西京）
③小笹 ③水戸 ③重本 ②児玉 ②磯江 ③畑山 ②水本 ③内田

（松江北） （広島工大） （山口鴻城） （開星） （倉吉工） （西条農） （西条農） （横田）
③安部 ③伊藤 ②金子 ③奥原 ①平岡 ③松中 ②瀬戸川 ③多田

（境港工） （沼田） （岡山一宮） （沼田） （広島皆実） （益田） （岡山工） （岡山一宮）
③多田 ③勝部 ③伊藤 ③松本 ②福田 ③古谷 ①江藤 ③佐々木

（岡山一宮） （出雲） （沼田） （岡山工） （広島皆実） （下松工） （倉敷工） （広島皆実）
②岡先 ③和田 ③小早川 ①友安 ③相川 ③田辺 ③坪田 ③伊藤

（大社） （由良育英） （高陽） （西条農） （岩国） （府中） （盈進） （下関工）
③山本 ③小早川 ③相川 ③石丸 ②岡先 ③伊藤 ③藤原 ③和田

（廿日市） （高陽） （岩国） （広島工 （大社） （下関工） （鳥取商） （由良育英）
③斉藤 ③黒田 ③阿食 ③新山 ③下 ③安村 ②牧野 ②小田

（西京） （岡山理大 （出雲西） （廿日市） （廿日市） （田部） （総社） （田部）
③山本 ③山本 ③竹内 ②田中 ③西岡 ③黒木 ③岩本 ③難波

（廿日市） （由良育英） （境） （八頭） （川崎医大 （西京） （新見） （玉野光南）
①坂根 ③藤澤 ③屋敷 ③岩本 ③藤江 ②関 ③西村 ②藤江

（大社） （美祢工） （境） （新見） （大社） （倉敷工） （由良育英） （出雲）
②森田 ③清谷 ①松田 ②野津 ②上野 ②横撫 ②清水 ③伊藤

（広島皆実） （浜田） （西市） （沼田） （下関商） （広島皆実） （松江北） （沼田）
①永田 ②横撫 ①松田 ③清谷 ②森田 ③畑 ②森山 ③藤間

（松江北） （広島皆実） （西市） （浜田） （広島皆実） （松江北） （大社） （大田）
②森山 ②泉 ③畑 ③三村 ③山本 ②安藤 ③揚本 ③谷村

（大社） （舟入） （松江北） （倉敷商） （倉敷中央） （米子東） （境） （岡山芳泉）
③岡田 ③入江 ③山根 ②奥原 ③佐々木 ②川田 ②丸山 ①門脇

（米子松蔭） （鳥取商） （八頭） （西京） （出雲商） （米子東） （西京） （出雲商）
③岡田 ③清家 ②芳賀 ②岩田 ③大本 ③田上 ③森脇 ②竹中

（米子松蔭） （西京） （興譲館） （由良育 （鈴峯女子） （興譲館） （興譲館） （浜田）
③岡田 ②吉岡 ②岩田 ②芦田 ②藤本 ③森本 ③大本 ③内田

（米子松蔭） （興譲館） （由良育英） （由良育 （西京） （就実） （鈴峯女子） （萩）
②松下 ③島田 ②寺田 ②西井 ③前田 ③山本 ②井上 ①足立

（広島皆実） （松江北） （沼田） （玉野光 （米子東） （就実） （松江北） （境）
③本田 ③上迫 ①原田 ③三保 ②西井 ②安原 ②横田 ③須山

（倉吉工） （五日市） （徳山） （賀茂） （玉野光南） （大社） （総社南） （出雲）
③猪原 ③中元 ③岡田 ③白濱 ②有田 ③平田 ③和木 ②谷口

（興譲館） （清水ヶ丘） （就実） （浜田商） （鳥取商） （宇部西） （御調） （鳥取商）
広島皆実 松江北 下関商 神辺旭 津山東 境 西条農 大社
（広） （島） （山） （広） （岡） （鳥） （広） （島）

広島皆実 神辺旭 松江北 下関商 倉敷商 大社 米子東 防府商
（広） （広） （島） （山） （岡） （島） （鳥） （山）
③樋口 ③水本 ③河村 ③赤松 ③菅原 ①佐々木 ③小野 ①塩谷（境）

（岡山一宮） （玉野光南） （鳥取城北） （神辺旭） （賀茂） （大社） （倉敷中央） ③安原（吉備高

③石丸（宇部）
③湊 ③澤田 ③梅本 ②寺田 ③青木 ③石田 ③芦田 ②賀屋

（境） （米子西） （安佐北） （沼田） （広島皆実） （大社） （津山東） （岡山工）
③西山 ③敷本 ②池田 ②小島 ③宮本 ①松下 ②山本 ②松田

（大社） （日彰館） （松江西） （倉敷翠 （由良育英） （松江西） （御調） （岡山商大附）
③敷本 ②下村 ③西山 ②池田 ②安濃 ③宮本 ②山本 ③山田

（日彰館） （就実） （大社） （松江西） （大社） （由良育英） （御調） （西条農）
②山本 ③山田 ②末石 ①古市 ③普門 ③山根 ③赤座 ③井上

（御調） （西条農） （光） （就実） （玉野光南） （鳥取西） （津山東） （下関商）
③山根 ②小幡 ③川上 ③島田 ②田辺 ①山崎 ③平山 ②細谷

（鳥取西） （由良育英） （倉敷古城池） （松江北） （安芸府中） （大社） （林野） （御調）

種　目

陸上競技

男

女

男子

100m

200m

400m

800m

1,500m

5,000m

110mH

400mH

3,000mSC

5,000mW

4×100mR

4×400mR

走高跳

棒高跳

走幅跳

三段跳

砲丸投

円盤投

ハンマー投

3,000m

100mH

4×100mR

4×400mR

200m

400m

800m

1,500m

やり投

七種競技

砲丸投

円盤投

学校対抗
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走高跳

走幅跳

400mH

3,000mW

やり投

八種競技

女子

100m



NO.2
１　位 ２　位 ３　位 ４　位 ５　位 ６　位 ７　位 ８　位 ７　位 ８　位

倉敷天城 岡山大安 西京 沼田 五日市 関西 玉野光南 盈進 玉野光南 盈進
（岡） （岡） （山） （広） （広） （岡） （岡） （広） （岡） （広）
沼田 玉野光南 倉敷天城 米子東 広島市立商 大社 西京 就実 西京 就実
（広） （岡） （岡） （鳥） （広） （島） （山） （岡） （山） （岡）

①三木 ①加藤 ③幸田 ③北野 ③田中 ①山田 ①久留 ③田中 ①久留 ③田中
（倉敷天城） （基町） （大社） （倉敷天城） （光丘） （西京） （基町） （五日市） （基町） （五日市）

①杉本 ①加藤 ③安部 ②岡本 ③幸田 ①三木 ③田中 ③穐田 ③田中 ③穐田
（岡山大安寺） （基町） （防府） （米子） （大社） （倉敷天城） （光丘） （岡山朝日） （光丘） （岡山朝日）

③安部 ③酒井 ③津田 ②岡本 ①平松 ②加藤 ②建林 ①為本 ②建林 ①為本
（防府） （倉敷天 （沼田） （米子） （岡山大安 （出雲） （小野田） （関西） （小野田） （関西）
②朝妻 ③酒井 ②山岡 ③矢部 ②建林 ③津田 ①平松 ③原田 ①平松 ③原田

（米子北） （倉敷天 （山口） （玉野光南） （小野田） （沼田） （岡山大安寺） （賀茂） （岡山大安寺） （賀茂）
②朝妻 ②山岡 ③矢部 ①木村 ②近藤 ②岡 ①盆子原 ③中村 ①盆子原 ③中村

（米子北） （山口） （玉野光南） （県広島工） （関西） （岡山大安寺） （江津） （宇部西） （江津） （宇部西）
②足立 ②朝日 ③畑 ②新間 ③井上 ③土本 ③吉岡 ③山田 ③吉岡 ③山田
（西京） （沼田） （倉敷天城） （玉野光南） （玉野光南） （武田） （盈進） （西京） （盈進） （西京）
②足立 ②朝日 ③井上 ③畑 ③土本 ①木村 ③山田 ③吉岡 ③山田 ③吉岡
（西京） （沼田） （玉野光南） （倉敷天城） （武田） （出雲工） （西京） （盈進） （西京） （盈進）
③渡邊 ③大村 ①清崎 ②高橋 ③柳井 ③浜田 ②山田 ②井上 ②山田 ②井上

（倉敷天城） （廿日市） （宇部） （西京） （明王台） （岡山大安寺） （沼田） （五日市） （沼田） （五日市）
③渡邊 ③大村 ②高橋 ②井上 ②山田 ①尾崎 ①清崎 ①垣田 ①清崎 ①垣田

（倉敷天城） （廿日市） （西京） （五日市） （沼田） （関西） （宇部） （鳥取工） （宇部） （鳥取工）
①杉本 ②門脇 ②伊原 ②宮内 ②松村 ③菅野 ②岡山 ②上杉 ②岡山 ②上杉

（岡山大安寺） （安来） （五日市） （宇部工） （松江工） （沼田） （香川） （米子西） （香川） （米子西）
②福田 ②門脇 ①嘉本 ②松村 ②伊原 ②上杉 ②宮内 ①小笹 ②宮内 ①小笹

（岡山大安寺） （安来） （出雲工） （松江工） （五日市） （米子西） （宇部工） （出雲北陵） （宇部工） （出雲北陵）
②福田 ③上村 ①森永 ②畠山 ②永安 ①長光 ①尾崎 ③上田 ①尾崎 ③上田

（岡山大安寺） （沼田） （西京） （安芸南） （浜田） （五日市） （関西） （鳥取工） （関西） （鳥取工）
①森永 ②永安 ①長光 ②岡 ②畠山 ①仲本 ③濱田 ③卜部 ③濱田 ③卜部
（西京） （浜田） （五日市） （岡山大安 （安芸南） （米子東） （鳥取工） （関西） （鳥取工） （関西）

岡山大安寺 倉敷天城 西京 沼田 関西 盈進 豊浦 鳥取工業 豊浦 鳥取工業
（岡） （岡） （山） （広） （岡） （広） （山） （鳥） （山） （鳥）

倉敷天城 岡山大安 沼田 関西 西京 五日市 盈進 松江工業 盈進 松江工業
（岡） （岡） （広） （岡） （山） （広） （広） （島） （広） （島）
西京 五日市 岡山大安寺 沼田 倉敷天城 関西 盈進 鳥取工業 盈進 鳥取工業
（山） （広） （岡） （広） （岡） （岡） （広） （鳥） （広） （鳥）

②門脇 ③福原 ③關 ②樋野 ③佐々木 ②高岡 ②吉清 ②山崎 ②吉清 ②山崎
（米子東） （松江北） （岡山大安寺） （松江南） （沼田） （広） （倉敷天城） （市立広島 （倉敷天城） （市立広島商）
③本村 ③貝畑 ②門脇 ②山崎 ③福原 ③關 ③橋尾 ②鷲見 ③橋尾 ②鷲見
（広陵） （玉野光 （米子東） （市立広島 （松江北） （岡山大安寺） （鳥取女子） （米子東） （鳥取女子） （米子東）
③本村 ③貝畑 ②前田 ②竹内 ②鷲見 ②石川 ①花戸 ③橋尾 ①花戸 ③橋尾
（広陵） （玉野光 （山口） （玉野光南） （米子東） （出雲西） （鈴峯女子） （鳥取女子） （鈴峯女子） （鳥取女子）
③福庭 ②前田 ②竹内 ①岡村 ①今村 ①三宮 ②大峯 ③木村 ②大峯 ③木村
（大社） （山口） （玉野光南） （沼田） （広島皆実） （玉野光南） （沼田） （岩国商） （沼田） （岩国商）
③福庭 ②島本 ①岡村 ①今村 ①福場 ①三宮 ②大峯 ③木村 ②大峯 ③木村
（大社） （沼田） （沼田） （広島皆実） （高水） （玉野光南） （沼田） （岩国商） （沼田） （岩国商）
③榎木 ①森本 ②島本 ②杉原 ③岡山 ③北村 ①中尾 ②横山 ①中尾 ②横山
（沼田） （玉野光 （沼田） （松江南） （宇部西） （盈進） （進徳女子） （安佐北） （進徳女子） （安佐北）
②永瀬 ③榎木 ①森本 ②杉原 ③岡山 ①高橋 ③川原 ①中尾 ③川原 ①中尾

（倉敷天城） （沼田） （玉野光南） （松江南） （宇部西） （誠之館） （美鈴が丘） （進徳女子） （美鈴が丘） （進徳女子）
②赤木 ③吉岡 ②尾方 ②高重 ②宮内 ②樋口 ①小野 ③黒坂 ①小野 ③黒坂

（倉敷天城） （就実） （倉敷天城） （岩国総合） （沼田） （市立広島商） （倉敷天城） （米子東） （倉敷天城） （米子東）
③吉岡 ②高橋 ②宮内 ①小野 ②樋口 ③黒坂 ①末永 ②西尾 ①末永 ②西尾
（就実） （岩国総 （沼田） （倉敷天城） （市立広島 （米子東） （賀茂） （鳥取城北） （賀茂） （鳥取城北）
②増田 ①高橋 ①守田 ③甲川 ①山本 ②樋野 ②仲本 ②金津 ②仲本 ②金津
（西京） （大社） （五日市） （玉野光南） （沼田） （松江南） （米子西） （松江商） （米子西） （松江商）
③甲川 ①高橋 ①山本 ①石飛 ③宗安 ③松本 ①高岩 ②武智 ①高岩 ②武智

（玉野光南） （大社） （沼田） （松江商） （就実） （鈴峯女子） （玉野光南） （市立広島 （玉野光南） （市立広島商）
③片山 ②赤木 ②増田 ②永瀬 ②宮崎 ①岡 ③田川 ③久保田 ③田川 ③久保田
（江津） （倉敷天 （西京） （倉敷天城） （沼田） （岡山南） （市立広島商） （松江南） （市立広島商） （松江南）
③片山 ①岡 ②宮崎 ③田川 ①向井 ②安部 ③松崎 ③三宮 ③松崎 ③三宮
（江津） （岡山南） （沼田） （市立広島 （米子東） （西京） （基町） （玉野光南） （基町） （玉野光南）
沼田 倉敷天城 玉野光南 米子東 市立広島商 西京 松江商 鈴峯女子 松江商 鈴峯女子
（広） （岡） （岡） （鳥） （広） （山） （島） （広） （島） （広）
沼田 玉野光南 倉敷天城 出雲西 米子東 広島市商 鈴峯女子 宇部女子 鈴峯女子 宇部女子
（広） （岡） （岡） （島） （鳥） （広） （広） （山） （広） （山）
神辺 - - - - -
（広）

米子東 米子西 開星 松江北 自彊 三原東
（鳥） （鳥） （島） （島） （広） （広）

男子 - - - - - - - - - -
③常松 ①杉原 ①米原 ①又賀 - -

（米子東） （米子西） （開星） （松江北）
③塗木 - - - - -
（神辺）
①恒川 ③常松 ①米原 ①杉川 ①又賀 ③竹村
（自彊） （米子東） （開星） （米子西） （松江北） （三原東）

由良育英 修道 関西 県立広島工 舟入 広島学院 岡山理大附 岡山理大附
（鳥） （広） （岡） （広） （広） （広） （岡） （岡）

-

- -

- -

-

-

- -

- - -

- -

- - - -

- - - -
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NO.3
１　位 ２　位 ３　位 ４　位 ５　位 ６　位 ７　位 ８　位
関西 沼田 崇徳 開星 岡山理大附 大社 浜田 米子松蔭
（岡） （広） （広） （島） （岡） （島） （島） （鳥）

岡山山陽女子 鈴峯女子 米子松蔭 美鈴が丘 浜田 大社 開星
（岡） （広） （鳥） （広） （島） （島） （島）

③速見 ②西峯 ③清水 ③江原 ③溝田 ③大木 ③橋本
（関西） （関西） （関西） （沼田） （関西） （関西） （関西）
②加賀 ②山下 ①椎原 ②牟田 ①半田 ②田邊 ③長山

（岡山山陽女子） （岡山山陽女 （岡山山陽女子） （鈴峯女子） （岡山山陽女子） （就実） （鈴峯女子）
③速見 ②西峯 ③大木 ③江原 ③溝田 ②永島 ③橋本 ①沖口
（関西） （関西） （関西） （沼田） （関西） （関西） （関西） （関西）
③速見 ③江原 ③清水 ③溝田 ③大木 ③橋本 ②西峯 ①沖口
（関西） （沼田） （関西） （関西） （関西） （関西） （関西） （関西）
③速見 ③大木 ②西峯 ③清水 ③溝田 ②中本 ③江原 ②永島
（関西） （関西） （関西） （関西） （関西） （沼田） （沼田） （関西）
③速見 ②西峯 ②永島 ③清水 ③江原 ③大木 ③溝田
（関西） （関西） （関西） （関西） （沼田） （関西） （関西）
③速見 ②西峯 ①沖口 ③清水 ③橋本 ③江原 ③大木
（関西） （関西） （関西） （関西） （関西） （沼田） （関西）
③江原 ②西峯 ③清水 ③速見 ③橋本 ①沖口 ③溝田
（沼田） （関西） （関西） （関西） （関西） （関西） （関西）
②牟田 ①椎原 ②加賀 ①藤井 ②山下 ③島田 ①半田

（鈴峯女子） （岡山山陽女 （岡山山陽女子） （岡山山陽女 （岡山山陽女子） （岡山山陽女子） （岡山山陽女子）
②加賀 ①半田 ②山下 ①椎原 ②牟田 ①藤井 ③長山

（岡山山陽女子） （岡山山陽女 （岡山山陽女子） （岡山山陽女 （鈴峯女子） （岡山山陽女子） （鈴峯女子）
②山下 ②田邊 ②加賀 ①椎原 ②牟田 ②冨岡 ③長山

（岡山山陽女子） （就実） （岡山山陽女子） （岡山山陽女 （鈴峯女子） （三原） （鈴峯女子）
②加賀 ①椎原 ②牟田 ③長山 ②山下 ①半田 ②田邊

（岡山山陽女子） （岡山山陽女 （鈴峯女子） （鈴峯女子） （岡山山陽女子） （岡山山陽女子） （就実）
智頭農林 精研 広陵

（鳥） （岡） （広）
鳥取西 鈴峯女子 岡山南 開星 宇部女子 広島女学院 賀茂 岡山芳泉
（鳥） （広） （岡） （島） （山） （広） （広） （岡）

②大原 ③横田 ③馬明 ③安住 ③三角 ③久安 ③岡本
（智頭農林） （精研） （広陵） （智頭農林） （精研） （精研） （智頭農林）

③北村 ③大下 ②中野 ③村田 ②望月 ③小山 ③大西 ②入口
（鳥取西） （鳥取西） （鈴峯女子） （鈴峯女子） （鳥取西） （鈴峯女子） （岡山南） （鈴峯女子）
②大原 ③横田 ③馬明 ③三角 ③安住 ③岡本 ③久安

（智頭農林） （精研） （広陵） （精研） （智頭農林） （智頭農林） （精研）
③横田 ②大原 ③安住 ③馬明 ③三角 ③久安 ③岡本
（精研） （智頭農林） （智頭農林） （広陵） （精研） （精研） （智頭農林）
③北村 ③大下 ②中野 ②望月 ③村田 ③小山 ②入口 ③大西

（鳥取西） （鳥取西） （鈴峯女子） （鳥取西） （鈴峯女子） （鈴峯女子） （鈴峯女子） （岡山南）
③北村 ②中野 ③大下 ③村田 ③小山 ②望月 ③大西 ③賣豆紀

（鳥取西） （鈴峯女子） （鳥取西） （鈴峯女子） （鈴峯女子） （鳥取西） （岡山南） （開星）
倉敷青陵 出雲北陵 広陵 岡山工 岡山理大附 美鈴が丘 松江東 松江工

（岡） （島） （広） （岡） （岡） （広） （島） （島）
広島皆実 三田尻女子 松江商 倉敷翠松 美鈴が丘 県広島商 下関商 宇部女子

（広） （山） （島） （岡） （広） （広） （山） （山）
神辺旭 崇徳 岡山東商業 鳥取工業 情報科学 祗園北 玉野光南 防府
（広） （広） （岡） （鳥） （島） （広） （岡） （山）
就実 沼田 安田女子 神辺旭 玉野光南 山口鴻城 三田尻女子 松江商業
（岡） （広） （広） （広） （岡） （山） （山） （島）

近大福山 関西 明誠 広島商業 柳井商業 青谷 玉野光南 出雲西
（広） （岡） （島） （広） （山） （鳥） （岡） （松）
就実 出雲西 山陽女子 鳥取女子 明誠 近大福山 広島皆実 岩国商業
（岡） （島） （岡） （鳥） （島） （広） （広） （山）
②王 ①白神 ③金山 ①嘉本 ②齋藤 ②西田 ①松山 ①坂本

（関西） （関西） （近大福山） （出雲西） （津和野） （近大福山） （玉野光南） （関西）
③馮 ②片岡 ③神田 ②池田 ③井口 ③國松 ③畠中 ①大畑

（出雲西） （就実） （就実） （近大福山） （就実） （鳥取女子） （広島皆実） （就実）
②王・①白神 ②新原・②西田 ③大田・③小路 ②桐野・②山本 ③砂田・③藤川 ③長畠・②河村 ③新田・②西中 ①堀田・①

（関西） （近大福山） （下関工業） （近大福山） （広島商） （明誠） （関西） （近大福山）

③馮・③高橋 ③井口・①大西 ③神田・③ 中村 ①岡本・①秋山 ②上坂・②池田 ②片岡・②江尻 ③天・①大畑
③佐々木・

②上野
（出雲西） （就実） （就実） （徳山） （近大福山） （就実） （就実） （岩国商）
広島山陽 東岡山工業 徳山工業 岡山理大附属 倉敷工業 松江工業 江津工業 音戸

（広） （岡） （山） （岡） （岡） （島） （島） （広）
広島安芸女 米子西 岩国商業 就実 出雲 山陽女子 鈴峯女子 宇部女子

（広） （鳥） （山） （岡） （島） （岡） （広） （山）

③田畑・②今澄 ③山田・②竹本 ③旭・③中山 ②篠原・②岡野
③久保田・③檀

上
③柴田・②小林 ①堺・③大江

③和田・③
福本

（徳山工業） （徳山工業） （東岡山工業） （東岡山工業） （三原東） （岡山理大附属） （岡山理大附属） （神辺旭）

③逢野・③高橋 ②長・③山崎 ③生田・③梅林 ①田畑・①加藤 ③篠埜・②篠埜 ②渡辺・②島本 ③濱田・③小谷
③玖村・③

玖村

（広島安芸女子） （広島安芸女） （米子西） （広島安芸女） （就実） （鈴峯女子） （広島安芸女）
（広島安芸

女）
岩国工業 下松工業 徳山 境 向原 倉敷青陵 修道 広

（山） （山） （山） （鳥） （広） （岡） （広） （広）
華陵 倉敷中央 岩国商業 徳山商業 賀茂 山陽女子 総社南 安芸南
（山） （岡） （山） （山） （広） （広） （岡） （広）

多々良学園 沼田 玉野光南 立正大淞南 境 西京 岡山県作陽 広島皆実
（山） （広） （岡） （島） （鳥） （山） （岡） （広）

江の川 津山工業 大津 県立広島工業
（島） （岡） （山） （広）

萩工業 安芸南 関西 米子東
（山） （広） （岡） （鳥）
出雲 林野 宇部 倉吉東
（島） （岡） （山） （鳥）

水島工業 柳井工業 安佐北 米子松蔭 下関中央工業 大東 松江商業 西大寺
（岡） （山） （広） （鳥） （山） （島） （島） （岡）

熊毛北 広島桜ヶ丘 境 笠岡商業 出雲 祗園北 山口 中村女子
（山） （広） （鳥） （岡） （島） （広） （山） （山）

③佐伯 ③麻生 ③永井 ③筒井 ③竹光 ③山縣 ②竹光 ①竹中
（水島工） （水島工） （水島工） （大東） （柳井工） （下関中央工） （柳井工） （倉吉工）

①周 ①川下 ①藤原 ③松繁 ①高橋 ③三木 ③里川 ①浅原
（広島桜ヶ丘） （鈴峯女子） （倉吉工業） （熊毛北） （広島桜ヶ丘） （岡山山陽女子） （国際学院） （笠岡商）

③佐伯･③麻生 ③永井・③浅原 ②三崎・②山縣 ③内藤・③米澤 ③矢倉･③本池 ③竹光･②竹光 ③江田・③浅原 ②田中・②
（水島工） （水島工） （下関中央工） （柳井工） （米子松蔭） （柳井工） （下関中央工） （水島工）

①浅原・①黒田 ③橋本・③田淵 ①周・①高橋 ③松繁・②松尾 ①藤原・①信組 ③浜田・③安田 ①川下・①江角
③森山・③

末吉
（笠岡商） （総社） （広島桜ヶ丘） （熊毛北） （倉吉工） （境） （鈴峯女子） （境）

高梁 由良育英 広島工大 武田 倉吉東 三刀屋 安来 東岡山工業
（岡） （鳥） （広） （広） （鳥） （島） （島） （岡）

安田女子 三刀屋 岡山東商業 倉敷中央 下関短大付属 大東 鈴峯女子 出雲商業
（広） （島） （岡） （岡） （山） （島） （広） （島）

女

平行棒

鞍馬

跳馬

女子

床

-

個人

総合
男 -

女 -

床

男子

吊輪

-

跳馬 -

鉄棒 -

-

平均台 -

平行棒 -

-

新体操

団体総合
男 - - - - -

女

-

女

こん棒
男子

-

なわ -

ロープ
女子

ボール

個人

総合
男

体操

団体総合
男

バスケッ
トボール

バレー
ボール

男子

女子

男子

女子

ソフトテニ
ス

ダブルス

男

卓球

個人

団体
男

女

シングル
ス

男

-

Ｃブロック -

ハンド
ボール

サッカー

女子

学校対抗

- -

- - -

バドミント
ン

-

- - -

Ａブロック -

Ｂブロックラグビー

ソフトボー
ル

ダブルス

男

女

男子

女子

女

女

学校対抗
男

女

個人

男

女

男子

学校対抗
男

女

シングルス
男

女



NO.4
競技種目 １　位 ２　位 ３　位 ４　位 ５　位 ６　位 ７　位 ８　位

鳥取城北 響 隠岐水産 岡山理大附 倉吉北 勝山 萩工業 南陽工業
（鳥） （山） （島） （岡） （鳥） （岡） （山） （山）

③北村 ③石前 ①ガントゥクス ②宮本 ②松井 ③鳥飼 ③林 ③藤原
（鳥取城北） （倉吉北） （鳥取城北） （岡山理大附） （隠岐水産） （倉吉北） （勝山） （萩工業）
②オドゲレル ①福永 ③宇野 ③楢本 ②吉田 ②津村 ③西田 ②アメルメンド
（鳥取城北） （響） （隠岐水産） （勝山） （隠岐水産） （岡山理大附） （岡山理大附） （鳥取城北）

③境澤 ②帆苅 ②門元 ③桝田 ③濱邊 ①吉原 ②室岡 ②森
（鳥取城北） （鳥取城北） （響） （鳥取城北） （響） （勝山） （響） （鳥取城北）

③境澤 ②オドゲレル ③桝田 ②アメルメンド ②帆苅 ①山本 ①伊藤 ②森
（鳥取城北） （鳥取城北） （鳥取城北） （鳥取城北） （鳥取城北） （鳥取城北） （鳥取城北） （鳥取城北）

近大附属福山 崇徳 開星 岡山県作陽 広陵 玉野商業 岡山理大附 瀬戸内
（広） （広） （島） （岡） （広） （岡） （岡） （広）
西京 広島皆実 岡山県山陽 玉野商業 広島国際学院
（山） （広） （岡） （岡） （広）

③渡部 ③大森 ②飯田 ②小原建 ②平岡
（瀬戸内） （崇徳） （玉野光南） （玉野光南） （近大福山）
③高根 ③鎌田 ②杉本 ③浜本 ③西田

（近大福山） （山口鴻城） （崇徳） （瀬戸内） （津山商業）
③井上 ③鈴木 ②田村 ③水津 ①板川
（開星） （早鞆） （早鞆） （浜田） （崇徳）
③木原 ③赤木 ③彌冨 ①山根 ③竹内

（近大福山） （津山商） （田布施工） （倉敷工） （崇徳）
③河原 ③島田 ③池田 ②三宅 ③松岡
（開星） （備前） （岡山県作陽） （崇徳） （瀬戸内）
③福田 ③花本 ③東元 ③重国 ③岡田公
（崇徳） （松江北） （岡山理大附） （高水） （福山工）

③尾見谷 ②竪野 ③山口 ③森山 ③金次
（近大福山） （崇徳） （近大福山） （近大福山） （宇部西）

②谷本 ②平岡 ②白須 ②平川
（岡山県山陽） （広島国際） （浜田） （浜田）

②江藤 ③石坂 ①竹内 ②中田
（広島皆実） （津山商） （広陵） （岡山県山陽）

②藤本 ①石井 ②内山 ③中村
（平田） （玉野商） （津山商） （浜田）
③滝口 ③三村 ③重田 ②福田

（岡山理大附） （岡山県山陽） （広陵） （広島皆実）
②濱岡 ③田中 ③石本 ③平田
（浜田） （岡山県山陽） （広島国際） （広陵）
①藤原 ①橋本 ③山崎 ②反

（岡山東商） （岡山東商） （広陵） （広島皆実）
②松原 ③井上 ①相原 ③尾崎
（西京） （自彊） （岡山理大附） （備作）
③豊田 ③高野 ③長谷川 ③丸浜
（関西） （江津工） （西市） （関西）

③秋本・③早川 ③吉本・③濱本 ③田中・③星 ②足川・②手島
（水産） （江津工業） （備前） （境）
関西 廿日市 西市 鳥取東
（岡） （広） （山） （鳥）

③占部 ②山名 ②大野 ③長岡
（明王台） （米子南） （松江北） （米子東）

②箕島・②濱田 ②中嶋・②宮廣 ②室・②井川 ②槙本・③向井
（米子南） （松江北） （米子東） （岡山東商）
米子南 廿日市 松江東 松江北
（鳥） （広） （島） （島）

岡山朝日 市立沼田 玉野光南 倉敷 下関中央工業 津山工業 米子北 大社
（岡） （広） （岡） （岡） （山） （岡） （鳥） （島）

広島皆実 就実 市立沼田 横田 広島安芸女子 新南陽 米子松蔭 岡山東商
（広） （岡） （広） （島） （広） （山） （鳥） （岡）

③広瀬 ②尾池 ③岡田 ②勝見 ②佐藤 ③佐々木 ③廣江 ③西本
（倉敷） （倉敷） （岡山東商） （岡山朝日） （大社） （沼田） （米子松蔭） （津山工）
②加藤 ③藤井 ③信江 ①岡田 ③玉岡 ③中川 ③村山 ②河野
（就実） （岡山東商） （就実） （岡山東商） （大田） （沼田） （広島皆実） （山口県鴻城）
倉敷 由良育英 山口県鴻城 隠岐島前 高松農業 三次 赤碕 広島国際学院
（岡） （鳥） （山） （島） （岡） （広） （鳥） （広）

③和田 ③三宅 ①山崎 ③原田友 ③赤松 ①吉岡 ②小島 ②吉村
（松江工） （倉敷） （隠岐島前） （山口県鴻城） （赤碕） （山口県鴻城） （倉敷） （田布施農）
②久安 ③原田拓 ③福島 ②大元 ③山口 ③山崎 ③鳥谷 ②小椋
（倉敷） （山口県鴻城） （隠岐島前） （田布施農） （赤碕） （国際学院） （三次） （由良育英）
③横川 ③長谷川 ③倉本 ③藤井 ③横山 ②永海 ②山口

（高松農） （山口県鴻城） （国際学院） （倉吉工） （由良育英） （隠岐島前） （三次）
②田邉 ②平松 ③梅田 ③鉄山 ①青山 ③長谷川 ②米田 ②浅利

（笠岡工） （熊毛南） （国際学院） （学芸館） （松江工） （由良育英） （倉吉工） （明王台）
③松浦 ③中山 ③内林 ②前田 ③木下 ①藤村 ③福田 ③長原

（隠岐島前） （高松農） （明王台） （豊浦） （倉敷） （柳井） （鳥取工） （国際学院）
②山口 ③沖村 ③池田 ③佐々木 ③外山 ③神成 ②高杉 ③佐伯

（倉吉工） （山口県鴻城） （隠岐島前） （国際学院） （倉敷） （田布施農） （高松農） （由良育英）
③小林 ②井川 ③鴻池 ②田中 ②加藤 ②太田 ①竹谷 ③林大

（由良育英） （三次） （三次） （由良育英） （川本） （関西） （隠岐島前） （倉敷）
③林真 ②坂手 ③恩田 ③宮本 ①谷本 ②金川 ③橋本
（倉敷） （岡山県美作） （隠岐島前） （三次） （国際学院） （山口鴻城） （鳥取工）

県立広島工業 倉吉西 浜田 三原 崇徳 岡山朝日 美鈴が丘 興譲館
（広） （島） （島） （広） （島） （岡） （広） （岡）

倉吉西 熊毛南 宇部中央 岩国 宇部 市立呉 美鈴が丘 大田
（島） （山） （山） （山） （山） （広） （広） （島）

③久保川 ③長廻 ③角野 ③大田 ②伊勢脇 ③谷口 ③牧田 ③村田
（萩工業） （出雲） （下関西） （基町） （興陽） （倉吉西） （倉吉西） （市立広島工）
③力善 ③芦田 ③尾山 ③長江 ②高田 ②松原 ②中谷 ③堀江

（県立広島工） （興陽） （宇部中央） （宇部中央） （出雲） （倉吉西） （倉吉西） （倉吉西）
③酒井 ③久米 ③伊東 ③村上 ①石川 ③石川 ①流田 ①尾崎

（倉敷工） （関西） （関西） （岡山理大附） （岡山理大附） （岡山理大附） （美鈴が丘） （岡山理大附）
③原 ③垂井 ③山田 ③高山 ③田坂 ①森沢 ②深井 ②小林

（岡山山陽女 （岡山山陽女子） （岡山山陽女子） （西京） （西京） （美鈴が丘） （岡山山陽女子） （広島女学院）
③坪田・③伊東 ③小林・①流田 ③形山・②島村 ③久米・②杉井 ③杉・③藤原 ③内田・③舛岡 ③松村・③佐藤 ③酒井・③中塚

（関西） （美鈴が丘） （西京） （関西） （修道） （広陵） （広陵） （倉敷工）
③原・③山田 ③高原・②小林 ②神谷・①長野 ②能見・①森沢 ③福地・②川重 ③高山・③田坂 ②三上・③石津 ③西村・②柳谷
（岡山山陽女 （広島女学院） （美鈴が丘） （美鈴が丘） （安田女子） （西京） （安田女子） （安田女子）

弓道

テニス
男

女

女

男

女
シングルス

ダブルス

男

男

女
団体

個人

-

団体

70㎏級

57㎏級

63㎏級

男

- -

-

73㎏級 -

- -

100㎏超級 - -

-

78㎏超級 - - -

--

柔道

-

レスリング

団体

- -

- -

- -

種目

相撲

団体

個人

軽量級

中量級

重量級

無差別級

女 - - -

個人

60㎏級

男子

-

-

- -

- -

- -

66㎏級 - -

- -

81㎏級 - - -

-

100㎏級 - - -

90㎏級 - -

-

48㎏級

女子

- - - -

52㎏級 - -

-

78㎏級 - - - -

-

ボート

男子

シングルスカル - - - -

ダブルスカル - -

舵付きクォドルプル - - - -

- -

女子

シングルスカル - -

ダブルスカル - -

舵付きクォドルプル - -

剣道

団体
男

女

個人
男

女

-

個人

50㎏級

54㎏級

58㎏級

63㎏級

69㎏級

76㎏級

85㎏級

130㎏級



NO.5
競技種目 １　位 ２　位 ３　位 ４　位 ５　位 ６　位 ７　位 ８　位

岡山工業 広島国際学院 倉吉工業 多々良学園 出雲工業 倉吉西 興陽 水島工業
（岡） （広） （鳥） （山） （島） （鳥） （岡） （岡）

③柳橋 ③前田 ②河端 ②北村 ②岡 ①池田 ②河村 ③斉藤
（広島国際） （岡山工） （倉吉工） （鳥取西） （興陽） （広島国際） （水島工） （東岡山工）

②桜井 ③阿部 ③小原 ③冨田
（倉吉工） （岡山工） （倉吉西） （広島国際）
②河端 ③徳山 ③重安 ③小原

（倉吉工） （市立広島工） （岡山工） （倉吉西）
③片山 ③國岡 ③川口 ③桑村 ③曽田 ②溝田 ③金崎 ②飯田

（岡山工） （岡山工） （倉吉西） （倉吉工） （出雲工） （広島山陽） （出雲工） （多々良学園）
③片山 ③松下 ③隅田 ③田中 ③山本 ③谷野 ③國岡 ③齊藤

（岡山工） （広島国際） （広島国際） （出雲工） （倉吉工） （岡山理大附） （岡山工） （多々良学園）
③白浜 ②吉次 ②岡 ③阿部 ③田中 ③山本 ③斉藤 ③小野田

（広島国際） （多々良学園） （興陽） （岡山工） （出雲工） （倉吉工） （東岡山工） （鳥取城北）
③前田 ③斉藤 ③川口 ③田中 ②入江 ③金崎 ③松下 ③桑村

（岡山工） （多々良学園） （倉吉西） （水島工） （岡山工） （出雲工） （広島国際） （倉吉工）
岡山工業 広島国際学院 倉吉工業 多々良学園 興陽 岡山理大附属 東岡山工業 水島工業

（岡） （広） （鳥） （山） （岡） （岡） （岡） （岡）
岡山工業 出雲工業 広島国際学院 多々良学園 東岡山工業 倉吉工業 興陽 水島工業

（岡） （島） （広） （山） （岡） （鳥） （岡） （岡）
広島国際学院 多々良学園 出雲工業 岡山工業 倉吉工業 興陽

（広） （山） （島） （岡） （鳥） （岡）
③隅田 ③田中 ③木庭 ②吉次 ③松下 ③白浜 ③片山 ②森光

（広島国際） （出雲工） （多々良学園） （多々良学園） （広島国際） （広島国際） （岡山工） （興陽）
③高嶋 ②中尾 ②一谷 ①荒木 ②山野邊 ①竹下

（倉吉西） （出雲工） （興陽） （出雲工） （興陽） （興陽）
③高嶋 ②一谷 ②山野邊 ②中尾 ①竹下 ①荒木

（倉吉西） （興陽） （興陽） （出雲工） （興陽） （出雲工）
広陵 関西 江の川 岡山工業 崇徳
（広） （岡） （島） （岡） （広）

②上林
（大柿）
③岡田 ③沖本 ③小野
（関西） （市立広島工） （江の川）
③井戸 ②塩田 ③平井

（岡山工） （江の川） （沼田）
③和田 ③中務 ③村上 ②坪内
（広陵） （岡山工） （益田） （境港工）
③山本 ③中丸 ③岡崎 ③三宅
（崇徳） （江の川） （関西） （境港工）
②畠中 ②田中 ②本多
（大竹） （江の川） （関西）
③城木 ②上森 ③渡部
（関西） （広陵） （境）
③平

（広陵）
②坪井 ③佐藤 ②末永

（岡山理大附） （江の川） （崇徳）
③炭本

（市立広島工）
横田 広島山陽学園 八頭 瀬戸 華陵
（島） （広） （鳥） （岡） （山）
八頭 横田 千代田 西京 瀬戸
（鳥） （島） （広） （山） （岡）

出雲農林 倉敷商業 下関工業 東岡山工業 笠岡工業 鳥取西工業 府中東 県立広島工業
（島） （岡） （山） （岡） （岡） （鳥） （広） （広）

③三上 ②藤森 ③安藤 ①土江 ①沖田 ③小倉
（府中東） （倉敷商） （鳥西工） （出雲農） （府中東） （東岡山工）
③小林 ③石邨 ③小林 ③大野 ③杉内 ②中嶋 ①甲山

（広島工） （東岡山工） （笠岡工） （東岡山工） （県広島工） （鳥取西工） （県広島工）
③石川 ③松本 ③重本 ③永富 ②川上 ②中島

（出雲農） （倉敷商） （下関工） （下関工） （笠岡工） （倉敷商）
③永井 ③野村 ②吉岡 ②田原 ③高野 ③日比

（水島工） （下関工） （笠岡工） （浜田） （出雲農） （広島国際）
③小林 ③黒田 ③岡 ③窪田 ③山下 ②刀称 ②新山

（倉敷商） （笠岡工） （東岡山工） （下関工） （府中東） （下関工） （県広島工）
②山本 ②片岡 ②藤村 ③下村 ③秀高 ③浜辺 ①林

（鳥西工） （倉敷商） （下関工） （下関工） （府中東） （東岡山工） （県広島工）
③曽田 ②藤井 ①岡 ②山本

（出雲農） （笠岡工） （出雲農） （鳥取西工）
③宮原 ①亀滝

（倉敷商） （出雲農）
③大内 ②平野 ①今岡

（東岡山工） （下関国際） （出雲農）
③亀山 ③山神 ②石井

（倉敷商） （東岡山工） （倉敷商）
③森本 ②松尾 ②太宰

（倉敷商） （倉敷商） （倉敷商）
③山本 ②福谷 ②福利 ②永見

（倉敷商） （倉敷商） （倉敷商） （出雲農林）
②森平 ③西原 ②石井 ③細川 ③田中

（倉敷商） （倉敷商） （倉敷商） （広島国際） （岩美）
②三宅 ③中井

（倉敷商） （玉野光南）
③阿部・②田代 ③嶋津・③井上 ②大原・②上野 ③大上・③小早川 ③小手川・②高原 ③高田・②大 ③林・③浅田 ②栗原・②平岡

（聖光） （光） （修道） （安芸南） （安芸南） （邑久） （米子高専） （安芸南）
安芸南 修道 光 広島国泰寺 聖光 邑久 米子高専 玉野
（広） （広） （山） （広） （山） （岡） （鳥） （岡）

③吉田・③矢野 ②斉藤・②奥本 ③岡本・②松岡 ①濱田・③船木 ③嶋田・③長野 ③浜田・②田 ③細井・③須山 ③新谷・①綱本
（光） ②向井 （光） （広島商船） （光） （境） （境） （聖光）

（呉宮原）
光 呉宮原 境 安芸南 市立呉 広島商船高専 聖光 琴浦

（山） （広） （鳥） （広） （広） （広） （山） （岡）
鳥取西工業 神辺旭 玉野光南 岩国工業 安来

（鳥） （広） （岡） （山） （島）
安来 熊毛南 玉野光南 神辺旭 鳥取西工業
（島） （山） （岡） （広） （鳥）

③池澤 ③平井 ③小林 ②青木 ③浅江 ③大賀 ③岩越 ③河村
（鳥取西工） （安来） （鳥取西工） （西大寺） （熊毛南） （玉野光南） （鳥取西工） （鳥取西工）

③平井 ③冨川 ③大賀 ③日谷 ③松岡 ③三村 ③藤田 ③河村
（安来） （岩国工） （玉野光南） （神辺旭） （盈進） （岡山大安寺） （岩国工） （鳥取西工）
③池澤 ③末次 ③小野 ③森下 ③園畠 ②松本 ③田中 ②青木

（鳥取西工） （誠之館） （神辺旭） （鳥取西工） （岩国工） （松江工） （西大寺） （西大寺）
③實重 ③門田 ③平田 ③梶川 ③玉重 ③濱田 ③河野 ③中村
（安来） （神辺旭） （神辺旭） （鳥取西工） （熊毛南） （西大寺） （熊毛南） （柳井学園）
③玉重 ③林 ③加田 ③河野 ③木下 ③平田 ②恒松 ③實重

（熊毛南） （神辺旭） （安来） （熊毛南） （西大寺） （神辺旭） （鳥取西工） （安来）
岡山県山陽 呉港 山口県鴻城 高水 五日市 岡山工業 西条農業 関西

（岡） （広） （山） （山） （広） （岡） （広） （岡）
岡山県山陽 西条農業 倉敷 山口県鴻城 大門 安芸府中 関西 岡山理大附

（岡） （広） （岡） （山） （広） （広） （岡） （岡）
③榎 ③大本 ②天野 ③小川 ②小出 ③岩本 ②石田 ③木村

（呉港） （岡山県山陽） （岡山県山陽） （山口県鴻城） （岡山理大附） （高水） （岡山理大附） （岡山県山陽）
③大野 ③藤井 ③前田 ①喜久田 ②米田 ③宮田 ③梶間 ③玉田

（西条農） （岡山県山陽） （広島山陽） （岡山県山陽） （境水産） （岡山県山陽） （松江南） （西条農）
岡山県山陽 安芸府中 高水 山口県鴻城 大東 広島朝鮮 五日市 呉三津田

（岡） （広） （山） （山） （島） （広） （広） （広）
岡山県山陽 山口県鴻城 安芸府中 大門 安芸南 五日市 呉三津田 高水

（岡） （山） （広） （広） （広） （広） （広） （山）
③廣中 ③辻 ③岡島 ③谷本 ③佐藤 ③西川 ②後藤 ②高垣
（高水） （岡山県山陽） （岡山県山陽） （岡山大安寺） （高水） （安芸府中） （山口県鴻城） （岡山県山陽）
①青木 ②吉田 ②後藤 ③岡島 ②垰本 ②木村 ②力石 ①福田

（岡山県山陽） （境水産） （岡山県山陽） （岡山県山陽） （安芸府中） （大門） （尾道東） （岡山県山陽）

種目

自転車

学校対抗

男子

1㎞タイムトライアル

ケイリン

スプリント

4km速度競争

ポイントレース

3㎞インディヴィ

エイリミネーション

- - - -

- - - -

オリンピックスプリント

4㎞チームパーシュート

チームロードレース - -

個人ロード

女子
2㎞インディヴュアル - -

500ｍタイムトライアル - -

ボクシン
グ

学校対抗 - -

ライトフライ - - - -

バンダム

-

個人

モスキート - - - - - - -

-

-

フライ - - - - -

-

- - -

-

ライト - - - - -

フェザー - -

ライトウェルター - - - - -

ウェルター - - - - - - -

ライトミドル - - - - -

ミドル - - - - - - -

ホッケー
男子 - - -

女子 - - -

ウエイトリ
フティング

学校対抗

個人

男子

５３㎏級

６２㎏級

７７㎏級

１０５㎏級

女子

４８㎏級

- -

５６㎏級 -

- -

６９㎏級 - -

８５㎏級 -

９４㎏級 - - - -

- - -

-

-

- -

＋１０５㎏級 - - - - -

-

-

５３㎏級 - - - - -

- - -

-

６３㎏級 - - -

５８㎏級 - - -

６９㎏級 - - - - - -

ヨット

男子
FJ級ソロ

ＦＪ級デュエット

女子
ＦＪ級ソロ

ＦＪ級デュエット

フェンシン
グ

団体
男 -

個人

男子

フルーレ

エペ

サブーレ

女子

-

女 - - -

団体組手

団体形

個人組手

-

個人形

フルーレ

エペ

空手道

男子

団体組手

団体形

個人組手

個人形

女子



NO.6
競技種目 １　位 ２　位 ３　位 ４　位 ５　位 ６　位 ７　位 ８　位

広島城北Ａ 関西 萩工業 市立福山 岡山工業 広島城北Ｂ 笠岡商業 萩工業Ｂ
（広） （岡） （山） （広） （岡） （広） （岡） （山）

福山市立福山Ａ 福山市立福山Ｂ 柳井工業
（広） （広） （山）

③高橋・③藤本 ③黒瀬・②今城 ③恵飛寿・③平田 ③小川・③金子 ③藤田・③岡村 ③赤瀬・③大平 ③高山・③大田 ③福田・③金子
（市立福山） （関西） （広島城北） （広島城北） （萩工業） （笠岡商業） （萩工） （萩工）
②豊田・②原 ②神原・②吉岡 ②丸山・②内田 ③高妻・③平元 ②寺岡・②高尾 ②萩原・②笹倉 ②石井・②花澤 ③白井・③宮田
（市立福山） （市立福山） （岡山理大附） （市立福山） （柳井工業） （金光学園） （岡山理大附） （大島商専）
広島山陽 賀茂 西京 可部 倉吉東 鳥取商業 呉宮原 岡山理大附

（広） （広） （山） （広） （島） （鳥） （広） （岡）
賀茂 備前東 倉吉東 呉宮原 可部 鳥取商業 聖光 西京
（広） （岡） （鳥） （広） （広） （鳥） （山） （山）

②野村 ②瀬尾 ③高岸 ②大山 ③児玉 ③高橋 ③倉田 ③中嶋
（賀茂） （県立広島工） （呉宮原） （鳥取商） （賀茂） （広島山陽） （呉宮原） （倉吉東）
③中野 ③平井 ③本内 ③日幡 ③川口 ③乗田 ②松本 ③堂坂
（賀茂） （呉宮原） （倉吉東） （備前東） （呉宮原） （可部） （西京） （鳥取商）

出雲北陵 児島 鳥取西 長府 勝間田 米子 鈴峯女子 庄原格致
（島） （岡） （鳥） （山） （岡） （鳥） （広） （広）

③植月 ③安食 ③荒木 ③稲垣 ③西尾 ③大江 ③稲田 ②安喰
（勝間田） （出雲北陵） （出雲北陵） （勝間田） （出雲北陵） （鳥取西） （出雲北陵） （出雲北陵）

③片山・③西村 ③三宅・③岡野 ③山田・③藤谷 ②北野・③横田 ①田村・①信本 ③荒木・②安喰 ③杉村・②西山 ②松山・③山田
（岡山一宮） （児島） （長府） （長府） （鈴峯女子） （出雲北陵） （長府） （児島）

防府 広島学院 津山東 広大附 徳山 出雲 安来 大田
（山） （広） （岡） （広） （山） （島） （島） （島）
防府 ノートルダム清心 岡山操山 新南陽 高陽 津山東 出雲 賀茂
（山） （広） （岡） （山） （広） （岡） （島） （広）
修道 岡山朝日 新南陽 岡山操山 多々良学園 鳥取東 広島観音 鳥取西工・鳥取湖陵
（広） （岡） （山） （岡） （山） （鳥） （広） （鳥）

倉敷（岡） 由良育英（鳥） 出雲工業（島） 下松（山） 如水館（広） 西京（山） 熊野（広） 沼田（広）
興譲館（岡） 西京(山） 由良育英（鳥） 就実（岡） 出雲商業（島） 鳥取商業（鳥） 中村女子（山） 西条農業（広）

蒜山 加計芸北 飯南 林野 鳥取城北 八頭 徳佐 米子北
(岡) (広) (島) (岡) (鳥) (鳥) (山) (鳥)

米子北 津山東 新庄 山口
(鳥) (岡) (広) (山)

②勝田 ②斉藤 ③中島 ②植木 ②御船 ③岡本 ①谷出 ②川合
(加計芸北) (加計芸北) (飯　南) (蒜山) (蒜山) (飯南) (舟入) (蒜山)

②植木 ②勝田 ②御船 ②川合 ③岡本 ①倉橋 ③中島 ③明見
(蒜山) (加計芸北) (蒜山) (蒜山) (飯南) (飯南) (飯南) (飯南)
③道上 ③澤田 ③福本 ③杉原 ③前住 ①甲田 ②鉄増 ①戸田
(林野) (飯南) (鳥取城北) (加計芸北) (八頭) (林野) (千代田) (福山葦陽)
③道上 ③福本 ③前住 ②那須 ③川上 ③杉原 ①戸田 ①森岡
(林野) (鳥取城北) (八頭) (米子北) (根雨) (加計芸北) (福山葦陽) (鳥取城北)
飯南 蒜山 徳佐
(島) (岡) (山)

②友金 ③松本 ②森山 ③笠間 ②石原 ②馬 船 ②柏木 ①天野
(津山東) (米子北) (倉敷南) (米子北) (横田) (庄原格致高野山) (広瀬) (庄原格致高野山)
②友金 ③松本 ③笠間 ②森山 ②石原 ②柏木 ②馬船 ①天野
(津山東) (米子北) (米子北) (倉敷南) (横田) (広瀬) (庄原格致高野山) (庄原格致高野山)
①仁井 ②玉谷 ①坪田 ③生田 ③山本 ①米沢 ②藤本 ③小椋
(新庄) (鳥取西) (盈進) (山口) (鳥取城北) (高水) (柳井) (津山東)
③生田 ①藤原 ①仁井 ①坪田 ①米沢 ②藤本 ②玉谷 ③多田
(山口) (加計芸北) (新　庄) (盈進) (高水) (柳井) (鳥取西) (益田)

- - - - - - - -

種目

少林寺拳法

団体演武
男

女 -

組演武
男

女

- - - -

アーチェリー

団体
男

女

個人
男

女

なぎなた

団体

個人

演技

登山

A隊団体 男

B隊団体 女

C隊縦走 男

駅伝
男子
女子

スキー

学校対抗
男

女

男子

XCフリー

XCクラシカル

倉敷南(岡)
盈進(広)

鳥取西(鳥)
加計芸北(広)

GSL

SL

リレー - - - - -

女子

XCフリー

XCクラシカル

GSL

SL

リレー


