
NO.1
１　位 ２　位 ３　位 ４　位 ５　位 ６　位 ７　位 ８　位

総合 大社 倉吉工 西条農業 由良育英 皆実 西京 八頭 岡山一宮
トラック 大社 由良育英 皆実 倉敷 西京 倉吉工 八頭 西条農業

フィールド 大社 神辺旭 倉吉工 岡山工 西条農業 岡山一宮 倉敷工 益田産
総合 皆実 松江北 由良育英 境 興譲館 就実 大社 西京

トラック 皆実 松江北 由良育英 興譲館 玉野光南 西京 境 舟入
フィールド 就実 松江西 下関商 境 大社

野田 吉川 上杉 紀井 岩本 平岡 廣田 原
(大社) (沼田） (岡山一宮） (邑久） (由良育英） (皆実） (萩工） (大社)
野田 丸山 上杉 岡田 神門 平岡 森 宮本
(大社) (由良育英) (岡山一宮) (八頭） (大社） (皆実） (皆実） (倉敷工）

森 村谷 桐畑 金築 岡田 三橋 坂本 阪本
(皆実） (田部） (益田工） (由良育英） (廿日市） (隠岐) (大社） (三原）
津川 三浦 作田 吉井 林田 河合 國延 工藤

(松江商) (出雲工) (高陽) (井口) (美作) (岡山朝日) (玉野光南) (八頭）
池邉 大石 宮 高下 三浦 藤井 桑原 深野
(倉敷) (益田産) (世羅) (倉敷) (出雲工) (倉敷南) (西京) (沼田）
加藤 本多 池邉 宮地 吾郷 赤木 高下 金塚

(米子松蔭) (下松) (倉敷) (如水館) (出雲工) (倉敷) (倉敷) (玉野光南）
國分 山田 岡本 田中 杉本 高橋 井上 大川
(柳井) (八頭) (倉吉工) (由良育英) (山口鴻城) (岡山工) (出雲) (倉吉工）
田邉 田中 桐畑 澤田 二澤 谷口 高野 那須

(鳥取西) (西京) (益田工) (横田) (横田) (大田) (沼田) (倉吉産)
大石 廣谷 山本 金塚 窪岡 竹下 三宅 岡田

(益田産) (世羅) (西京) (玉野光南) (熊野) (萩) (倉敷) (安来)
山根 田中 平井 土手 本 田中 納所 羅久井

(西条農業) (八頭) (西条農業) (玉野光南)山 (由良育英) (萩) (岡山東商) (玉野光南)
4× 大社 由良育英 皆実 浜田 西京 岡山工 倉敷工 倉吉工
4× 大社 倉吉工 皆実 西条農業 三原 浜田 西京 由良育英

藤澤 黒田 生土 河相 江藤 渡辺 森岡 辻本
(西京) (美作) (松江南) (神辺旭) (倉吉工) (倉敷工) (下関西) (笹岡）
石原 礒江 水本 児玉 延安 溝上 水戸 萩原

(岡山理附) (倉吉工) (西条農業) (開星) (神辺旭) (西条農業) (広工大) (西条農業)
金子 瀬戸川 新崎 南陽 西川 岡 光田 熊代

(岡山一宮) (岡山工) (浜田) (神辺旭) (岡山工) (倉敷南) (大津) (大安寺)
苅山 西川 江藤 村上 岡 石田 光元 波多野

(岡山一宮) (岡山工) (倉敷工) (神辺旭) (倉敷南) (基町) (基町) (鳥取城北）
岡先 上田 益成 友安 山本 矢野 吉田 角田
(大社) (大社) (益田産) (西条農業) (下関中央工) (倉敷工) (早鞆) (大社）
岡先 樽岡 長尾 東郷 高田 友安 中司 岡本
(大社) (高陽) (廿日市) (宮島工) (桜ヶ丘) (西条農業) (西京) (柳井工)
小田 野儀 牧野 岡先 河野 石井 若林 安留
(田部) (倉吉工) (総社) (大社) (倉吉工) (福山工) (金光) (高陽)
露木 桑田 平家 品川 道祖尾 田中 菅﨑 原

(鳥取城北) (金光) (八頭) (益田産) (由良育英) (八頭) (下関商) (古城池)
木村 林 田邉 後藤 青井 廣瀬 関 堀

(玉野光南) (金光) (玉野光南) (皆実) (高陽) (益田) (倉敷工) (倉吉工）
森田 松田 清水 神田 齋藤 上野 歳弘 森永
(皆実) (西市) (松江北) (操山) (松江商) (下関商) (防府商) (岡山一宮）
横撫 松田 森田 永田 井上 神田 田中 木下
(皆実) (西市) (皆実) (松江北) (松江北) (操山) (鳥取城北) (境)
横撫 泉 西井 森山 西山 永田 安藤 原田
(皆実) (舟入) (玉野光南) (大社) (玉島) (松江西) (米子東) (徳山)
丸山 剌田 清水 北島 立川 山根 宮崎 佐藤
(西京) (賀茂) (舟入) (由良育英) (西条農業) (由良育英) (西京) (倉敷商)
蘆田 岩田 芳賀 奥原 竹中 高野 北山 門脇

(由良育英) (由良育英) (興譲館) (西京) (浜田) (由良育英) (如水館) (出雲商)
蘆田 吉岡 岩田 寺山 山本 北山 門脇 三田

(由良育英) (興譲館) (由良育英) (西京) (興譲館) (如水館) (出雲商) (如水館)
井上 松下 西井 浅津 寺田 高山 足立 安達

(松江北) (皆実) (玉野光南) (出雲北陵) (沼田) (益田東) (境) (倉吉東)
西井 青砥 井上 横田 原田 安原 安達 山下

(玉野光南) (境) (松江北) (総社南) (徳山) (大社) (倉吉東) (廿日市)
池上 山田 谷口 有田 井上 中岡 大國 河村

(興譲館) (八頭) (鳥取商) (鳥取商) (大津) (竹原) (大田) (光)
4× 皆実 境 松江北 沼田 岡山東商 米子東 益田 神辺旭
4× 松江北 皆実 大社 米子東 舟入 境 神辺旭 玉野光南

平田 塩谷 佐々木 鴨﨑 北森 北山 山崎 福永
(美作) (境) (大社) (倉敷中央) (皆実) (津山) (出雲) (西京)
清水 木原 賀屋 河村 寺田 中澤 早川 上田

(松江北) (下関南) (岡山工) (新南陽) (沼田) (境) (華陵) (沼田)
小島 山本 佐賀 皆吉 池田 下村 佐藤 石井

(倉敷翠松) (御調) (高陽) (下関商) (松江西) (就実) (下関商) (府中東)
下村 池田 中井 佐藤 川野 安濃 松下 利重
(就実) (松江西) (由良育英) (西条農業) (皆実) (大社) (松江西) (高陽)
古市 末石 小寺 下村 濱村 吉川 忠津 安濃
(就実) (光) (銀河学院) (就実) (下関商) (庄原格致) (古城池) (大社)
小幡 浅津 山本 藤井 安枝 岸本 砂田 新田

(由良育英) (出雲北陵) (御調) (田部) (井口) (境) (井口) (松江北)
男子 倉敷 由良育英 熊野 下松 世羅 沼田 如水館 出雲工業
女子 由良育英 興譲館 如水館 西京 中村女子 出雲商業 西条農業 世羅
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学校対抗

円盤投

やり投

八種競技

800m

1,500m

3,000m

100mH

400mH

七種競技

駅伝

3,000mW

走高跳

走幅跳

砲丸投

女子

100m

200m

400m

砲丸投

円盤投

ハンマー
投

やり投

美作・松江北・倉敷翠松

男子

100m

200m

400m

800m

1,500m

5,000m

110mH

400mH

種　目

陸上

男

女

3,000mSC

5,000mW

走高跳

棒高跳

走幅跳

三段跳



NO.2
１　位 ２　位 ３　位 ４　位 ５　位 ６　位 ７　位 ８　位

男 西京 大安寺 沼田 関西 五日市 基町 盈進 倉敷天城
女 沼田 西京 倉敷天城 米東 玉野光南 五日市 松江南 松江商業

加藤 三木 久留 和田 永久 杉山 山本 松浦
(基町) (倉敷天城) (基町) (豊浦) (西京) (津山東) (米子西) (鳥取西)
岡本 杦本 加藤 永久 三木 正木 加藤 高尾

(米子) (大安寺) (西京) (西京) (倉敷天城) (盈進) (出雲) (松江工)
尾崎 有松 岡本 高尾 藤井 正木 加藤 川上

(関西) (関西) (米子) (松江工) (大安寺) (盈進) (出雲) (盈進)
朝妻 平松 宮内 川上 建林 木村 盆子 近藤

(米子北) (大安寺) (宇部鴻城) (盈進) (小野田) (賀茂〕 (江津) (関西)
朝妻 岡 建林 木村 山岡 佐々木 近藤 盆子

(米子北) (大安寺) (小野田) (賀茂) (山口) (大門) (関西) (江津)
足立 新間 朝日 長光 広田 木村 菊本 小澤

(西京) (玉野光南) (沼田) (五日市) (沼田) (出雲工〕 (大安寺) (米子西)
朝日 足立 長光 新間 広田 土本 木村 前田

(沼田) (西京) (五日市) (玉野光南) (沼田) (沼田) (出雲工〕 (国際学院)
高橋 谷 清崎 藤井 清水 船木 松岡 山田

(西京) (広) (宇部) (下松) (西京) (開星) (美弥工) (沼田)
高橋 井上 清水 船木 垣田 重親 黒川 清崎

(西京) (五日市) (西京) (開星) (鳥取工) (米子西) (多々良) (宇部)
高本 伊原 杦本 門脇 宮内 松村 小笹 冨本

(広県工) (五日市) (大安寺) (安来) (宇部工) (松江工) (出雲北陵) (関西)
高本 嘉本 松村 伊原 江角 小笹 上杉 門脇

(広県工) (出雲工) (松江工) (五日市) (五日市) (出雲北陵) (米子西) (安来)
個人 森永 福田 永安 畠山 片山 尾崎 仲本 弓戸

メドレー (西京) (大安寺) (浜田) (安芸南) (関西) (関西) (米東) (瀬戸内)
森永 片山 永安 岡 東 畠山 福田 野田

(西京) (関西) (浜田) (大安寺) (盈進) (安芸南) (大安寺) (美鈴が丘)
400m 大安寺 西京 関西 沼田 倉敷天城 米東 基町 盈進
800m 大安寺 沼田 関西 五日市 西京 盈進 山口 米東

メドレーリレー 400m 西京 大安寺 五日市 沼田 米子西 関西 基町 宇部
門脇 吉川 高岡 樋野 野村 田村 吉清 河野

(米東) (安来) (広) (松江南) (徳山) (津山高専) (倉敷天城) (沼田)
門脇 鷲見 吉川 高岡 河野 石川 小田原 野村

(米東) (米東) (安来) (広) (沼田) (出雲西) (出雲西) (徳山)
島本 竹内 鷲見 石川 大峯 小田原 林 花戸

(沼田) (玉野光南) (米東) (出雲西) (沼田) (出雲西) (広陵) (鈴峯)
島本 中村 岡村 竹内 今村 三宮 岡 福場

(沼田) (沼田) (沼田) (玉野光南) (皆実) (玉野光南) (岡山南) (高水)
中村 岡村 今村 三宮 福場 大内 兼 大峯

(沼田) (沼田) (皆実) (玉野光南) (高水) (松江北) (五日市) (沼田)
大國 杉原 藤井 森本 永瀬 追立 横山 高橋

(出雲) (松江南) (西京) (玉野光南) (倉敷天城) (岡山理附) (安佐北) (誠之館)
杉原 永瀬 追立 大國 藤井 森本 高橋 村田

(松江南) (倉敷天城) (岡山理附) (出雲) (西京) (玉野光南) (誠之館) (盈進)
赤木 山野 尾形 大山 小野 宮内 高重 樋口

(倉敷天城) (西京) (倉敷天城) (米東) (倉敷天城) (沼田) (岩国総合) (広島市商)
山野井 高重 大山 宮内 尾形 稲毛 小野 木下
(西京) (岩国総合) (米東) (沼田) (倉敷天城) (盈進) (倉敷天城) (米東)
高橋 増田 守田 山本 竹下 石飛 仲本 金津

(大社) (西京) (五日市) (沼田) (西京) (松江商) (米子西) (松江商)
増田 守田 高橋 中山 山本 増田 石飛 日高

(西京) (五日市) (大社) (大安寺) (沼田) (米子西) (松江商) (邑智)
個人 赤木 宮崎 古川 向井 清水 山田 反田 武藤

メドレー (倉敷天城) (沼田) (芳泉) (米東) (学芸館) (沼田) (沼田) (松江南)
岡 宮崎 古川 向井 清水 反田 山田 武藤

(岡山南) (沼田) (芳泉) (米東) (学芸館) (沼田) (沼田) (松江南)
メドレーリレー 400m 西京 沼田 倉敷天城 玉野光南 米東 五日市 松江商業 盈進
フリーリレー 400m 沼田 玉野光南 倉敷天城 西京 五日市 松江商業 鈴峯女子 広島市商

男子 境水産 - - - - - - -
女子 倉敷天城 暁の星女子 米子西 開星 自彊 松江北 倉敷中央 倉敷商業

向山
(境水産)

合田 杉川 藤田 米原 又賀 入江
(自彊) (米子西) (暁の星) (開星) (松江北) (倉敷天城)
向山

(境水産)
恒川 藤田 米原 杉川 合田 又賀 神尾

(自彊) (暁の星) (開星) (米子西) (自彊) (松江北) (倉敷中央)
由良育英 関西 修道 広島学院 江津 広島県工 岡山理大附 舟入

男子

女子

-

女子 -

-

- - -

女子

水球

- - -
飛板飛込

男子 - -

- -

- - - -

400m

飛　込
学校対抗

高飛込
男子

バタフライ
100m

200m

200m

背泳ぎ
100m

200m

平泳ぎ
100m

200m

400m

フリーリレー

自由形

50m

100m

200m

400m

800m

バタフライ
100m

200m

200m

100m

200m

平泳ぎ
100m

200m

種　目

水泳

総合

自由形

50m

100m

200m

400m

1,500m

背泳ぎ



NO.3
１　位 ２　位 ３　位 ４　位 ５　位 ６　位 ７　位 ８　位

男 関西 崇徳 沼田 開星 大社 沼田 理大附属 米子松蔭
女 山陽女子 鈴峯女子 就実 沼田 美鈴が丘 大社 開星 -

西峯 沖口 録沢 天野 磯田 藤本 小山 中本
(関西) (関西) (関西) (関西) (関西) (沼田) (関西) (沼田)
椎原 江原 有松 長山 山下 牟田

(山陽女子) (鈴峯女子) (山陽女子) (鈴峯女子) (山陽女子) (鈴峯女子)
西峯 沖口 録沢 天野 藤本 進堂 堂河内 磯田
(関西) (関西) (関西) (関西) (沼田) (崇徳) (崇徳) (関西)
天野 西峯 録沢 小山 沖口 安部 中本 川北
(関西) (関西) (関西) (関西) (関西) (開星) (沼田) (崇徳)
藤本 磯田 天野 沖口 録沢 西峯 小山 象谷
(沼田) (関西) (関西) (関西) (関西) (関西) (関西) (開星)
西峯 沖口 川北 藤本 柳 青木 録沢 俵
(関西) (関西) (崇徳) (沼田) (多々良) (大社) (関西) (浜田)
磯田 西峯 小山 録沢 沖口 天野 象谷 中本
(関西) (関西) (関西) (関西) (関西) (関西) (開星) (沼田)
西峯 録沢 沖口 黒岩 磯田 中本 川北 天野
(関西) (関西) (関西) (本郷工業) (関西) (沼田) (崇徳) (関西)
牟田 有松 藤山 椎原 長山 加賀 江原 山下

(鈴峯女子) (山陽女子) (鈴峯女子) (山陽女子) (鈴峯女子) (山陽女子) (鈴峯女子) (山陽女子)
椎原 江原 山下 牟田 半田 長山 藤井 加賀

(山陽女子) (鈴峯女子) (山陽女子) (鈴峯女子) (山陽女子) (鈴峯女子) (鈴峯女子) (山陽女子)
江原 椎原 長山 加賀 有松 藤井 山下 牟田

(鈴峯女子) (山陽女子) (鈴峯女子) (山陽女子) (山陽女子) (鈴峯女子) (山陽女子) (鈴峯女子)
椎原 加賀 有松 長山 藤井 山下 江原 牟田

(山陽女子) (山陽女子) (山陽女子) (鈴峯女子) (鈴峯女子) (山陽女子) (鈴峯女子) (鈴峯女子)
男 精研 広陵 智頭農林 - - - - -
女 鳥取西 鈴峯女子 開星 女学院 八頭 賀茂 浜田 出雲

大原 川相 原 福島 川戸 中本
(智頭農林) (精研) (広陵) (広陵) (智頭農林) (智頭農林)

入口 望月 中野 中島 長谷 安 福原 山中
(鈴峯女子) (鳥取西) (鈴峯女子) (鈴峯女子) (鳥取西) (岡山南) (鈴峯女子) (鳥取西)

大原 川相 原 川戸 中村 福島 谷本
(智頭農林) (精研) (広陵) (智頭農林) (智頭農林) (広陵) (智頭農林)

大原 川相 福島 原 川戸 中村
(智頭農林) (精研) (広陵) (広陵) (智頭農林) (智頭農林)

入口 望月 中野 中島 長谷 安 福原 福原
(鈴峯女子) (鳥取西) (鈴峯女子) (鈴峯女子) (鳥取西) (岡山南) (鈴峯女子) (鈴峯女子)

入口 望月 中野 中島 長谷 安 溝口 山中
(鈴峯女子) (鳥取西) (鈴峯女子) (鈴峯女子) (鳥取西) (岡山南) (開星) (鳥取西)

岡田 杉谷 藤木 福田 片岡 大川 小倉 高橋
（関西） （関西） （福山工） （鳥取東） （備前） （宮島工） （岡山東商） （盈進）
米子東 関西 松江北 鳥取東 宮島工業 江津工業 安下庄 西市
関西 米子工業 江津工業 西市 皆実 米子東 廿日市 鳥取東
西川 林 大江 久森 西中 小堺 福井 吉川

（松江北） （松江北） （米子南） （江津工） （宮島工） （鳥取商） （岡山東商） （皆実）
松江北 西市 米子南 岡山東商 米子東 皆実 廿日市 -
米子南 松江北 米子東 松江東 安下庄 鳥取商業 岡山操山 廿日市

競技種目 １　位 ２　位 ３　位 ４　位 ５　位 ６　位 ７　位 ８　位
田代　清水 藤田　相原 財間　吉田 出張　前田 栗原　平岡 横路　高原 小寺　中村 木坂　藤原

(聖光) (光) (光) (国泰寺) (安芸南) (安芸南) (国泰寺) (安芸南)
デュエット 光 安芸南 国泰寺 聖光 邑久 大島商船 玉野 山陽

須磨　松岡 川本　長野 濱田　港 斉藤　沖本 矢倉　日暮 永島　奥本 大原　三好 渡部　田中
(光) (光) (広島商船) (呉宮原) (境) (呉宮原) (ノートルダム清 (境)

デュエット 光 呉宮原 境 安芸南 広島商船 聖光 ノートルダム清心 市立呉
男子団体 広島学院 岡山操山 防府 徳山 益田 高陽 - -
男子縦走 岡山朝日 修道 新南陽 多々良 大田 出雲工業 - -
女子団体 新南陽 松江北 賀茂 高陽 就実 岡山大安寺 - -

競技種目 １　位 ２　位
バスケット 広島商業 美鈴が丘 山口 倉敷青陵 水島工業 鳥取東 下関工業 皆実

ボール 皆実 三田尻女子 慶進 松江北 倉敷翠松 米子西 就実 倉吉北
下松工業 下関中央工業 岩国工業 境 岡山理大附 東岡山工業 倉敷青陵 松江南

華陵 岩国商業 賀茂 高水 山陽女子 玉野光南 境 倉敷中央
神辺旭 玉野光南 宇部商業 崇徳 祇園北 広工大高 岡山東商業 美作

三田尻女子 就実 八頭 岡山東商業 宇部商業 岡山南 安田女子 開星
男子 岡山理附 広島山陽 東岡山工 倉敷工業 鳥取西 崇徳 浜田 下松工業
女子 立志舘 鈴峯女子 岩国商業 就実 松江西 女学院 山陽女子 米子女子

仮屋園　小林 堺　北見 後藤　原 村上　小林 水松　遠藤 藤山　長門 木下　宮下 大神　石徳
(岡山理附) (岡山理附) (岡山理附) (岡山理附) (岡山理附) (広島山陽) (呉宮原) (音戸)
丸井　笹内 小野　牧田 渡辺　吉本 長　中川 黒川　清水 榊原　藤井 田畑　加藤 高下　堂本
(立志舘) (就実) (鈴峯女子) (立志舘) (鈴峯女子) (鈴峯女子) (立志舘) (鈴峯女子)

尾崎 石川 小野 佐々木 佐藤 島村 大谷 森岡
（岡山理附） （岡山理附） （岡山理附） （米子東） （関西） （西京） （防府） （岡山理附）

高原 深井 錦織 山田 福田 太田 唐下 三上
（美鈴が丘） （山陽女子） （松江北） （山陽女子） （学芸館） （安田女子） （山陽女子） （安田女子）
森岡　三海 山下　粕谷 流田　内田 尾崎　三宅 杉井　益岡 多田　佐藤 小林　三村 石川　小野
（岡山理附） （朝日） （美鈴が丘） （岡山理附） （関西） （関西） （広陵） （岡山理附）
福田　前山 三上　柳谷 唐下　藤田 富田　平松 高原　長野 川重　住田 竹林　宍戸 神谷　篠原
（学芸館） （安田女子） （山陽女子） （朝日） （美鈴が丘） （安田女子） （安田女子） （美鈴が丘）

男子 近大福山 関西 青谷 出雲西 西京 明誠 平田 下関工業
女子 就実 近大福山 鳥取女子 出雲西 松江商業 明誠 岡山山陽女子 玉野光南

王 白神 西田 深田 米本 河村 堀田 横川
(関西) (関西) (近大福山) (関西) (岩国商) (明誠) (近大福山) (下関工)
片岡 大西 江尻 山本 澤根 上坂 松浦 平野
(就実) (就実) (就実) (岡山山陽女) (玉野光南) (近大福山) (松江商) (出雲)

王　白神 新原　西田 池田　嘉本 西中　片岡 木下　大熊 松山　平松 河村　永戸 坂本　有田
(関西) (近大福山) (出雲西) (関西) (玉野光南) (玉野光南) (明誠) (関西)

片岡　大畑 江尻　大西 宮武　橋本 上坂　池田 岡本　秋山 横山　山本 三代　金織 糸賀　中村
(就実) (就実) (就実) (近大福山) (徳山) (岡山山陽女) (松江南) (明誠)

団体

ソロ

女子
男子
女子

女子

卓球
個人

男子

女子

男子

女子

団体

シングルス

男子

女子
個人

男子

登山

３　位

女子

種目

ヨット

男子

A隊
B隊
C隊

ダブルス

男子

女子

ハンド
ボール
バレー
ボール

テニス

シングルス

ダブルス

個人

ソフトテニ
ス

男子
女子
男子

５　位

ソロ

女子
フープ

ボート

シングルスカル
男子

ダブルスカル
舵手付きクォドルプル

種目

シングルスカル
女子

ダブルスカル

男子

舵手付きクォドルプル

-

こん棒 - -

男 - -

女

新体操

団体総合

個人

総合

棒

ボール

女子
平行棒

平均台

床

男子

鞍馬

吊輪

跳馬

平行棒

鉄棒

男

女 - -

体操

団体総合

個人

総合

床

跳馬



NO.4
競技種目 １　位 ２　位 ３　位 ４　位
サッカー 多々良 玉野光南 水島工業 津山工業 境 米子東 大社 米子北
競技種目 １　位 ２　位 ３　位 ４　位 ５　位 ６　位 ７　位 ８　位

江の川 津山工業 萩工業 米子東 - - - -
安芸南 宇部 岡山工業 倉吉東 - - - -

美鈴が丘 山口 出雲 米子工業 - - - -
競技種目 １　位 ２　位

広工大高 御調 東岡山工 新見 由良育英 三刀屋 安来 倉吉東
安田女子 出雲商業 鳥取女子 慶進 倉敷中央 中村女子 大東 下関短附

男子 柳井工業 水島工業 境港工業 安佐北 下関中央工 広島城北 西大寺 大東
女子 岡山山陽女子 桜ヶ丘 笠岡商業 倉吉工業 中村女子 大東 熊毛北 鈴峯女子

竹光 秦岡 伊東 川崎 堀 末吉 山縣 畑
(柳井工) (大東) (安佐北) (国泰寺) (水島工) (境港工) (下関中工) (水島工)

周 川下 藤原 浅原 末長 恩田 松尾 田脇
(桜ヶ丘) (鈴峯) (倉吉工) (笠岡商) (熊毛北) (松徳女) (熊毛北) (古城池)

竹光　河野 三﨑　山縣 田中　堀 米田　秦岡 伊月　山﨑 末吉　柏木 志賀　田村 藤原　畑
(柳井工業) (下関中央工) (水島工業) (大東) (西大寺) (境港工) (山口中央) (水島工業)
浅原　黒田 周　霜山 松尾　末長 藤原　信組 浅井　片山 秦　福原 林　藤山 岡﨑　岡本
(笠岡商業) (桜ヶ丘) (熊毛北) (倉吉工業) (祇園北) (松江北) (中村女子) (岡山山陽女)

競技種目 １　位 ２　位 ３　位 ４　位 ５　位 ６　位 ７　位 ８　位
男 近大 福山 開星 崇徳 瀬戸内 - - -
女 西京 皆実 広陵 岡山東商業 玉野商業 - - -

平岡 宮田 飯田 山本 小原
(近大福山) (崇徳) (玉野光南) (萩) (玉野光南)

西村 武田 貴田 小原 小中
(崇徳) (崇徳) (広工大附) (玉野光南) (浜田)
藤井 鳥越 板川 高谷 佐藤

(崇徳) (近大福山) (崇徳) (倉敷工) (開星)
金子 玉城 西村 河村 花本

(崇徳) (近大福山) (近大福山) (玉野商) (崇徳)
三宅 有冨 建部 藤原 坪井

(崇徳) (萩) (開星) (玉野商) (岡山理附)
森上 藤原 武田 水原 川崎

(近大福山) (近大福山) (崇徳) (岡山理附) (岡山東商)
竪野 新谷 福永 比南原 三浦

(崇徳) (開星) (高水) (開星) (平田)
大畑 平川 平岡 戸谷

(矢上) (浜田) (国際学院) (宇部商)
藤原 福岡 岡村 白須

(広島県工) (広陵) (西京) (浜田)
竹内 藤本 村田 秋本

(広陵) (平田) (鴻城) (徳山)
中野 堀 加瀬野 本庄

(徳山) (西京) (岡山山陽) (米子北)
藤原 橋本 濱岡 淀瀬

(岡山東商) (岡山東商) (浜田) (倉吉北)
川村 反 本池 租田

(岡山東商) (皆実) (西京) (平田)
松原 小笠原 升井 加戸

(西京) (岡山理附) (広陵) (宇部商)
競技種目 １　位 ２　位

男 西大寺 沼田 皆実 倉敷 鴻城 神辺旭 日彰館 玉野光南
女 立志舘 横田 皆実 米子松蔭 新南陽 沼田 津山東 大社

河野 大田 川合 栗栖 竹尾 波多野 相島 植野
(沼田) (西大寺) (八頭) (沼田) (下松工) (岡山朝日) (神辺旭) (沼田)
延谷 後 岡田 植田 山崎 迫田 浜田 杉山

(横田) (立志舘) (岡山東商) (玉野光南) (皆実) (矢上) (西京) (米子松蔭)
競技種目 １　位 ２　位 ３　位 ４　位 ５　位 ６　位 ７　位 ８　位

相撲 - - - - - - - -
男子 倉吉西 出雲 崇徳 山口中央 江津工業 益田工業 興陽 鳥取東
女子 倉吉西 鳥取西 八頭 浜田 下松 興陽 米子西 美鈴が丘

片山 岩橋 中尾 信家 濱村 中島 今井 杉本
(倉敷青陵) (光丘) (崇徳) (崇徳) (広島市工) (南陽工) (下関西) (柳井)

竹根 山根 安部 坂口 村上 花浦 栗栖 坂本
(浜田) (下松) (松江工) (鳥取湖陵) (邇摩) (松江高専) (広島県工) (美鈴が丘)

競技種目 １　位 ２　位
倉敷 由良育英 隠岐島前 高松農業 鴻城 国際学院 田布施農業 三次
小島 小椋 大元 津村 山﨑 三代 藤永

(倉敷) (由良育英) (田布施農) (倉敷) (隠岐島前) (松江工) (鴻城)
手島 吉村 吉岡 前田 難波 山口 横見 三浦

(由良育英) (田布施農) (鴻城) (隠岐島前) (倉敷) (三次) (高松農) (由良育英)
久安 小玉 近藤 佐々木 藤永 増原 永海 濱口

(倉敷) (倉敷) (赤崎) (明王台) (田布施農) (国際学院) (隠岐島前) (鴻城)
青山 田邊 服部 平松 坂口 杵築 武田 谷口

(松江工) (笠岡工) (国際学院) (熊毛南) (由良育英) (隠岐島前) (倉敷) (赤崎)
舟越 藤原 松本 佃 音田 石原 吉野 山口

(倉敷) (関西) (松江工) (三次) (赤碕) (国際学院) (隠岐島前) (由良育英)
高杉 西田 濱 迫 前田 﨑 加藤 重国

(高松農) (笠岡) (国際学院) (三次) (豊浦) (隠岐島前) (川本) (鴻城)
山口 井川 平尾 太田 脇 竹谷 田中

(倉吉工) (三次) (学芸館) (関西) (隠岐水産) (隠岐島前) (由良育英)
谷本 金川 中村 酒手 新 清山

(国際学院) (鴻城) (関西) (美作) (倉吉工) (倉吉工)
競技種目 １　位 ２　位

崇徳 広陵 大柿 広島山陽 大竹 安古市 - -
上林 多田

(大柿) (岡山工)
丸亀 渡利 松本

(崇徳) (江の川) (岡山工)
土屋 片岡 小川

(崇徳) (岡山理附) (益田工)
高光 柳楽

(広山陽) (開星)
久保 赤木 森本

(崇徳) (岡山理附) (境港工)
畠中 福原 江角

(大竹) (津山東) (米子南)
戸田 松岡

(安古市) (境)
上森 米村 三宅

(広陵) (江の川) (朝日)
末永 小野田

(崇徳) (倉敷工)
垰本

(広陵)
- -

- - -

- - -

ライトミドル級 - - -

ミドル級 - -

-

ウェルター級 - - - - -

ライトウェルター級 - - -

--

- -

-

ライト級 - - - - -

フェザー級 - -

-

バンタム級 - - - - - -

フライ級 - - -

-

-

-

ライトフライ級 - - - - -

種目 ３　位

ボクシング

団体

個人

モスキート級 - - - -

-

130㎏級 - -

63㎏級

69㎏級

76㎏級

85㎏級

種目 ３　位 ５　位

レスリング

学校対抗

個人

50㎏級 -

54㎏級

58㎏級

種目
個人

弓道

団体

個人
男子

女子

種目 ３　位 ５　位

剣道

団体

個人
男

女

-

78㎏超級 - - - -

78㎏級 - - -

-

70㎏級 - - - -

63㎏級 - - -

- - - -

- - - -

- - -

48㎏級

女子

- - - -

52㎏級

- - -

100㎏級 - - -

- - -

81㎏級 - - -

- - -

66㎏級 - - -

種目

柔道

団体

個人

60㎏級

男子

73㎏級

90㎏級

100㎏超級

57㎏級

バドミントン

学校対抗

シングルス
男子

女子

ダブルス
男子

女子

種目 ３　位 ５　位

ソフトボール
男子
女子

ラグビー
Ａブロック
Ｂブロック
Ｃブロック

種目 ５　位
男子
種目



１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
団体 倉敷商業 笠岡工業 下関国際 下関工業 広島県工 出雲農林 鳥取西工　湖陵 東岡山工業

国矢田 中内 銅山 濱岡 池田 先村
（倉敷商） （笠岡工） （倉敷商） （下関国際） （広島県工） （下関工）

藤森 伊加 大塚 岸 杉浦 小川 土江
（倉敷商） （東岡工） （笠岡工） （下関工） （下関工） （府中東） （出雲農林）

大谷 川上 藤原 井上 太田 矢田
（下関工） （笠岡工） （倉敷商） （東岡工） （府中東） （出雲農林）

吉岡 田原 中島 又吉 山下 米田（広島県工）
（笠岡工） （浜田） （倉敷商） （下関工） （府中東） 綿口（岩美）

濟 刀祢 林 新山 粟井 三宅 山口 西尾
（下関国際） （下関工） （広島県工） （広島県工） （倉敷商） （笠岡工） （豊浦） （出雲農林）

片岡 宗藤 遠藤 猪原 笹山 谷本
（倉敷商） （広島県工） （出雲農林） （笠岡工） （浜田） （広島県工）
山本健 藤井 岡 古田 池淵 小村

（鳥取西工） （笠岡工） （出雲農林） （智頭農林） （出雲農林） （広島県工）
山本和 香川 今岡 森川

（鳥取西工） （東岡工） （出雲農林） （府中東）
平野 藤岡

（下関国際） （水島工）
石井 石田

（倉敷商） （倉敷商）
松尾 山岡 是友 川上 武田

（倉敷商） （倉敷商） （倉敷商） （出雲農林） （府中東）
福谷

（倉敷商）
森平 福利 寺尾

（倉敷商） （倉敷商） （倉敷商）
三宅 石井 田辺

（倉敷商） （倉敷商） （府中東）
男子 安来 熊毛南 西大寺 鳥取工業 神辺旭 - - -
女子 鳥取西工業 安来 玉野光南 熊毛南 神辺旭 - - -

蒲生 永井 松本 池田 三宅 西村 永井 青木
（松江工） （安来） （鳥取西工） （安来） （熊毛南） （神辺旭） （安来） （西大寺）

松本 石橋 豬 蒲生 原 上田 大阪 渡邉
（鳥取西工） （松江工） （岩国工） （松江工） （西大寺） （岩国工） （湖陵） （海田）

山本 大塚 松崎 永井 西村 尾上 吉村 西土井
（鳥取工） （玉野光南） （松江工） （安来） （神辺足） （修道） （熊毛南） （鳥取工）

宮本 村上 寺坂 山根 田熊 岩田 南 岡
（神辺旭） （鳥取西工） （鳥取西工） （西大寺） （熊毛南） （安来） （熊毛南） （松江工）

垣松 南 中田 田熊 門脇 長尾 保木本 遠藤
（鳥取西工） （熊毛南） （玉野光南） （熊毛南） （安来） （大安寺） （湖陵） （安来）
岡山工業 多々良 倉吉工業 水島工業 興陽 国際学院 出雲工業 広島城北

井上 佐藤 河端 飯田 池田 河村 太田 山本
（岡山工） （岡山工） （倉吉工） （多々良） （国際学院） （水島工） （興陽） （水島工）

河端 鈴木 藤井 布広 太田 万代 田中 森
（倉吉工） （広島城北） （水島工） （倉吉工） （興陽） （出雲工） （多々良） （水島工）

片山 吉次 福井 山本 宮下 岡 古谷 森下
（岡山工） （多々良） （広市工） （水島工） （倉吉工） （興陽） （広山陽） （出雲工）

益岡 河村 塩野 溝田 飯田 寺川 中尾 村出
（岡山工） （水島工） （出雲工） （広山陽） （多々良） （国際学院） （倉吉工） （倉吉西）

池田 吉次 片山 入江 桜井 塩野 岡田 新谷
（国際学院） （多々良） （岡山工） （岡山工） （倉吉工） （出雲工） （大田） （広城北）

加藤 井上 檜尾 栗田 新谷 藤井 竹下 西垣
（多々良） （岡山工） （興陽） （岡山工） （広城北） （水島工） （出雲工） （水島工）

桜井 加藤 西垣 森河 藤井 岡 大森 鈴木
（倉吉工） （多々良） （水島工） （多々良） （水島工） （興陽） （岡山工） （広城北）
倉吉工業 岡山工業 多々良 水島工業 興陽 広島城北 広島市工 出雲工業
岡山工業 倉吉工業 多々良 国際学院 出雲工業 興陽 水島工業 広島山陽

中尾 荒木 一谷 山野邊 竹下 岡本
（出雲工） （出雲工） （興陽） （興陽） （興陽） （興陽）

中尾 岡本 竹下 山野邊 荒木 一谷
（出雲工） （興陽） （興陽） （興陽） （出雲工） （興陽）

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子 賀茂 広島山陽 広島県工 鳥取工業 岡山理大附 備前東 可部 倉吉農業
女子 呉宮原 賀茂 可部 西京 鳥取商業 米子東 華陵 倉吉東

菊池 中村 神尾 福吉 冨田 野村 椙山 甲田
（広島県工） （吉田） （賀茂） （広島山陽） （西京） （賀茂） （西京） （佐伯）

山﨑 加古谷 嶋田 森重 松長 石原 村上 奥迫
（鳥取照） （賀茂） （久賀） （西京） （鳥取商） （賀茂） （備前東） （広島県工）

１位 ２位
男子 おかやま山陽 安芸府中 呉港 高水 淞南 関西 岡山理大附 山口鴻城
女子 おかやま山陽 山口鴻城 大東 安芸府中 西条農業 海田 高水 米子北
男子 おかやま山陽 倉敷 西条農業 - - - - -
女子 おかやま山陽 山口鴻城 安芸府中 - - - - -

天野 加藤 橋本 坪井 小出 竹内 佐藤 多谷
（おかやま山陽） （おかやま山陽） （徳山） （朝日） （岡山理附） （鴻城） （鴻城） （おかやま山陽）

垰本 中岡 江草 井上 高垣 小川 佐藤 佐藤
（おかやま山陽） （おかやま山陽） （おかやま山陽） （鴻城） （おかやま山陽） （おかやま山陽） （高水） （鴻城）

米田 橋本 津崎
（境水産） （徳山） （おかやま山陽）

後藤 青木 垰本
（鴻城） （おかやま山陽） （安芸府中）

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子 広島城北Ａ 関西 広島城北Ｂ 市立福山Ａ 萩工業 東岡山工業 金光学園 市立福山Ｂ
女子 市立福山Ａ 市立福山Ｂ 金光学園 - - - - -

野崎　鶴田
（関西）

砂子　中村
（萩工業）

吉岡　梶田 豊田　原 梶原　稗田 神原　高橋 内田　徳田 寺岡　福富 河村　繁澤 石井　丸山
（市立福山） （市立福山） （市立福山） （市立福山） （岡山理附） （柳井工） （柳井工） （岡山理附）

１位 ２位 ３位 ４位
女子 出雲北陵 児島 鈴峯女子 至道 鳥取西 庄原格致 比治山女子 勝間田

井口　西山 久冨　北野 有田　安喰 寒田　石田 本名　清水 南野　山根 井上　神谷 石井　松山
（長府） （長府） （出雲北陵） （長府） （勝間田） （長府） （出雲北陵） （児島）
安喰 有田 井上 井口 清水 神谷 春摘 阪本

（出雲北陵） （出雲北陵） （出雲北陵） （長府） （勝間田） （出雲北陵） （鳥取西） （児島）
１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子 横田 瀬戸 広島山陽 八頭 鹿野 - - -
女子 横田 西京 瀬戸 - - -

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
ア 戸田 那須 鉄増 隅田 桜井 津田 城口 藤原
ル （葦陽） （米子北） （千代田） （新庄） （加計芸北） （加計芸北） （鳥取城北） （加計芸北）
ペ 桜井 鉄増 安田 戸田 津田 藤原 平田 三好
ン （加計芸北） （千代田） （米子） （葦陽） （加計芸北） （加計芸北） （加計芸北） （林野）

西村 米澤 藤原 坪田 松尾 野村 鉄増 板垣
（新庄） （高水） （加計芸北） （盈進） （米子北） （新庄） （新庄） （松江南）
西村 坪田 米澤 松尾 鉄増 小椋 片田 寺本

（新庄） （盈進） （高水） （米子北） （新庄） （津山工） （蒜山） （岡山朝日）
ノ 勝田 斉藤 植木 馬船 中島 川合 倉橋 加藤
ル （加計芸北） （加計芸北） （蒜山） （加計芸北） （飯南） （蒜山） （飯南） （飯南）
デ 勝田 斉藤 川合 植木 中島 笠井 馬船 加藤
ィ （加計芸北） （加計芸北） （蒜山） （蒜山） （飯南） （加計芸北） （加計芸北） （飯南）
ッ 10km×４R 加計芸北 飯南 徳佐 - - - - -
ク 友金 石原 田村 冨岡 天野

（津山東） （横田） （新庄） （広瀬） （高野山）
友金 石原 田村 冨岡 天野

（津山東） （横田） （新庄） （広瀬） （高野山）

-

10kmXCF - - -
女子

5kmXCC - -

スキー

男子
ＳＬ

ＧＳＬ

女子
ＳＬ

ＧＳＬ

男子

10kmXCC

15kmXCF

種目

ホッケー
新徳女子　八頭

種目

種目 ５位

なぎなた

団体

演技 の部 女子

個人の部 女子

先納　池田 今村　小田 秋枝　亀田

（関西） （関西） （広島城北） （広島城北） （市立福山） （広島城北） （萩工業）

和田　練尾 湯浅　笠井 酒井　松田 村垣　中下

種目

少林寺 拳
法

団体演武

組演武
男子

女子

- - - -

- - - -

女子

形
男子 -

女子 -

種目 ３位 ５位

空手道

団体
組手

形

個人

組手
男子

アー チェ
リー

団体

個人
男子

女子

ウェイト
リフティン

グ

男子個人

自 転 車

種目

団体
チームスプリント
4ｋｍチーム・パー

女子

４km速度競走

ポイント・レース

- -

2ｋｍインディヴィデュア
ルパーシュート

- -

500ｍタイムトライアル

エリミネーション

ケイリン

学校対抗

1ｋｍタイムトライアル

スプリント

3ｋｍインディヴィデュア
ルパーシュート

フルーレ

サーブル

エペ

女子
フルーレ

エペ

フェンシン
グ

学校対抗

個人

男子

- - - -

-

63ｋｇ級 - - - - -

- - -

58ｋｇ級
太宰（倉敷商）
山上（東岡工）

- - - -

- - - -

女子

48ｋｇ級 - -

53ｋｇ級

69ｋｇ級 -

- - -

105ｋｇ級 -

105超ｋｇ級 - - -

- -

-

94ｋｇ級 - -

-

-

56ｋｇ級 -

62ｋｇ級

廣瀬 （府中東）
吉田 （国際学院）

西村 （湖陵）
伊福 （下関国際）

種目

男子

53ｋｇ級 -

69ｋｇ級
渡邉（府中東）
森本（倉敷商）

77ｋｇ級

85ｋｇ級 -


