
NO.1

名前 名前 名前
（校名） （校名） （校名）

森 準決2組7位 吉川 予選3組6位 平岡 予選6組8位
（皆実） 49“89 （沼田） 10“92 （皆実） 11“21
平岡 予選1組5位

（皆実） 22“63
岡田 予選7組7位

（廿日市） 50“05
作田 予選2組6位 吉井 予選4組6位

（高陽） 2‘0“06 （井口） 1‘58“41
宮広 決勝14位

（世羅） 3‘57“28
宮地 予選1組10位

（如水館） 14‘35“09
広谷 決勝15位 窪岡 予選3組10位

（世羅） 9‘24“45 （熊野） 9‘30“49
山根 予選1組10位 平井 予選2組14位

（西条農） 22‘56“76 （西条農） 23‘56“06
予選2組5位

42“13
予選2組5位 予選6組7位 予選8組7位

3‘19“91 3‘22“67 3‘25“95
河相 予選2組13位

（神辺旭） 1m95
延安 予選1組 水本 予選2組10位 溝上 予選2組

（神辺旭） 記録なし （西条農） 4m60 （西条農） 記録なし
南場 予選1組

（神辺旭） 記録なし
村上 予選2組13位 石田 予選2組

（神辺旭） 13m24 （基町） 記録なし
友安 予選4組10位

（西条農） 14m84
樽岡 予選1組21位 友安 予選2組19位 長尾 予選2組27位

（高陽） 42m41 （西条農） 43m36 （廿日市） 40m89
東郷 予選2組30位

（宮島工） 40m73
石井 予選2組22位

（福山工） 47m94
林 17位

（井口） 4848
森田 予選4組5位

（皆実） 12“37
横撫 準決3組7位 森田 予選8組5位

（皆実） 25“38 （皆実） 25“78
横撫 準決2組3位 泉 予選8組4位

（皆実） 57“38 （舟入） 58“46
剌田 予選5組7位 清水 予選6組5位 立川 予選7組7位

（賀茂） 2‘20“13 （舟入） 2‘17“18 （西条農） 2‘20“61
1,500m - - - - - -

北山 予選3組
（如水館） 欠場

松下 準決1組5位 寺田 予選4組4位
（皆実） 14“38 （沼田） 14“90

400mＨ - - - - - -
3,000mＷ - - - - - -

予選2組8位 準決勝1組5
50“29 48“24

予選2組4位 予選4組6位
4‘01“49 4‘03“01

北森 予選2組
（皆実） 記録なし
寺田 予選2組9位

（沼田） 5m57
佐賀 予選4組8位 山本 予選4組11位

（高陽） 11m40 （御調） 11m11
川野 予選1組22位 佐藤 予選2組

（皆実） 34m88 （西条農） 欠場
小寺 予選1組16位 吉川 予選1組30位

（銀河学院） 38m09 （庄原格致） 32m44
山本 3674点

（御調） 25位

やり投 - -

７種競技 - - - -

砲丸投 - -

円盤投 - -

-

走幅跳 - - - -

走高跳 - - -

-

4×400mR 皆実 舟入 - -

4×100mR 沼田 皆実 -

- -

100mＨ - -

800m

3,000m - -

- -

400m - -

-

１．陸　上

平成１４年度 全国高等学校総合体育大会 成　績　表

女子

100m - - - -

200m

8種競技 - - -

-

ハンマー投 - - - -

円盤投
- - -

三段跳 - -

砲丸投 - - - -

-

棒高跳

走幅跳 - - - -

走高跳 - - -

- -

4×400mR 皆実 三原 西条農業

4×100mR 皆実 - -

3,000SC - -

5,000mW - -

-

5,000m - - - -

1,500m - - -

- - -

800m - -

成績・記録

男子

100m

200m - - - -

400m -

競技種目 成績・記録 成績・記録



NO.2

競技種目
久留 予選1組5位 加藤 予選5組5位

（基町） 25“53 （基町） 24“59
加藤 予選3組5位

（基町） 54“61
長光 予選6組2位 朝日 予選9組1位

（五日市） 59“51 （沼田） 58“78
朝日 決勝2位 広田 予選2組6位 長光 予選7組7位

（沼田） 2‘05“59 （沼田） 2‘11“87 （五日市） 2‘10“52
谷 予選1組1位

（広） 1‘08“60
井上 予選1組2位

（五日市） 2‘30“62
高本 決勝3位 伊原 予選8組3位 伊原 予選8組3位

（広島工） 55“39 （五日市） 56“53 （五日市） 56“53
高本 決勝8位

（広島工） 2‘04“52
畠山 予選2組7位

（安芸南） 2‘15“94
予選2組7位 予選6組8位

8‘17“05 8‘17“05
予選4組6位 予選5組1位

4‘09“52 4‘02“56
高岡 予選1組4位
（広） 28“57
島本 予選7組8位

（沼田） 2‘09“37
岡村 予選2組4位 中村 予選4組3位 島本 予選5組7位

（沼田） 4‘34“83 （沼田） 4‘27“60 （沼田） 4‘27“78
今村 予選2組4位 岡村 予選4組5位 中村 予選6組4位

（皆実） 9‘30“64 （沼田） 9‘22“69 （沼田） 9‘08“10
宮内 予選3組7位

（沼田） 2‘47“87
守田 予選2組4位

（五日市） 1‘05“38
守田 予選3組1位

（五日市） 1‘05“38
宮崎 予選2組1位

（沼田） 2‘26“58
宮崎 予選2組1位

（沼田） 5‘12“37
予選9組7位

4‘03“61
予選5組5位

4‘33“28

恒川（自彊） 決勝　11位　　303.99
藤田（福山暁の星 予選　22位　　138.21

女子 飛板飛込 藤田（福山暁の星） 予選　18位　　143.58

名前（学校名） 予　選 決　勝
崇徳 19位　 164.400 19位　　150.850
沼田 26位　 162.050 -

女子 鈴峯女子 7位　 111.000 9位　　213.100
中本（沼田） 59位　　55.150 -
藤本（沼田） 68位　　54.900 -
進堂（崇徳） 74位　　54.850 82位　　49.650
川北（崇徳） 93位　　54.450 66位　　51.000
村下（崇徳） 131位　　53.550 89位　　47.950

堂河内（崇徳） 133位　　53.500 90位　　47.600
黒岩（本郷工） 137位　　53.250 -
表田（沼田） 220位　　50.100 -
小室（沼田） 235位　　49.400 -
田頭（因島） 252位　　47.950 -

江原（鈴峯女） 19位　　37.000 27位　　71.950
長山（鈴峯女） 35位　　36.725 42位　　70.275
牟田（鈴峯女） 48位　　36.525 63位　　68.625
藤山（鈴峯女） 49位　　36.500 50位　　68.625
長谷部（沼田） 143位　　34.575 -

川北（大下園） 178位　　33.350 -

男子 広陵 棄権
女子 鈴峯女子 23位　　17.250

原（広陵） 29位　　16.650
福島（広陵） 35位　　15.100

女子 入口（鈴峯女） 25位　　17.250

団体

個人
男子

３．体　操

（新体操）

団体
男子

個人

男子

２．水　泳
（競　泳）

（飛　込）

- - -

-

女子

男子 飛板飛込

- - -

リレー 400m 沼田 -

メドレＲ 400m 沼田

- -

400m - - - -
個人メドレー

200m - -

- - - -

- - -

バタフライ
100m - - - -

200m

400m

800m

200m -

- - - -

- -

女子

自由形

50m - - - -

200m

メドレＲ 400m 沼田 五日市

- -

200m - -

リレー 800m 五日市 沼田

-

-

バタフライ
100m

200m - - - -

-

-

200m

平泳ぎ
100m - - - -

200m -

-

100m - - - -

男子

自由形
50m -

背泳ぎ
100m -

- -

個人メドレー



NO.3

競技種目 学校名 予選 敗者復活 準々決勝 準決勝 決勝
1組5位 2組4位
3‘27“22 3‘39“50
7組3位 5組5位
3‘38“17 4‘10“93

藤木 7組3位 6組2位 2組6位
（福山工） 4‘7“29 4‘27“13 3‘46“15

6組2位 6組3位
4‘14“ 4‘18“04
4組4位 2組4位
4‘33“67 4‘44“30

吉川 4組5位 2組5位
（皆実） 4‘26“24 4‘35“80

安芸南Ａ 39位　　216.00 安芸南 10位　　375.00
国泰寺Ａ 40位　　218.00 国泰寺 15位　　503.00
安芸南Ｂ 30位　　159.00 - -
安芸南Ｃ 60位　　313.00 - -
国泰寺Ｂ 55位　　285.00 - -
宮原Ａ 13位　　 70.00 宮原 　5位　　231.00
宮原Ｂ 29位　　161.00 広島商船高専 18位　　386.00　　5

広島商船高専 21位　　116.00 - -

男子 修道 2位　　92.4　2位
女子 高陽 7位　　90.4　7位

女子 皆実

男子 近大福山

木下・宮下（呉宮原）

黒川・清水（鈴峯女

3回戦　3－4　渡部・村上（今治北，愛媛）

4回戦　4－3　新子・久保（高田商，奈良）
5回戦　4－1　藤島・源田（明豊，大分）

6回戦　4－1　梁本・藤ノ原（淀之水，大阪）
準々決勝4－3　渡部・村上（今治北，愛媛）

2回戦　4－3　大貫・遠藤（文化女大杉並，東京）
3回戦　4－2　中川・湊谷（英明，香川）

準決勝　3－4　草野・米田（淀之水，大阪）　　　　　ベスト4
2回戦　4－1　西堀・松田（紫野，京都）

4回戦　4－0　田代・阿久津（白鴎大足利，栃木）
5回瀬　4－3　野田・高橋（高崎健康福祉大高崎，群馬）

6回戦　4－0　水原・坂本（高田商，奈良）
準々決勝0－4　草野・米田（淀之水，大阪）　　　　　ベスト8

5回戦　4－0　山田・牟藤（佐世保商，長崎）
6回戦　2－4　中野・吉井（和歌山信愛女短大附，和歌山）

2回戦　4－1　松浦・大友（常盤木学園，宮城）
3回戦　4－2　田中・柴崎（久喜，埼玉）

4回戦　1－4　福迫・野田（鹿児島女，鹿児島）
2回戦　4－0　武田・江間田（茂木，栃木）
3回戦　4－0　西森・一ノ瀬（嬉野，佐賀）

4回戦　4－2　松井（麻）・松井（瑶）（一関二，岩手）

2回戦　4－1　田中・立沢（春日部女子，埼玉）
3回戦　0－4　滝本・高塚（札幌龍谷，北海道）
2回戦　4－1　橋本・人見（白鴎大足利，栃木）

3回戦　4－0　栗・岡（嬉野，佐賀）

2回戦　3－4　谷口・井波（金沢東，石川）
1回戦　4－2　小浦・大黒（能都北辰，石川）

2回戦　0－4　上田・山田（鳥羽，京都）
1回戦　1－4　江口・寺田（佐世保商，長崎）

2回戦　4－2　稲川・伊藤（三重，三重）
3回戦　1－4　田中・向山（上宮，大阪）
2回戦　4－2　高橋・佐藤（能代，秋田）

3回戦　1－4　藤井・長井（佼成学園，東京）

2回戦　4－1　鈴木・清水（駒大高，東京）
3回戦　3－4　高柳・豊巻（八戸工大，青森）

2回戦　4－1　楠・村上（上宮，大阪）
3回戦　2－4　園田・尾池（熊本工，熊本）

3回戦　4－2　植木・中野（上宮，大阪）
4回戦　4－3　斎藤・小倉（宇都宮短大附，栃木）

5回戦　1－4　葛西（孝）・葛西（啓）（八戸工大一，青森）
1回戦　4－2　上田・大江（高田商）

予選グループ　　　　　　2－0　熊本信愛字学院　　　　敗者復活戦　2－1　開智（和歌山）

予選グループ　　　　2－0　東京学館総合技術（千葉）
決勝トーナメント2回戦　2－0　法政二（神奈川）

決勝トーナメント3回戦　0－2　東北（宮城）

決勝トーナメント１回戦　0－2　豊橋中央（愛知）

1回戦　0－3　大同工大大同（愛知）
2回戦　3－0　長岡商（新潟）

3回戦　2－1　白鴎大足利（栃木）

１０．ソフトテニス

渡辺・吉本（鈴峯女
子）

長・中川（立志舘）

田畑・加藤（立志舘）

個人

男子

小早川・森田（山陽）

大神・石徳（音戸）

1回戦　4－0　本多・茂木（高崎北，群馬）
2回戦　4－2　平・泉﨑（能都北辰，石川）

中島・中間（神辺旭）

川上・林（崇徳）

大本・倉本（山陽）

女子

立川・島本（鈴峯女
子）

丸井・笹内（立志舘）

高下・堂本（鈴峯女
子）

野村・小根森（立志
舘）

団体
女子 立志舘

準々決勝2－1　嬉野（佐賀）
準決勝　2－0　札幌龍谷学園（北海道）　 　ベスト4

神辺旭

1回戦　53－62　明星学園（東京）

1回戦　31－18　東京学館（千葉）
2回戦　22－23　学校法人石川（福島）

1回戦　27－11　吉田（山梨）

８．ハンドボール

女子 神辺旭

男子 修道

女子 賀茂

９．バレーボール

2回戦　10－22　大曲農（秋田）

男子

女子

団体

男子 広島商業

６．登山

７．バスケットボール
1回戦　96－93　愛知産大工（愛知）

2回戦　64－96　高知工（高知）

４．ボート

ＦＪ級ソロ ＦＪ級デュエット

男子

５．ヨット

- -

シングルスカル - - -

-

女子

舵手付クォドルプ
ル

廿日市 - - -

ダブルスカル 廿日市 -

- -

ダブルスカル 宮島工業 - - -男子

舵手付クォドルプ
ル

宮島工業 -

シングルスカル -



NO.4

男子 広陵

流田（美鈴が丘）
小林（広陵）

女子 三上・太田（安田女子）

女子 近大福山
個人

シングルス

田辺（近大福山）
上坂（近大福山）

原（近大福山）
池田（近大福山）

個人 堀田・大原（近大福山）
ダブルス 新原・西田（近大福山）

男子 皆実 1回戦　1－2　金光大阪（大阪）

男子 御調 1回戦　1－2　岡豊（高知）
2回戦　2－0　四条畷学園（大
3回戦　0－6　厚木商（神奈川）

男子 安佐北

伊藤大・松本（安佐北）
新宅・伊藤学（安佐北）
浅井・片山（園北）

伊藤大（安佐北）

準々決勝　1－2　松尾（此花学院，大阪）　　　　　　ベスト8
2回戦　　2－0　武下（佐賀女，佐賀）

3回戦　　1－2　今別府（青森山田，青森）

2回戦　　1－2　小暮（前橋東，群馬）
2回戦　　2－0　近藤（清陵情報，福島）
3回戦　　2－0　安藤（西条農，愛媛）

4回戦　　2－1　鍛冶（金沢向陽，石川）

3回戦　　2－0　三条・村松（滋賀女，滋賀）
4回戦　　0－2　清水・岡本（常総学園，茨城）

1回戦　　2－0　堀之内（鹿児島，鹿児島）
2回戦　　0－2　山田（札幌一，北海道）

1回戦　　0－2　小川・藤田（高岡一，富山）
1回戦　　0－2　本部・森塚（日章学園，宮崎）

1回戦　　0－2　畑・和田（足羽，福井）
2回戦　　2－0　山内・中村（勝山，福井）

１３．サッカー

１４．ソフトボール

女子 安田女子

シングルス

男子
川崎（国泰寺）

女子
周（桜ヶ丘）

川下（鈴峯女子）

ダブルス

男子

女子
周・霜山（桜ヶ丘）

１５．バドミントン
1回戦　　0－3　川崎総合科学（神奈川）
2回戦　　3－2　日本橋女学院（東京）

3回戦　　0－3　常総学院（茨城）
桜ヶ丘

団体
女子

2回戦　0－3　坂本・井上（四天王寺，大阪）
2回戦　3－2　清水・内田（甲府商，山梨）

3回戦　3－0　長尾・萩原（札幌星園，北海道）
4回戦　0－3　平野・渡辺（仙台育英，宮城）

2回戦　1－3　安田（文化女大杉並，東京）
1回戦　2－3　小坂井・石黒（杜若，愛知）
1回戦　2－3　中道・福場（上宮，大阪）

1回戦　3－0　斉藤・大平（磐城一，福島）

1回戦　0－3　福山（和洋国府台女，千葉）
1回戦　3－0　内田（甲府商，山梨）

2回戦　1－3　平田（青森山田，青森）
1回戦　0－3　川田（文化女大杉並，東京）

1回戦　3－0　仲本（コザ，沖縄）
2回戦　3－1　堀田（若狭，福井）

3回戦　1－3　森田（青森山田，青森）
1回戦　0－3　高畠（埼玉栄，埼玉）

1回戦　3－1　松本（柳川，福岡）
2回戦　0－3　田野辺（淞南工大附，神奈川）

1回戦　3－0　平松（清水国際，静岡）
2回戦　2－3　下田（熊本工，熊本）

準々決勝0－3　東山（京都）　　　　　　　　　　ベスト8
1回戦　0－3　文化女大杉並（東京）
1回戦　3－0　松（高岡龍谷。，富山）

2回戦　2－3　伊東（水沢，岩手）

2回戦　3－8　田渕・李（柳川，福岡）
1回戦　3－8　津布久・田中（共栄学園，東京）

2回戦　3－0　札幌光星（北海道）
3回戦　3－0　岩瀬日大（茨城）

2回戦　1－8　川内（仁愛女，福井）
1回戦　8－4　石川（札幌西，北海道）
2回戦　8－9　太田（作新学院，栃木）

1回戦　8－5　中込（智）・中込（元）（駿台甲府，山梨）

1回戦　8－5　杉山（栗東，滋賀）
2回戦　8－4　田中（山梨学院附，山梨）
3回戦　0－8　川床（田園学園，兵庫）
1回戦　8－5　渡辺（県岐阜商，岐阜）

１１．テニス

１２．卓　球

1回戦　1－2　龍谷（佐賀）
1回戦　2－1　松山中央（愛媛）
2回戦　0－3　富士見丘（東京）

1回戦　2－8　森実（堀越，東京）
1回戦　2－8　渡辺（庵原，静岡）

1回戦　8－2　丸山（新島学園，群馬）
2回戦　0－8　浜本（海星，長崎）

女子 藤井（近大福山）

男子

女子

戸高・木下（広島商業）

池田・上坂（近大福山）

男子

西田（近大福山）

堀田（近大福山）

新原（近大福山）

桐野（近大福山）

個人ダブルス
男子 内田・流田（美鈴が丘）

学校対校
男子 近大福山

団体
女子 美鈴が丘

個人シングルス

男子
田中（広陵）

女子

高原（美鈴が丘）

三上（安田女）

小林（女学院）
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７3ｋｇ級 藤井（崇徳）

森本（皆実）
岩西（崇徳）

男子 崇徳
女子 基町

大石（美鈴が丘）
岡村（広島県工）
神鳥（安芸南）
広沢（如水館）

学校対抗 三次
50ｋｇ級 貢（三次）
54ｋｇ級 山口（三次）

63ｋｇ級 -
69ｋｇ級 佃（三次）
76ｋｇ級 迫（三次）

モスキート級 上林（大柿）
ライトフライ級 丸亀（崇徳）

バンタム級 高光（山陽）
フェザー級 久田（崇徳）

ミドル級 垰本（広陵）

準決勝 　○　ＲＳＣ　3回　後藤（開新，熊本）
決　勝　　×　棄権　　1回　村田（南京都，京都）　　　　　準優勝

1回戦　　×　棄権　　2回　及川（黒沢尻工，岩手）

準決勝　 ×　判定　　　　　出田（松丘，茨城）　　　　　　ベスト4
2回戦　　○　ＲＳＣ　3回　岡本（奈良工，奈良）
3回戦　　○　ＲＳＣ　2回　鳴海（弘前工，青森）

準々決勝○　判定　　　　　清宮（秀明英光，埼玉）

1回戦　　○　判定　　　　　久保（松山工，愛媛）
2回戦　　○　判定　　　　　森戸（作新学院，栃木）

3回戦　　○　判定　　　　　佐藤（秋田経法大附，秋田）
準々決勝○　ＲＳＣ　1回　金津（王寺工，奈良）

2回戦　　○　判定　　　　　渡辺（巻農，新潟）
3回戦　　○　ＲＳＣ　2回　申（大阪朝鮮高，大阪）

準々決勝○　判定　　　　　中島（堅田，滋賀）
準決勝　×　判定　　　　　遠藤（会津工，福島）　　　　　ベスト4

2回戦　　×　判定　　　　　堤（沼津学園，静岡）
1回戦　　○　判定　　　　　須内（高知小津，高知）

2回戦　　○　ＲＳＣ　2回　下曽小川（岩川，鹿児島）
3回戦　　×　判定　　　　　市川（花咲徳栄，埼玉）

2回戦　　×　判定　　　　　長谷川（枝幸，北海道）
1回戦　　○　ＲＳＣ　3回　前田（高知小津，高知）

2回戦　　×　判定　　　　　三好（興国，大阪）
1回戦　　×　判定　　　　　三谷（幕別，北海道）

3回戦　×　　フォール　○　小山田（山形商，山形）
2回戦　○　　判定　　　×　末石（名古屋工，愛知）

3回戦　×　　フォール　○　鈴木（鳥羽，三重）

2回戦　　×　判定　　　　　亀井（新田，愛媛）

-
1回戦　×　　判定　　　○　大坪（富山一，富山）
1回戦　×　Ｔフォール　○　下野（岐南工，岐阜）
2回戦　○　Ｔフォール　×　太田（関西，岡山）

2回戦　×　　フォール　○　本山（鳥栖工，佐賀）
1回戦　×　Ｔフォール　○　長坂（星城，愛知）
1回戦　○　　フォール　×　乙川（大沼，福島）

2回戦　×　Ｔフォール　○　長塚（霞ヶ浦，茨城）

-
準決勝　2的中

決勝　　8位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8位

1回戦　1－6　鹿島学園（茨城）

ライトミドル級 末永（崇徳）

１９．弓　道

２０．レスリング

２１．ボクシング

1回戦　12－14　北陵（福井）
1回戦　12－17　新屋（秋田）

準決勝　3的中

ライトウェルター級 戸田（安古市）

ウェルター級 上森（広陵）

フライ級 土屋（崇徳）

ライト級 畠中（大竹）

佐々木（明王台）

85ｋｇ級 井川（三次）

130ｋｇ級 谷本（国際学院）

個人
男子

女子

男子

58ｋｇ級

1回戦　×　したてなげ　○　中川（長浜農，滋賀）
2回戦　×　つりだし　　 ○　逸﨑（近大附，大阪）
3回戦　×　つきだし　　 ○　森（静岡商，静岡）

団体

個人

谷﨑（竹原）

梅田（呉工業）

4回戦　　　－メ　　遠山（大分鶴崎，大分）

1回戦　×　つきたおし　○　高橋（賀茂水産，山形）
2回戦　×　おしだし　　 ○　田中（香川農業経営，香川）

3回戦　○　よりたおし　×　南（野洲，滋賀）

１８．相　撲

大西（皆実）

2回戦　ツメ－　　　秋山（埼玉栄，埼玉）
3回戦　　　－メ　　片淵（龍谷，佐賀）
2回戦　　コ－　　　鶴丸（白石，佐賀）
3回戦　　メ－　　　広嶋（甲西，滋賀）

予選リーグＬブロック　3－0　丸岡（福井）
　　　　　　　　　　　　　1－4　札幌日大（北海道）

1回戦　　　－　メ　小林（青森，青森）
2回戦　　　－メメ　山本（和歌山東，和歌山）

2回戦　－×　千種（福井，福井）すくい投げ
3回戦　－○　諸見里（沖縄尚学，沖縄）横四方固め

予選リーグＭブロック　3－1　高知（高知）
　　　　　　　　　　　　　 1－4　水戸葵陵（茨城）

1回戦　－×　遠藤（山形工，山形）合わせ技
2回戦　－×　西山（国士舘，東京）優勢

3回戦　－×　金光（沖縄尚学，沖縄）優勢
4回戦　－○　後小路（東海大相模，神奈川）優勢　　　　ベスト8

2回戦　－×　阿部（仙台育英，宮城）合わせ技
3回戦　－×　萩本（桐生一，群馬）優勢

4回戦　－×　山島（高知追手前，高知）内股
準決勝　－○　斎藤（育英，兵庫）内また巻き込み　　　　ベスト4

1回戦　－×　海老沢（那珂湊一，茨城）そで釣り込み腰
2回戦　－×　板見（小浜，長崎）優勢
3回戦　－×　則竹（大成，愛知）優勢

4回戦　－○　近藤（桐蔭学園，神奈川）優勢　　　　　　 　ベスト8

決　勝　－×　和泉（岡豊，高知）一本背負い投げ　　　　優　勝
1回戦　－×　赤木（延岡学園，宮崎）優勢
2回戦　－○　工藤（盛岡大附，岩手）優勢
1回戦　－○　三宅（京都学園，京都）優勢

2回戦　－×　吉村（敦賀，福井）背負い投げ
3回戦　－×　福岡（鎮西，熊本）優勢

4回戦　－×　中子（名張，三重）背負い投げ
準決勝　－×　室岡（東海大五，福岡）優勢

決勝トーナメント2回戦　 3－1　東海大相模（神奈川）
　　　　　　　　　 3回戦　 2－2　東海大四（北海道）内容勝ち

予選リーグＤブロック　　1－2　水戸葵陵（茨城）
　　　　　　　　　　　　　　 2－1　佐賀商（佐賀）

１６．柔　道

１７．剣　道

予選リーグＤブロック　　4－1　田村（福島）
　　　　　　　　　　　　 　　3－0　東海大五（福岡）

個人

男子

女子

後（立志舘）

100ｋｇ超級 堅野（崇徳）

団体
男子 沼田

女子 立志舘

個人

60ｋｇ級

西村（崇徳）

81ｋｇ級 花本（崇徳）

森上（近大福山）

90ｋｇ級 三宅（崇徳）

100ｋｇ級

団体
男子 近大福山

女子 広陵

平岡（近大福山）

66ｋｇ級
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学校対抗
級別 名前 クリーン＆ジャーク（kg） スナッチ（kg） トータル（kg）

56kg級 小川（府中東） 80.0　　21位 85.0　　46位 165.0　　31位
渡辺（府中東） 100.0　32位 85.0　　28位 185.0　　31位
太田（府中東） 100.0　30位 75.0　　45位 175.0　　38位

金子（広島県工） 棄権 棄権 棄権
新山（広島県工） 105.0　49位 90.0　　27位 195.0　　34位
山下（府中東） 95.0　　61位 80.0　　52位 175.0　　57位

77kg級 林（広島県工） 117.5　33位 95.0　　29位 212.5　　30位
85kg級 宗藤（広島県工） 記録なし 90.0　　19位 記録なし

男子 神辺旭

西村（神辺旭） 予選リーグ第2プール　　　　1勝3敗
渡辺（海田） 予選リーグ第4プール　　　　0勝4敗

エペ 藤井（近大福山） 予選リーグ第5プール　　　　1勝4敗
サーブル 渡辺（海田）） 予選リーグ第6プール　　　　0勝5敗

砂田（神辺旭） 予選リーグ第3プール　　　　1勝3敗
宮本（神辺旭） 予選リーグ第11プール　　　1勝4敗

予選リーグ第4プール　　　　3勝2敗
決勝トーナメント1回戦　14－15　高橋（高知商，高知）

学校 総合 国際学院 38位 -
対校 ロード 国際学院 12位 -

池田（国際学院） 決勝10位　5得点
溝田（山陽） 準決勝2組　記録なし

寺川（国際学院） 準決勝2組　9位　5‘14“38
福井（広島市工） 予選22位　4‘02“356

新谷（城北） 記録なし
鈴木（城北） 予選30位　12“110
国際学院 予選23位　5‘07“789

池田（国際学院） 7位　2時間41分15秒
寺川（国際学院） 23位　2時間41分32秒

新谷（城北） 65位　3時間02分28秒
福井（広島市工） 31位　　　　 43分31秒03

男子 賀茂
女子 賀茂

中村（吉田）

藤本（賀茂）
神尾（賀茂）
的場（賀茂）
笠井（賀茂）
加古谷（賀茂）
下本（宮原）
石原（賀茂）
尾窪（賀茂）

男子 呉港

岸本（英数学館）
阿波（安芸府中）
木村（大門）
垰本（安芸府中）

団体 鈴峯女子

信本（鈴峯女子）

男子 参加無し
女子 参加無し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0－5　　小山・高橋（城東，東京）

予選リーグ第2コートＤブロック　　0－2　　小山（城東，東京）
予選リーグ第1コートＢブロック　　5－0　　福原・今井（八海，新潟）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1－4　　海保・川下（植草学園文化女，千葉）
予選リーグ第2コートＤブロック　　0－5　　今野・佐藤（大曲，秋田）

準決勝Ｄコート　12位　21.20

予選リーグＤブロック　0－2　琴平（香川）
予選リーグ第1コートＨブロック　　判定勝ち　皆川（鎌倉女子大高，神奈川）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　0－2　　松田（仙台育英，宮城）

2回戦　1－5　藤沢（宇都宮文星女，栃木）
準決勝Ａコート　　8位　21.20

予選Ｃコート1組　7位
予選Ｂコート1組　9位

2回戦　2－0　平田（上市，富山）
3回戦　2－3　谷川（小野，兵庫）
準決勝Ｄコート　　12位　21.20

1回戦　6－3　小間（拓大紅陵，千葉）

2回戦　6－2　鄭允ソク（明徳義塾，高知）
1回戦　4－2　宮本（立正大商淞南，島根）

2回戦　1－2　金沢（拓大紅陵，千葉）
1回戦　3－2　太田（岐南工，岐阜）

2回戦　0－4　おかやま山陽（岡山）
1回戦　4－0　城東（徳島）

2回戦　1－4　宇都宮文星女（栃木）
1回戦　6－2　藤尾（鳥取西）

予選93位　　466
予選108位　456
予選109位　453
予選116位　446

２８.ホッケー

決勝ラウンド1回戦　142－154　高垣（甲南，兵庫）
決勝ラウンド1回戦　145－136　井田（金沢向陽，石川）

　　　　　　 　2回戦　×129－○129　川嶋（和歌山，和歌山）シュートオフ
予選132位　514
予選141位　505
予選143位　501

決勝ラウンド1回戦　125－132　立川（明豊，大分）

演技
田村・信本（鈴峯女子）

平田・和泉元（安田女
子）

２５.アーチェリー

２６.空手道

２７.なぎなた

予選27位　1590
予選19位　1417

個人形
男子

女子

個人
梶川（比治山女子）

団体
女子 安芸府中

個人組手

男子
村田（五日市）

鍵山（西条農業）

女子
垰本（安芸府中）

新田（安芸府中）

団体

個人

男子
野村（賀茂）

女子

ロード
個人ロードレース

個人タイム・トライアル・ロード・レース

２２.ウェイトリフティング

２３.フェンシング

２４.自転車

1回戦　2－5　大東大一（東京）
1回戦　5－1　石川（沖縄）

近藤（神辺旭）

トラック

ポイントレース

4km速度競走

3kmインディヴィデュアルパーシュート
エリミネイション

スプリント
4kmチーム・パーシュート

個人

男子
フルーレ

女子
フルーレ

エペ

62kg級

69kg級

団体
女子

2回戦　2－5　三島（愛媛）
神辺旭
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団体 広島城北 4位　　78.0
池田・先納
（市立福山）

5位　　74.5

今村・小田
（広島城北）

12位　　73.0

組演武初段
高橋・道菅
（広島城北）

11位　　71.5

組演武規定
高橋・幸村
（市立福山）

　3位　　74.0

団体 市立福山 7位　　72.0
豊田・原（市

立福山）
　4位　　78.0

吉岡・梶田
（市立福山）

12位　　73.5

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 総合成績
栗原 宮廣 松井 石井 舛崎 佐藤 高山 42.195km

〔29〕31.20 〔30〕8.43 〔35〕26.11 〔25〕24.36 〔15〕9.10 〔46〕16.00 〔11〕14.46 32位
（31）40.03 （32）1.06.14 （31）1.30.50 （30）1.40.00 （34）1.56.00 （32）2.10.46 2.10.46

三田 北山 林 曽根 三家本 22.1097km
〔10〕20.25 〔4〕13.28 〔34〕10.39 〔42〕10.27 〔16〕16.40 15位

（7）33.53 （13）44.32 （19）54.59 （15）1.11.39 1.11.39

男子 安芸南

ア 名前 合計順位・時間 名前 合計順位・時間 名前 合計順位・時間
ル （校名) (1本目＋2本目) （校名） (1本目＋2本目) （校名） (1本目＋2本目)
ペ 櫻井 21位 田中 73位 平田
ン (加計芸北) 01:42.1 (加計芸北) 01:49.6 (加計芸北)

櫻井 51位 津田 71位 田中 104位
(加計芸北) 02:11.7 (加計芸北) 02:14.0 (加計芸北) 02:18.7

堀井 71位 藤原 西村
(盈進) 02:05.6 (加計芸北) (新庄)
堀井 57位 西村 67位 藤原

(盈進) 02:19.3 (新庄) 02:20.8 (加計芸北)

名前 名前 名前
（校名） （校名） （校名）
斉藤 71位 馬船 90位 勝田

（加計芸北） 29:37.1 (加計芸北) 30:31.7 （加計芸北）
勝田 48位 斉藤 79位 笠井 112位

（加計芸北） 44:20.9 （加計芸北） 45:34.7 （加計芸北） 49:17.1
加計芸北 26位

(斉藤・馬船) 53:33.4
(勝田・笠井)

田村 120位
(新庄) 24:29.1
田村

（新庄）

1回戦　　１４－１５　新潟工業

３３． スケート

- - -

成績・記録

男子

10kmC

　　12月実施

２９.少林寺拳法

３０．駅伝

- -

10kmF 棄権 -

棄権

15kmF

10km×4R - - - -

クロスカント
リー

種目 成績・記録 成績・記録

女子
5kmC - -

女子
ＳＬ DID NOT FINISH

DISQUALIFIED
2nd RUN

ＧＳＬ DID NOT FINISH

- -

種目

男子
ＳＬ DID NOT FINISH

ＧＳＬ

３１．ラグビー

３２．スキー

男子 世羅

女子 如水館

男子

組演武二段
以上

女子
組演武有段


