
NO.1

名前 名前 名前
（校名） （校名） （校名）

岡 予選1組7位 平岡 予選2組8位
（皆実） 10“88 （皆実） 11“07
池田 予選1組8位 森 予選4組6位

（西条農） 23“10 （皆実） 22“35
妹尾 予選3組3位 井上 予選3組5位 森 予選4組5位

（皆実） 49“18 （府中） 49“39 （皆実） 50“83
石木 予選6組5位 竹野 予選７組6位

（盈進） 1‘56“60 （世羅） 1‘56“16
伊藤 予選3組７位

（西条農） 3‘55“15
ガンガ 決勝18位 平本 予選1組9位 山田 予選3組16位
（世羅） 15‘09“68 （熊野） 14‘56“82 （熊野） 15‘06“53
竹 予選6組5位

（沼田） 54“60
江野脇 予選1組4位 五刀 予選2組7位 三登 予選4組13位
（世羅） 9‘24“37 （世羅） 9‘20“95 （熊野） 9‘40“22
山根 決勝1位

（西条農） 21‘10“71
大会新

準決3組5位 準決3組8位 予選5組７位
41“96 42“40 42“48

準決1組７位 準決2組７位 予選3組5位
3‘18“42 3‘18“77 3‘18“97

冨山 予選1組16位 河相 予選2組10位
（広工大） 1m97 （神辺旭） 1m97

萩原 予選1組 溝上 予選1組 水戸 予選2組14位
（西条農） 記録なし （西条農） 記録なし （広工大） 4m60

延安 予選2組14位 竹本 予選2組
（神辺旭） 4m60 （世羅） 記録なし

菅原 予選1組29位 今宮 予選1組30位 平岡 予選2組16位
（工大広島） 6m33 （皆実） 6m24 （皆実） 6m93

西川 予選1組 村上 予選2組20位
（西条農） 記録なし （神辺旭） 13m78

友安 予選1組9位 樽岡 予選2組8位 中平 予選3組12位
（西条農） 14m35 （高陽） 15m11 （如水館） 14m16

菰口 予選1組14位 狩野 予選1組15位
（銀河学院） 55m89 （高陽） 55m65

友安 予選1組12位 樽岡 予選1組17位 狩野 予選2組21位
（西条農） 44m55 （高陽） 43m84 （高陽） 41m98

後藤 18位
（皆実） 5001
竹内 予選1組7位

（沼田） 12“56
勇 準決3組6位 池森 予選2組7位 河本 予選5組6位

（安佐北） 59“28 （高陽） 1‘01“47 （祇園北） 59“25
清水 決勝8位

（舟入） 2‘14“72
清水 予選4組8位

（舟入） 4‘31“42
ウインフリーダ 決勝3位 洲濵 予選3組9位

（世羅） 9‘09“67 （西条農） 9‘41“79
衣松 準決3組7位 平上 予選3組8位

（安古市） 1‘03“56 （神辺旭） 1‘07“00
井藤 決勝7位 浜崎 決勝11位

（安古市） 13‘46“95 （西条農） 14‘18“49
準決3組8位 予選5組4位

48“80 48“76
予選4組6位

4‘0“60
北森 予選1組 佐藤 予選2組8位

（皆実） 記録なし （沼田） 1m62
佐藤 予選1組7位 浜本 予選1組26位 上田 予選2組28位

（沼田） 5ｍ59 （皆実） 5ｍ16 （沼田） 5ｍ07
石井 決勝11位 佐賀 予選4組9位

（府中東） 12ｍ63 （高陽） 11ｍ94
石井 予選2組11位

（府中東） 37ｍ34
砂田 13位

（井口） 4209
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-

7種競技 - - - -

円盤投 - - -

走幅跳

砲丸投 - -

- -

走高跳 - -

4×
400mR

神辺旭 - -

3,000ｍＷ - -

4×
100mR

沼田 皆実 - -

3,000ｍ - -

400ｍＨ - -

-

1,500ｍ - - - -

800ｍ - - -

- -

１．陸　上

女子

100ｍ - - - -

400ｍ

円盤投

8種競技 - -

砲丸投

やり投 - -

走幅跳

三段跳 - -

走高跳 - -

棒高跳
- -

4×
400mR

沼田 皆実 神辺旭

4×
100mR

皆実 沼田 三原

- -

3,000SC

5,000mW - - - -

5,000m

400H - -

- -

1,500m - - - -

成績・記録

男子

100m - -

200m - -

400m

800m

競技種目 成績・記録 成績・記録



名前 名前 名前
（校名） （校名） （校名）
久留 予選5組8位 加藤 予選8組6位

（基町） 25“33 （基町） 24“43
加藤 予選3組3位

（基町） 53“62
広田 予選5組8位

（沼田） 1‘58“32
木村 予選1組5位 広田 予選7組8位

（賀茂） 4‘15“73 （沼田） 4‘13“14
木村 予選1組7位 木村 予選4組4位

（広島工） 17‘15“76 （賀茂） 16‘34“74
竹本 予選2組1位 長光 予選2組2位

（沼田） 59“93 （五日市） 1‘0“01
長光 予選3組1位 竹本 決勝７位

（五日市） 2‘07“83 （沼田） 2‘06“52
高本 決勝2位

（広島工） 54“66
高本 決勝2位

（広島工） 2‘0“99
予選5組7位 予選8組7位

3‘42“29 3‘39“91
予選6組8位

8‘02“35
予選8組8位

4‘04“23
中川 予選3組7位

（瀬戸内） 28“15
岡村 予選2組1位 小林 予選3組3位

（沼田） 1‘0“19 （沼田） 59“86
岡村 予選2組2位 松本 予選4組1位

（沼田） 2‘09“22 （沼田） 2‘07“95
中村 予選2組3位

（沼田） 4‘28“89
中村 予選7組8位

（沼田） 9‘09“53
守田 予選2組4位

（五日市） 1‘05“03
守田 予選2組3位

（五日市） 2‘21“20
中川 予選1組1位

（瀬戸内） 2‘30“53
予選8組7位

4‘03“01
予選1組1位

4‘39“15

男子 修道 1回戦　4-6　佐賀東（佐賀）

男子
飛板飛込 藤田（福山暁の星） 予選　17位　　141.60
高飛込 藤田（福山暁の星） 予選　15位　　163.44

名前（学校名） 予　選 決　勝
男子 崇徳 12位　167.600 14位　153.500
女子 鈴峯女子 5位　111.775 7位　215.475

進堂（崇徳） 53位 　55.850 58位 　50.700
村下（崇徳） 56位　 55.800 53位　 51.100

堂河内（崇徳） 57位　 55.750 48位　 51.700
田頭（因島） 85位　 55.050 -

黒岩（本郷工） 104位　 54.400 -
橋本（崇徳） 193位　 48.750 77位　 42.200

長山（鈴峯女） 18位　 37.425 52位　 69.525
豊田（鈴峯女） 25位　 37.200 27位　 72.725
木村（鈴峯女） 26位　 37.175 31位　 71.875
江原（鈴峯女） 29位　 37.150 23位　 73.225

種目別　平均台 9.8 2位　19.300
岡野（大下祇園） 43位　 36.550 60位　 68.925
藤山（鈴峯女） 棄権 -

男子 参加なし -
女子 鈴峯女子 23位　　16.850
男子 浦尾（広陵） 32位　　14.150
女子 池尻（鈴峯女） 30位　　32.950

競技種目 学校名 予選 敗者復活 準々決勝 準決勝 決勝
6組2位 - 1組4位 - -
3‘22“23 - 3‘21“74 - -
1組3位 - 3組4位 - -
3‘36“10 - 3‘28“16 - -
8組2位 - 5組2位 1組4位 -
3‘55“65 - 3‘32“35 3‘45“93 -
8組4位 1組3位 - - -
4‘03“95 4‘23“39 - - -
8組4位 3組2位 6組6位 - -
4‘18“05 4‘44“67 4‘03“20 - -
5組3位 - 1組4位 - -
4‘31“73 - 4‘25“88 - -

３．体　操

（新体操）

団体

個人

男子

女子

女子

舵手つきォドルプル 廿日市

ダブルスカル 広島皆実

シングルスカル 吉川（皆実）

宮島工業

シングルスカル 高橋（盈進）

団体

個人

男子

舵手つきクォドルプル

４．ボート

宮島工業

ダブルスカル

女子

２．水　泳
（競　泳）

（水球）

（飛　込）

- - -

参加なし

メドレR 400m 沼田 -

- -

リレー 400m 沼田 - - - -

個人メドレー 200m - -

- -

200m - - - -
バタフライ

100m - -

-

800m - - - -

400m - - -

100m - -

200m - -

- - -

女子

自由形

50m - - - -

メドレR 400m 沼田 -

- -

800m 沼田 - - - -
リレー

400m 基町 沼田

- -

200m - - - -
バタフライ

100m - -

背泳ぎ
100m - -

200m - -

400m - -

1500m - -

-

200m - - - -

成績・記録

男子

自由形

50m

100m - - -

競技種目 成績・記録 成績・記録



No.3

国泰寺 26位　　164.00 国泰寺 24位　　454.00
宮原 35位　　148.00 宮原 28位　　478.00

広島商船高専 42位　　148.00 広島商船高専 32位　　494.00
広島商船高専 25位　　110.00 広島商船高専 18位　　330.00

宮原 32位　　136.00 宮原 26位　　356.00
安芸南Ａ 41位　　171.00 安芸南 20位　　335.00
安芸南Ｂ 38位　　164.00 - -

団体 修道 8位　　89.8
縦走 広島学院 5位　　89.8

女子 団体 高陽 12位　　88.2

女子 賀茂

男子 山陽

小林・中間（神辺旭）

原田・森田（山陽）

5回戦　　4－0　井上朋・井上香（姫路商，兵庫）
6回戦　　1－4　東田・杉野（中村学園女，福岡）

3回戦　　4－1　石見・井口（姫路商，兵庫）
2回戦　　4－0　吉田・高橋（志度，香川）

3回戦　　4－2　高久・人見（白鴎大足利，栃木）
4回戦　　4－1　乾・田中（奈良育英，奈良）

3回戦　　4－0　堀田・河原（高津，神奈川）
4回戦　　4－1　椎名・井石（済美，愛媛）
5回瀬　　1－4　井上・橋爪（嬉野，佐賀）

2回戦　　4－0　後藤・江藤（熊本工，熊本）

2回戦　　4－1　友成・前田（宮崎商，宮崎）
3回戦　　4－3　高橋・別宮（尽誠学園，香川）
4回戦　　1－4　崎久保・松本（木本，三重）

2回戦　　4－0　浜口・佐野（京都文教，京都）

準決勝　　2－4　小野・篠埜（就実，岡山）　　　　　　ベス
1回戦　　4－0　深沢・保坂（甲府商，山梨）

2回戦　　4－2　陣内・下田（熊本中央，熊本）
3回戦　　3－4　太田・岡田（市尼崎，兵庫）

4回戦　　4－1　小野・太田（嬉野，佐賀）
5回戦　　4－3　山田・安藤（豊橋中央，愛知）

6回戦　　4－3　佐藤・丸山（和歌山信愛女短大付，和歌
準々決勝　4－1　東田・杉野（中村学園女，福岡）

3回戦　　4－2　山内・田中（常葉学園，静岡）
4回戦　　0－4　垂井・松本（奈良育英，奈良）
2回戦　　4－0　加藤・千田（黒沢尻南，岩手）

3回戦　　4－1　井本・吉岡（阿波，徳島）

2回戦　　4－1　橋本・須田（白鴎大足利，栃木）
3回戦　　4－0　与那・西（樟蔭東，大阪）

4回戦　　0－4　野間・島田（熊本中央，熊本）
2回戦　　4－3　高橋・掛端（高崎健康福祉大高崎，群

2回戦　　4－0　高山・石井（山形中央，山形）
3回戦　　2－4　清水・飯嶋（木更津総合，千葉）
2回戦　　3－4　松下・宇治（和歌山北，和歌山）
1回戦　　4－0　川波・川野（筑紫女学園，福岡）

2回戦　　4－0　石原・丸林（網干，兵庫）
3回戦　　4－3　石坂・羽柴（八王子，東京）
4回戦　　1－4　山崎・沢村（島原商，長崎）
2回戦　　1－4　小泉・筒井（洲本実，兵庫）

田畑・加藤（立志舘）

１０．ソフトテニス
1回戦　　0－3　川越東（埼玉）
2回戦　　3－0　木本（三重）

3回戦　　1－2　指宿商（鹿児島）
1回戦　　4－3　小松・岡崎（八戸工大一，青森）

2回戦　　2－4　白倉・加藤（石和，山梨）
1回戦　　4－3　小川・鈴木（栃木工，栃木）
2回戦　　3－4　山本・内海（網干，兵庫）
1回戦　　4－0　森・岩切（宮崎南，宮崎）

新谷・藤井（立志舘）

森岡・中川（立志舘）

榊原・藤田（立志舘）

畠山・笹内（立志舘）

個人

男子

鎌田・鈴木（賀茂）

二川・岡本（音戸）

中本・石徳（音戸）

浅利・藤木（神辺旭）

女子

古賀・広沢（鈴峯女子）

野田・佐伯（鈴峯女子）

村上・堂本（鈴峯女子）

予選グループ戦　　　　　2－0　豊橋中央（愛知）
敗者復活戦　　　　　　　 0－2　札幌大谷（北海道）

団体
女子 立志舘

女子 沼田

2回戦　63－46　　明星学園（東京）
3回戦　81－68 　 熊本国府（熊本）

4回戦　60－67　　昭和学院（千葉）　 ベスト8

1回戦　27－18　羽後（秋田）

1回戦　89－64　　初芝橋本（和歌山）
2回戦　86－85　　育英（兵庫）
3回戦　110 －75　飛竜（静岡）

4回戦　85－ 121　大濠（福岡）　　ベスト8

5．ヨット

6．登山

男子

ＦＪ級ソロ ＦＪ級デュエット

男子

女子

7．バスケットボール

8．ハンドボール

男子 向原

男子 広島商業

女子 皆実

男子 崇徳

9．バレーボール

2回戦　18－44　北陸（福井）
2回戦　12－22　郡山東（福島）

決勝トーナメント1回戦　0－2　札幌一（北海道）
予選グループ戦　　　　　2－0　東洋（東京）



NO.4

女子 安田女子
流田（美鈴が丘）

小林（広陵）

吉川（安田女）
山口（近大福山）
冨田祐・冨田陽

（広大福山）

男子 近大福山
女子 広島商業

個人
シングルス

桂（近大福山）
石野（近大福山）
前田（広島商業）

宝寿（近大福山）
堀田・大原（近大福山）
西田・中村（近大福山）
石川・住田（広島商業）
宝寿・藤井（近大福山）

1回戦　 　　2－2　島原商（長崎）
　　　　 　 7PK8

2回戦 　13－1 豊川（愛知）
3回戦　　0－5　新見（岡山）

女子 安田女子 1回戦　　0－ 1　白鴎大足利（栃

前川・栗栖（国泰寺）
相原・守下（国泰寺）

相原（国泰寺）

川下（鈴峯女子）

3回戦　　　2－0　浜島（名古屋経大市邨，愛知）
4回戦　　　0－2　今別府（青森山田，青森）

1回戦　　　0－2　金山（高岡西，富

1回戦　　　1－2　升巴（大分上野丘，大分）
1回戦　　　2－1 鮫島（鹿児島，鹿児島）

2回戦　　　1－2　田中（大府，愛知）
2回戦　　　2－0　河端（旭川実，北海道）

2回戦　　　0－2　三条・中村（滋賀女・滋賀）
2回戦　　　2－0　赤星・相良（小山城南，栃木）
3回戦　　　2－0　岡野・垣岩（滋賀女，滋賀）

4回戦　　　1－2　木村咲・木村綾（金沢向陽，石川）

3回戦　　　1－3　札幌靜修（北海道）
1回戦　　　0－2　山岡正・山岡悠（久居，三重）

1回戦　　　1－2　古賀・関（川崎総合科学，神奈川）
1回戦　　　2－0　大塚・伊藤（大分西，大分）

1回戦　　　3－0　徳島商（徳島）
2回戦　　　3－1　瓊浦（長崎）

3回戦　　　0－3　埼玉栄（埼玉）
2回戦　　　3－0　土浦三（茨城）

１４．ソフトボール

１５．バドミントン

男子 広島工大

シングルス

男子
川崎（国泰寺）

女子
周（桜ヶ丘）

広島国泰寺

女子 鈴峯女子

ダブルス

男子

女子

川下・江角（鈴峯女子）

周・霜山（桜ヶ丘）

団体
男子

1回戦　　 0－3　中村・野中（岩瀬日大，茨城）
1回戦　　 0－3　牛茜・松崎（本庄一，埼玉）

男子 山陽

１３．サッカー

ダブルス
男子

女子

2回戦　 　1－3　西岡（市川，兵庫）
2回戦　 　1－3　中野（鎮西学院，長崎）
1回戦　 　2－3　坂本・中島（上宮，大阪）

1回戦　 　0－3　菅原・佐藤（仙台育英，宮城）

2回戦　 　0－3 萩原（札幌星園，北海道）
1回戦　 　3－0　高村（長崎商，長崎）
2回戦　 　0－3　島田（武蔵野，東京）

1回戦　 　3－0　稲垣（名古屋経大高蔵，愛知）

1回戦　 　0－3　山下（愛工大名電，愛知）
2回戦　 　2－3　井本（滝川二，兵庫）

1回戦　 　2－3　坂本（白鵬女，神奈川）
1回戦　 　3－0　尾田（慶誠，熊本）

1回戦　 　3－1　戸川（唐津西，佐賀）
2回戦　 　3－0　後藤（徳島市立，徳島）
3回戦　 　3－1　小野（仙台育英，宮城）

4回戦　 　1－3　斉藤（愛工大名電，愛知）

2回戦　 　2－3　日大豊山（東京）
1回戦　 　1－3　済美（愛媛）

1回戦　 　3－2　小倉（樹徳，群馬）
2回戦　 　1－3　足立（上宮，大阪）

1回戦　 　2－8　奥村（浦和学院，埼玉）
1回戦　 　2－8　古賀（筑陽学園，福岡）

1回戦　 　6－8　松本・吉村（札幌光星，北海道）

1回戦　 　8－6　金井・野崎（新島学園，群馬）

1回戦　 　8－1　渕原（近大和歌山，和歌山）
2回戦　 　8－0　牛山（山梨学院大付，山梨）
3回戦　 　8－3　富山（札幌日大，北海道）
4回戦　 　0－8　久見（園田学園，兵庫）

1回戦　 　5－8　瀬野（湘南工大付，神奈川）
1回戦　 　4－8　小川（明石城西，兵庫）
1回戦　 　8－4　市川（甲府一，山梨）
2回戦　 　8－9　小山（柳川，福岡）

１１．テニス

１２．卓　球

1回戦　 　2－0　東陵（宮城）
2回戦　 　2－0　鳳凰（鹿児島）
3回戦　 　0－2　柳川（福岡）

1回戦　 　0－2　華頂女（京都）

個人ダブルス
男子

女子

女子

戸高（広島商業）

高山（府中東）

吉村（近大福山）

学校対校

男子

大原（近大福山）

堀田（近大福山）

田中・大岡（広陵）
2回戦　 　4－8　久礼・上村（和歌山東，和歌山）

団体
男子 広陵

個人シングルス

男子
田中（広陵）

女子
高原（美鈴が丘）
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66ｋｇ級 東岡（国際学院）
73ｋｇ級 南（崇徳）

100ｋｇ超級 辻（近大福山）

延明
（神辺旭）

小窪（立志舘）

女子 皆実

東出（美鈴が丘）

学校対抗 国際学院
54kg級 西本（明王台）
58kg級 佐々木（明王台）
63kg級 平山（国際学院）
69kg級 二井（三次）
76kg級 濱（国際学院）
85kg級 迫（三次）
120kg級 谷本（国際学院）

1回戦　×　 フォール　 ○　知念（南風原，沖縄）
2回戦　×　　判定　　　○　三森（那須清峰，栃木）

1回戦　×　 棄権　 　　○　小川（いなべ総合学園，三重）

2回戦　×　 フォール　 ○　松本（南風原，沖縄）
1回戦　×　　判定　　　○　川久保（高知東，高知）

1回戦　×　Ｔフォール　○　中野（宿毛，高知）
1回戦　×　 フォール　 ○　永田（八千代松陰，千葉）

予選3的中 準決勝　 3的中
　　　　　　　　決勝　　順位なし
予選3的中 準決勝　 0的中

1回戦　 1－6　 北部農林（沖縄）

予選3的中 準決勝　 4的中
　　　　　　　　決勝　　順位なし
予選3的中 準決勝　 4的中

　　　　　　　　決勝　　順位なし

男子

１９．弓　道

２０．レスリング

予選18的中　 決勝　1回戦　　15－12　富山一（富山）
　　　　　　　　　　　　 2回戦　　18－14　北陸（福井）

　　　　　　　　 　　 準々決勝　 16－13　静岡東（静岡）
　　　　　　　　　 　 準決勝　　　20－13　甲西（滋賀）

　　　　 　　　　　　　　　決勝　　17－12　沖縄工（沖縄）　 　優　勝
予選9的中

個人

男子
安達（広島県工）

角屋（広島市工）

女子
中塚（皆実）

　　　　3回戦　○　　不戦勝　　 ×　中野（猶興館，長崎）
決勝トーナメント進出者決定2回戦

　　　　2回戦　×　 おしだし　 ○　井上（愛工大名電，愛知）

団体
男子 広島県工

個人

谷崎大（竹原）

山根（竹原）

谷崎雄（竹原）

予選　1回戦　○　 よりきり　　×　増田（日南農林，宮崎）
　　　　2回戦　×　 よりきり　　○　小川（専大松戸，千葉）

　　　　3回戦　× うわてだしなげ ○ ガントゥクス（鳥取城北，鳥取）
予選　1回戦　×　 したてなげ　○　寄本（響，山口）

予選　1回戦　×　 おしだし　　○　佐藤（平成，秋田）
　　　　2回戦　×　 よりきり　　○　大岡（鳥羽，京都）

　　　　3回戦　×　 はたきこみ　○　竹下（文徳，熊本）
　　　 　　　　　○　 よりたおし　×　畔川（福井農林，福井）

3回戦　　　 － メ　　 鶴丸（白石，佐賀）

予選　1回戦　　4－1　　鷹巣農林（秋田）
　　　　2回戦　　0－5　　安田（新潟）

　　　　3回戦　　0－5　　拓大紅陵（千葉）

１８．相　撲

団体 竹原

個人

男子
2回戦　 ツ －　 　　　高橋（仙台育英，宮城）
3回戦　　　 － ド　　 山本（松山北，愛媛）

1回戦　 　　－ コ　　 阿部（日本航空，山梨）
2回戦　 コ －　　　　 山川（那覇，沖縄）

1回戦　　　　　　　　　 1－4　（桐蔭学園，神奈川）
1回戦　　メ －　　　　橋本（五島，長崎）

2回戦　　　 － メ　 　山田（金沢二水，石川）
1回戦　　メ －　　　 原田（飛竜，静岡）

　　　　　　　　　　　　　3－1　甲府商（山梨）
予選リーグNブロック　3－2　美方（福井）
　　　　　　　　　　　　　 2－1　亀山（三重）

決勝トーナメント

3回戦　－×　遠藤（山形工，山形）内また
4回戦　－○　竹谷（東海大相模，神奈川）優勢　　　　　ベスト8

2回戦　－○　高橋（大牟田，福岡）優勢

予選リーグHブロック　3－1　九州学院（熊本）

1回戦　－×　山田（北陸大谷，石川）払い腰
2回戦　－×　徳島（東海大仰星，大阪）優勢
3回戦　－○　山本（世田谷学園，東京）優勢

2回戦　－×　渡辺（国際学院栃木，栃木）腕ひしぎ十字固め

予選リーグＥブロック 2－0　　青森北（青森）
　　　　　　　　　　　　2－3　　大牟田（福岡）

予選リーグＧブロック 引き分け　 長崎女（長崎）
1－0　　奈良育英（奈良）

決勝トーナメント1回戦　1－2　　作新学院（栃木）
2回戦　－×　梅田（大成，愛知）優勢
3回戦　－○　松田（天理，奈良）優勢

1回戦　－○　中尾（御影工，兵庫）優勢
2回戦　－○　佐藤（中京，岐阜）優勢

１６．柔　道

１７．剣　道

1回戦　－×　花輪（日本航空，山梨）大外刈り
2回戦　－×　福永（報徳学園，兵庫）小外刈り

3回戦　－×　吉永（大牟田，福岡）一本背負い投げ
4回戦　－×　阿部（東北，宮城）優勢
準決勝　－×　三原（天理，奈良）優勢

決勝　　－×　米丘（小杉，富山）優勢　　　　　　　　　 優　勝

中村（沼田）

女子
山崎（皆実）

団体

男子 神辺旭

女子 立志舘

個人

60ｋｇ級 宮田（崇徳）

81ｋｇ級 花本（崇徳）

90ｋｇ級 笠原（近大福山）

100ｋｇ級 森上（近大福山）

団体

男子 近大福山

女子 広陵
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学校対抗得点 山陽
モスキート級 大園（広陵）

ウェルター級 安部（崇徳）
ミドル級 谷口（広陵）

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）

53ｋg級 池田（広島県工） 92．5　　23位 70．0　　 27位 162．5　　25位
56ｋg級 小川（府中東） 97．5　　23位 87．5　　 10位 185．0　　16位
62Kg級 太田（府中東） 102．5　　31位 85．0　　 24位 187．5　　23位

山下（府中東） 110．0　　30位 90．0　　 33位 200．0　　28位
谷本（広島県工） 記録なし・順位な 77．5　　 60位 記録なし・順位なし

77kg級 林 （広島県工） 125．0　　13位 102．5　　 6位 227．5　　8位
85kg級 宗藤（広島県工） 125．0　　13位 100．0　　 18位 225．0　　14位

105 kg級 森川（府中東） 115．0　　24位 102．5　　 14位 217．5　　20位

サーブル 佐藤（神辺旭）

エペ 林 （神辺旭）

ポイントレース 上松瀬（城北） ＤＮＦ
藤岡（城北） 予選1組　　　　7位

予選4組　　　　1位　5‘10“67
準決勝3組　　10位

古谷（山陽） 予選5組　　　　9位
エリミネイションレー 丸山（城北） ＤＮＦ

1回戦5組　　　6位
敗者復活戦5組　7位

藤岡（城北） 40位　3時間03分59秒84
上松瀬（城北） 43位　3時間04分08秒23
後藤（広島市工） 68位　3時間11分58秒00

予選トーナメント1回戦　 7－15 寺坂（鳥取湖陵，鳥取）
予選リーグ第3プール　　　　1勝4敗

予選リーグ第1プール　　　　0勝4敗
予選リーグ第4プール　　　　2勝2敗

予選トーナメント1回戦　 7－15　鈴木（埼玉栄，埼玉）
予選リーグ第11プール　　　3勝2敗

予選トーナメント1回戦　 2－15　伊藤（羽島北，岐阜）
予選リーグ第3プール　　　　2勝2敗

予選トーナメント1回戦　15－12　大藪（高知商，高知）
予選トーナメント2回戦　12－15　田中（武生商，福井）

2回戦　4－5　和歌山北（和歌山）
予選リーグ第1プール　　　　1勝3敗

予選トーナメント1回戦　 0－15　千田（気仙沼，宮城）
予選リーグ第12プール　　　 3勝2敗

ロード 個人ロードレース

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　5－3　城ノ内（徳島）
2回戦　5－4　西の京（奈良）

林 （神辺旭）
フルーレ

砂田（神辺旭）

トラック
4km速度競走 後藤（広島市工）

ケイリン 田中（山陽）

3回戦　0―5　翔陽（熊本）
1回戦　5－3　鹿児島南（鹿児島）

個人

男子

フルーレ
中原（神辺旭）

尾上（修道）

エペ 藤井（近大福山）

女子

69kg級

団体
男子 神辺旭

女子 神辺旭

準々決勝×　判定　　　　　石山（高志，新潟）　　　　　　　 　 5位
1回戦　×　判定　　　　　平林（長野南，長野）
2回戦　×　棄権　　2回　重田（熊本農，熊本）

3回戦　×　判定　　　　　高橋（新庄北，山形）
1回戦　○　ＲＳＣ　2回　中村（南京都，京都）
2回戦　○　ＲＳＣ　3回　石井（大分工，大分）

3回戦　○　判定　　　　　崎野（秀明英光，埼玉）

準決勝　○　ＲＳＣ　3回　柿崎（新庄北，山形）
決勝　　○　判定　　　　　星（兵庫工，兵庫）　　　　　　　 優　勝

1回戦　○　判定　　　　　吉原（松丘，茨城）
2回戦　○　判定　　　　　堀田（名古屋工学院専門学校，愛知）

1回戦　○　判定　　　　　西谷（開新，熊本）
2回戦　○　判定　　　　　遠藤（仙台育英，宮城）
3回戦　○　判定　　　　　桜井（習志野，千葉）

準々決勝○　判定　　　　　舘岡（金足農，秋田）

2回戦　×　判定　　　　　辻（岐阜工，岐阜）
2回戦　○　ＲＳＣ　3回　伊藤（丸子実，長野）

3回戦　○　判定　　　　　カスティーヨ　パブロ（西宮香風，兵庫）
準々決勝×　判定　　　　　金沢（松丘，茨城）　　　　　　　　 5位

ライトウェル
ター級

高田（山陽）

２１．ボクシング
14点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6位

2回戦　×　棄権　3回　　金子（西宮香風，兵庫）
1回戦　○　判定　　　　　山中（向陽，和歌山）

ライトフライ級 呑田（国際学院）
2回戦　×　判定　　　　　佐藤（巻総合，新潟）

1回戦　○　判定　　　　　大津留（鶴崎工，大分）

フェザー級 前田（山陽）

ライト級 神田（広陵）

フライ級 丸亀（崇徳）

バンタム級 上林（広陵）
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菊地
（広島工業）

高田（可部）
沖本（可部）

菅原
（広島工業）

石原（賀茂）
松原（賀茂）
清水（賀茂）

堂前（海田）
和田（安芸府中）
片山（五日市）

阿波（安芸府中）
八坂（海田）
石原（西条農）

女子 参加無し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2－3　　山本・山中（奈良育英，奈良）

1回戦　2－0　利根商（群馬）
2回戦　0－1　築館（宮城）

-

２８.ホッケー

男子 山陽

予選リーグ第1コートＦブロック　 4－1　　久田・尾崎（松浦，長崎）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　5－0　　木ノ本・堀辺（仁愛女，福井）

決勝トーナメント1回戦　　　 　　　1－4　　金子・岡崎（文化女子大杉並，東京）
予選リーグ第2コートＨブロック 　 0－5　　水木・梅基（福光，富山）

予選リーグ第1コートKブロック 　0－2　　蓮見（埼玉栄，埼玉）
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　0－1　　西村（盛岡二，岩手）
予選リーグ第2コートIブロック　　0－1　　萩原（松浦，長崎）
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　0－1　　木下（一条，奈良）

予選Dコート1組　11位　　20．50

予選リーグEブロック 代表勝ち 市伊丹（兵庫）
　　　　　　　　　　　　　　 1－2　 盛岡二（岩手）

２７.なぎなた

個人形
男子

岸本（英数学館）

女子

予選Bコート2組 　2位　　21．40
準決勝Ａコート 　 5位　 21．50

予選Dコート2組　　5位　　21．05
予選Aコート1組　　6位　　21．20

2回戦　4－5　三浦（盛岡農，岩手）
2回戦　4－6　平石（御殿場西，静岡）

1回戦　2－8　小渡（コザ，沖縄）
2回戦　1－5　木村（嵯峨野，京都）

1回戦　4－1　唐津東（佐賀）
2回戦　4－1　真颯館（福岡）
3回戦　0－5　水戸商（茨城）

1回戦　5－3　三浦（恵庭南，北海道）

予選 198位　355

1回戦　4－1　西原（沖縄）
2回戦　5－0　佐賀東（佐賀）

２６.空手道

団体

男子 呉港

女子

3回戦　0－5　鹿児島城西（鹿児島）

決勝ラウンド1回戦　138－124　斉藤（高崎商大付，群馬）
　　　　　 　　2回戦　134－148　丸山（鶴岡工，山形）

予選 　81位　496
予選 111位　479

予選 　15位　543
決勝ラウンド1回戦　140－130　中谷（松蔭，兵庫）

　　　　 　　　2回戦　122－137　後藤（大分東明，大分）
予選 　37位　522

予選 　30位　585
決勝ラウンド1回戦　135－148　加守（岸和田産，大阪）

予選 　93位　547
予選 212位　404

予選 　　7位　622
決勝ラウンド1回戦　151－139　大久保（千葉黎明，千葉）

　　　　 　　　2回戦　150－145　佐藤（福島南，福島）
　　　　 　　　3回戦　156－163　小橋口（岸和田産，大阪）

決勝ラウンド1回戦　225－207　高山西（岐阜）
　　　　　 準々決勝　236―214　魚津工（富山）

　　　　　　　準決勝　234－228　愛知産大三河（愛知）

　　　　　　　　決勝　109－105　天野（大分東明，大分）　　 優　勝

　　　　　　　　決勝　217－228　千葉黎明（千葉）　　 　　準 優 勝
予選 14位　 1518

決勝ラウンド1回戦　175－207　多良木（熊本）

２５.アーチェリー

団体
男子 可部

女子 賀茂

予選 　6位　 1754

予選 　　2位　629
決勝ラウンド1回戦　160－132　二宮（米子南，鳥取）

　　　　　 　　2回戦　161－143　八木（和歌山，和歌山）
　　　　　　 　3回戦　153－150　西川（莵道，京都）

　　　　 　準々決勝　107―105　小橋口（岸和田産，大阪）
　　　　　　　準決勝　104－103　加守（岸和田産，大阪）

演技
下田・河面（庄原格致）

田村・信本（鈴峯女子）

団体 鈴峯女子

個人
下田（庄原格致）

信本（鈴峯女子）

個人組手
男子

坪島（呉港）

女子

安芸府中

個人

男子

栗栖（可部）

松本（可部）

女子

兼（賀茂）



NO.8

市立福山
広島城北
池田・高橋（市立福山）
横田・立田（広島城北）
畑下・平田（広島城北）
山田・大月（市立福山）
藤川・幸野（広島城北）
中山・児玉（府中）
金田・河相（広島城北）
寺村・今川（市立福山）
神原・村上（市立福山）
高橋・吉岡（広島城北）
三谷・石井（市立福山）
築山・森林（広島城北）
村上・高橋（明王台）
下野・平元（市立福山）
石岡・藤本（府中）
喜多村・柿原（市立福山）
小谷・進矢（広島城北）
市立福山
府中
野相・平田（市立福山）
北川・青山（市立福山）
梶田・稗田（市立福山）
高橋・坂本（市立福山）
井土・栗原（府中）
高橋・佐藤（市立福山）
馬原・福田（市立福山）
高橋・池口（府中）
豊田・那俄性（市立福山）

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 総合成績
平本(昌) 田村 山田 村上 平本(清) 木村 尾花 2時間07分52秒
[21]30.17 [21]8.40 [16]24.50 [23]24.18 [32]9.16 [24]15.25 [18]15.06 19位

22位 21位 19位 21位 21位 19位
渡邊 洲濵 山本 野村 濵田 1時間12分49秒

[42]20.50 [23]13.45 [44]10.39 [35]10.03 [44]17.32 41位
34位 39位 38位 41位

名前 合計順位・時間 名前 合計順位・時間 名前 合計順位・時間
（校名） (1本目＋2本目) （校名） (1本目＋2本 （校名） (1本目＋2本目)
櫻井 戸田 平田

(加計芸北) (加計芸北) (加計芸北)
櫻井 10位 杉原 27位 津田 99位

(加計芸北) 1'52"55 (加計芸北) 1'53"71 (加計芸北) 1'59"19
堀井 59位 西村 65位 藤原

(盈進) 1'37"89 (新庄) 1'39"55 (加計芸北)
西村 67位 藤原 67位 坪田

(新庄) 2'01"16 (加計芸北) 2'02"99 (盈進)

ク 名前 名前 名前
ロ （校名） （校名） （校名）
ス
カ
ン
ト 勝田 72位 笠井 76位 俵屋 104位
リ （加計芸北） 33'46"9 (加計芸北) 33'58"6 （加計芸北） 35'49"4
｜ 勝田 27位 笠井 45位 馬船 94位

（加計芸北） 46'10"5 （加計芸北） 47'16"8 （加計芸北） 50'05"0
加計芸北 20位
勝田・笠井 2時間１１分55秒７
馬船・俵屋

予選3コート　　　6位　　74．5
予選4コート　　15位　　68．0
予選5コート　　14位　　67．0
予選6コート　　15位　　67．5

決　勝　　　　　 12位　　72．5
予選1コート　　　7位　　76．5
予選1コート　　16位　　70．0
予選2コート　　12位　　67．5

予選9コート　　14位　　67．5
決　　　 勝　　 10位　　77．0
予選7コート　　12位　　68．0
決　勝　　　　　4位　　76．0

予選6コート　　13位　　64．0
予選7コート　　　6位　　72．5
予選7コート　　15位　　64．0
予選8コート　　　8位　　70．5

予選3コート　　11位　　71．0
予選4コート　　　6位　　75．0
予選4コート　　13位　　70．0
予選6コート　　　6位　　69．5

予選9コート　　　7位　　71．0
予選9コート　　16位　　64．0
予選1コート　　13位　　66．5
予選2コート　　　9位　　70．5

３３． スケート
　　 参加なし

1回戦　46-0　北見北斗(北北海道)
2回戦　3-57　御所工(奈良)

- - - -

男子

３１．ラグビー

３２．スキー

1回目途中棄権 1回目途中棄権 2回目途中棄権

GSLアルペン

種目

9.少林寺拳法

３０．駅伝

決　勝　　6位　　74．0
決　勝　　7位　　73．5
決　勝　　4位　　77．0

予選7コート　　　7位　　71．0
予選8コート　　　7位　　70．5
予選8コート　　10位　　70．5

10kmC

15kmF

10km×4

棄権

GSL 2回目途中棄権

成績・記録種目 成績・記録 成績・記録

男子
SL

女子
SL

男子 広島工業

学校対抗 加計高校芸北分校　　31位

熊野

西条農 - -

女子

団体

組演武有段

組演武規定

男子

団体

組演武二段
以上

組演武初段

組演武規定


