
NO.1
１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

学校 総合 西条農業 沼田 広島皆実 神辺旭 世羅 尾道東 安古市 府中
対抗 トラック 西条農業 広島皆実 沼田 神辺旭 世羅 安古市 如水館 市立呉

フィールド 西条農業 沼田 神辺旭 尾道東 安芸 府中 高陽 広工大高
総合 沼田 西条農業 広島皆実 市立呉 井口 神辺旭 鈴峯女子 県立広島

トラック 沼田 市立呉 広島皆実 西条農業 井口 神辺旭 鈴峯女子 御調
フィールド 高陽 神辺旭 沼田 安芸南 西条農業 広島皆実 福山商業 五日市

畑賀 古田 道路 久家 佐藤 山崎 中村 舘林
(沼田) (広島皆実) (神辺旭) (西条農業) (福山誠之館) (三次) (西条農業) (広島皆実)
浦野 古田 厚見 道路 佐藤 福井 山崎 西

(広島皆実) (広島皆実) (広島皆実) (神辺旭) (福山誠之館) (呉港) (三次) (国泰寺)
浦野 建田 厚見 峠木 春田 宗田 濱田 前田

(広島皆実) (広島皆実) (広島皆実) (市立呉) (修道) (安古市) (西条農業) (尾道北)
佐々木 衣松 原田 社 佐々木 山口 吉川 大川

(西条農業) (安古市) (近大東広島) (西条農業) (高陽東) (沼田) (沼田) (沼田)
衣松 田原 藤岡 小林 土生 北 久保 岡崎

(安古市) (西条農業) (如水館) (広島皆実) (世羅) (世羅) (世羅) (西条農業)
中原 藤野 藤岡 植田 山崎 小林 神田 鎧坂
(世羅) (西条農業) (如水館) (如水館) (世羅) (広島皆実) (西条農業) (世羅)
西尾 新本 溝上 中西 平田 伊澤 須賀
(沼田) (西条農業) (舟入) (市立呉) (神辺旭) (呉高専) (西条農業)
小松 多木 小林 岡本 山本 宮地 中重 横尾

(県立広島商業) (神辺旭) (沼田) (沼田) (広島皆実) (西条農業) (修道) (盈進)
香川 市川 小笠原 田原 大工谷 渡部 小川 三輪
(沼田) (広島城北) (西条農業) (西条農業) (世羅) (世羅) (西条農業) (世羅)
藤永 安藤 金川 西野 平本 西川 石井 亀樋
(沼田) (沼田) (西条農業) (西条農業) (西条農業) (忠海) (海田) (呉高専)

4×100mR 広島皆実 沼田 神辺旭 西条農 尾道東 宮島工業 五日市 市立呉
4×400mR 広島皆実 沼田 神辺旭 修道 西条農 大門 五日市 安古市

日浦 林 鳴川 原 河野 須賀 和田 牛尾
(西条農業) (神辺旭) (沼田) (広島商船) (西条農業) (西条農業) (呉港) (海田)

増金 辻丸 増金 細田 片山 見越 河野 竹井(県立広島)
(西条農業) (沼田) (県立広島) (広工大高) (広工大高) (西条農業) (井口) 槙田(御調)

高東 畑賀 石井 木谷 柏原 久保 日浦 戸谷
(尾道東) (沼田) (尾道東) (修道) (山陽) (沼田) (西条農業) (沼田)

高東 日浦 久森 半明 益本 林 河野 惠谷
(尾道東) (西条農業) (西条農業) (広工大高) (廿日市西) (沼田) (西条農業) (尾道)

西田 井上 作田 寺田 坂田 鶴崎 開内 岡野
(安芸) (神辺旭) (西条農業) (高陽) (西条農業) (呉三津田) (祗園北) (神辺旭)
大会新 大会新
井上 村上 寺田 坂田 鶴崎 石本 西田 馬場

(神辺旭) (府中) (高陽) (西条農業) (呉三津田) (大竹) (安芸) (府中東)
作田 渡辺 山田 河野 河合 深川 西田 四水

(西条農業) (安芸) (西条農業) (西条農業) (府中) (府中) (安芸) (安古市)
大会新 大会新 大会新

林 寺田 迫田 花尾 坂田 杉内 上原 宝積
(廿日市) (高陽) (府中) (崇徳) (西条農業) (福山誠之館) (宮島工業) (安芸)
大会新
溝上 榎本 益本 後藤 林 磯本 松岡 相原
(舟入) (神辺旭) (三次) (安古市) (沼田) (沼田) (府中) (府中)

県高新/大会新
小笠原 井出 登 小山 川本 藤村 片山 才野
(沼田) (沼田) (県立広島) (県立広島) (市立呉) (市立呉) (広島皆実) (広島皆実)
藤村 井出 上田 才野 丸谷 高須 小池 山田

(市立呉) (沼田) (西条農業) (広島皆実) (尾道北) (尾道北) (市立呉) (安古市)
小池 山本 坂本 田平 間瀬 仁井 辻本 在川

(市立呉) (神辺旭) (沼田) (井口) (大門) (御調) (神辺旭) (広島皆実)
田村瞳 澄川 山縣 高畑 辻本 川口 古井 金尾
(井口) (祗園北) (広島皆実) (鈴峯女子) (神辺旭) (西条農業) (鈴峯女子) (神辺旭)

ベス・ムソーニ 田村紀 宮地 中田 笠道 田村瞳 脇田 山縣
(世羅) (井口) (鈴峯女子) (西条農業) (世羅) (井口) (鈴峯女子) (広島皆実)

ベス・ムソーニ 原口 田村紀 宮地 脇田 中田 中村 折羽
(世羅) (如水館) (井口) (鈴峯女子) (鈴峯女子) (西条農業) (鈴峯女子) (西条農業)
沖田 近藤 藤本 冨廣 小田 長尾 原田 渡辺

(広島皆実) (市立呉) (沼田) (沼田) (祗園北) (沼田) (舟入) (神辺旭)
藤本 間瀬 山本 網村 松永 内藤 森川 妹尾
(沼田) (大門) (神辺旭) (祗園北) (御調) (基町) (井口) (市立広島商業)
大会新
後藤 門田 樋口 池下 谷本 宮下 岩本 宮原

(西条農業) (御調) (西条農業) (御調) (清水ヶ丘) (清水ヶ丘) (御調) (府中)
4×100mR 沼田 広島皆実 市立呉 西条農業 県立広島 神辺旭 安古市 五日市
4×400mR 沼田 広島皆実 市立呉 神辺旭 井口 祗園北 市立広島商業 五日市

楠目 瀬良 鉙 高智 面谷 安木 柳川 稲角優(瀬戸田)/谷(呉三津田)
(福山商業) (広島皆実) (井口) (沼田) (総合技術) (沼田) (沼田) 平井・梅田(五日市)/新谷(市立福山)

登 高須 大野 田辺 井上 高智 井出 浜井
(県立広島) (尾道北) (五日市) (尾道東) (五日市) (沼田) (沼田) (安古市)

下宮 松本 秋本 福泉 新谷 井口 林 堀
(高陽) (神辺旭) (安芸南) (広島皆実) (井口) (清水ヶ丘) (安佐北) (神辺旭)
下宮 秋本 中川 濱井 宮崎 林 新原 菊川
(高陽) (安芸南) (如水館) (尾道商) (西条農業) (福山商) (安古市) (祗園北)
宮崎 松本 栗根 上岡 稲角舞 玉理 小田 中村

(西条農業) (神辺旭) (府中) (廿日市) (瀬戸田) (市立呉) (市立広島商業) (祗園北)
大会新
高智 松浦 小田 稲角舞 河野 柴田
(沼田) (広島皆実) (西条農業) (瀬戸田) (近大東広島) (黒瀬)

男子 世羅 如水館 西条農業 沼田 広島皆実 国際学院 井口 廿日市西
女子 世羅 如水館 鈴峯女子 広島皆実 井口 西条農業 神辺旭 県立広島

種目

陸上

男子

女子

個人

男子

100m

200m

400m

800m

1500m

5000m

110mH -

400mH

3000mSC

5000mW

走高跳

棒高跳

走幅跳

三段跳

砲丸投

円盤投

ハンマー投

やり投

8種競技

女子

100m

200m

400m

800m

1500m

3000m

100mH

400mH

3000mW

駅伝

第６０回広島県高等学校総合体育大会 成績表

やり投

7種競技 - -

走高跳

走幅跳

砲丸投

円盤投



NO.2
１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
沼田 瀬戸内 広島皆実 基町 三次 葦陽 広工大附広 舟入
沼田 広島皆実 瀬戸内 基町 市立福山 比治山女子 広島観音 鈴峯女子

個人 釘井 久留 池田 瀧奥 藤川 谷川 徳重 原
男子 (美鈴が丘) (広工大附広) (呉宮原) (沼田) (武田) (武田) (福山誠之館) (広工大附広)

大会新
釘井 中本 久留 池田 瀧奥 山口 工藤 谷川

(美鈴が丘) (沼田) (広工大附広) (呉宮原) (沼田) (広島皆実) (瀬戸内) (武田)
立花 手島 井出 前峠 佐々木 山口 海段 稲垣

(広島皆実) (広陵) (基町) (瀬戸内) (三次) (広島皆実) (広) (三原東)
手島 藤田 林 立花 竹内 久保 飯冨 前峠

(広陵) (三次) (広島皆実) (広島皆実) (福山葦陽) (沼田) (基町) (瀬戸内)
久保 林 飯冨 竹内 牛尾 湯浅 信藤 有岡

(沼田) (広島皆実) (基町) (福山葦陽) (沼田) (武田) (基町) (広島観音)
竹本 森下 幸田 結城 中西 原 大判 井上

(沼田) (沼田) (舟入) (黒瀬) (福山誠之館) (広工大附広) (瀬戸内) (三次)
森下 結城 吉川 中西 幸田 井上 大判 細末

(沼田) (黒瀬) (沼田) (福山誠之館) (舟入) (三次) (瀬戸内) (広工大附広)
髙山 佐々木 市場 箕本 木谷 小鷹狩 村上 土田

(銀河学院) (沼田) (沼田) (広) (呉商業) (基町) (舟入) (広島国泰寺)
大会新
髙山 市場 佐々木 小鷹狩 脇坂 村上 尾熊 木谷

(銀河学院) (沼田) (沼田) (基町) (瀬戸内) (舟入) (福山葦陽) (呉商業)
中本 徳重 東屋 市場 山木 梶谷 岡本 矢口

(沼田) (福山誠之館) (広陵) (沼田) (広島観音) (美鈴が丘) (西) (瀬戸内)
内田 藤田 樋口 市場 岡広 東屋 梶谷 金本

(沼田) (三次) (福山葦陽) (沼田) (基町) (広陵) (美鈴が丘) (美鈴が丘)
内田 三阪 井田 徳永 樋口 佐藤 岡村 箕本

(沼田) (沼田) (瀬戸内) (瀬戸内) (福山葦陽) (市立呉) (福山誠之館) (広)
三阪 井田 徳永 朝倉 佐藤 岡村 前 畑

(沼田) (瀬戸内) (瀬戸内) (沼田) (市立呉) (誠之館) (舟入) (三次)
大会新

メドレーＲ 400ｍ 沼田 瀬戸内 三次 基町 広島皆実 舟入 福山葦陽 広島観音
400ｍ 沼田 広島皆実 三次 基町 広工大附広 広島観音 福山葦陽 美鈴が丘
800ｍ 沼田 瀬戸内 広島皆実 基町 広工大附広 福山葦陽 舟入 広島国泰寺

個人 神谷 西岡 藤元 佐藤 尾久葉 村上 原垣 大谷
女子 (沼田) (沼田) (広島皆実) (府中) (基町) (近大福山) (呉三津田) (安田女子)

大会新
神谷 西岡 藤元 横田 佐藤 村上 吉田 山野

(沼田) (沼田) (広島皆実) (広) (府中) (近大福山) (瀬戸内) (府中東)
大会新
沖広 上田 田中 中曽 古田 横田 仲古 向井

(瀬戸内) (広島皆実) (沼田) (比治山女子) (鈴峯女子) (広) (広島皆実) (府中東)
沖広 加藤 上田 近永 茶山 小野 加藤 野村

(瀬戸内) (沼田) (広島皆実) (沼田) (広島観音) (市立福山) (鈴峯女子) (美鈴が丘)
加藤 茶山 近永 小野 磯田 西尾 野村 加藤

(沼田) (広島観音) (沼田) (市立福山) (三原東) (瀬戸内) (美鈴が丘) (鈴峯女子)
内川 白石 前峠 坂田 飯冨 仲古 若本 平瀬

(広島皆実) (市立福山) (沼田) (基町) (基町) (広島皆実) (西条農業) (舟入)
前峠 内川 白石 坂田 若本 土肥 掛田 山根

(沼田) (広島皆実) (市立福山) (基町) (西条農業) (ND清心) (尾道北) (安田女子)
菅原 高橋 橋原 松永 朝井 武智 宮本 山本

(福山誠之館) (沼田) (近大東広島) (沼田) (武田) (市立広島商業) (銀河学院) (比治山女子)
橋原 菅原 松永 高橋 武智 朝井 中野 宮本

(近大東広島) (福山誠之館) (沼田) (沼田) (市立広島商業) (武田) (広島皆実) (銀河学院)
川本 徳重 古川 藤田 高垣 古田 向井 中和

(沼田) (福山) (沼田) (三次) (瀬戸内) (鈴峯女子) (府中東) (安佐北)
川本 古川 徳重 藤田 宮本 磯田 茶山 中和

(沼田) (沼田) (福山) (三次) (国泰寺) (三原東) (美鈴が丘) (安佐北)
中岡 岡崎 中野 徳永 森 中曽 西尾 梶本

(沼田) (女学院) (広島皆実) (瀬戸内) (広島観音) (比治山女子) (瀬戸内) (広島皆実)
大会新
中岡 飯冨 徳永 岡崎 吉田 浅海 上  中西

(沼田) (基町) (瀬戸内) (広島女学院) (沼田) (広島女学院) (美鈴が丘) (銀河学院)
大会新
沼田

大会新
フリー
リレー

修道 広島学院 舟入 広島工業 - - - -

種目

水泳
競泳

総合
男
女

自由形

50ｍ

100ｍ

200ｍ

400ｍ

800ｍ

背泳ぎ
100ｍ

200ｍ

平泳ぎ
100ｍ

200ｍ

バタフライ
100ｍ

200ｍ

個人メド
レー

200ｍ

400ｍ

フリーリ
レー

自由形

50ｍ

100ｍ

200ｍ

400ｍ

800ｍ

背泳ぎ
100ｍ

200ｍ

平泳ぎ
100ｍ

200ｍ

バタフライ
100ｍ

200ｍ

個人メド
レー

200ｍ

400ｍ

メドレーＲ 400ｍ 広島皆実 基町

府中東 広島観音

比治山女子 瀬戸内 広島観音 舟入

水球
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鈴峯女子

400ｍ 沼田 広島皆実 瀬戸内 基町 比治山女子 鈴峯女子



NO.3
１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

体操 男 崇徳 沼田 広島学院 舟入 美鈴が丘 - - -
競技 女 沼田 鈴峯女子 如水館 美鈴が丘 三原 - - -

小川 小早川 伊藤 岡 重久 西兼 佐藤 中川
(崇徳) (崇徳) (沼田) (福山商業) (崇徳) (如水館) (崇徳) (沼田)
田副 船木 小倉 藤田 杉原 寺尾 栗林 森田

(鈴峯女子) (沼田) (沼田) (沼田) (鈴峯女子) (鈴峯女子) (沼田) (如水館)
個人 中川 佐藤 伊藤 西兼 小川 小早川 岡 重久

種目別 (沼田) (崇徳) (沼田) (如水館) (崇徳) (崇徳) (福山商業) (崇徳)
小早川 西兼 伊藤 小川 岡 佐藤 重久 増田
(崇徳) (如水館) (沼田) (崇徳) (福山商業) (崇徳) (崇徳) (崇徳)
小川 伊藤 小早川 岡 重久 西兼 佐藤 中川
(崇徳) (沼田) (崇徳) (福山商業) (崇徳) (如水館) (崇徳) (沼田)
重久 中川 小川 小早川 伊藤 西兼 岡 佐藤
(崇徳) (沼田) (崇徳) (崇徳) (沼田) (如水館) (福山商業) (崇徳)
小早川 小川 伊藤 重久 岡 増田 中川 西兼
(崇徳) (崇徳) (沼田) (崇徳) (福山商業) (崇徳) (沼田) (如水館)
重久 小川 西兼 岡 佐藤 増田
(崇徳) (崇徳) (如水館) (福山商業) (崇徳) (崇徳)

杉原 寺尾 藤田 小倉 三舛 森田
(鈴峯女子) (鈴峯女子) (沼田) (沼田) (沼田) (如水館)

段違 船木 田副 小倉 藤田 森田 寺尾 栗林 杉原
平行棒 (沼田) (鈴峯女子) (沼田) (沼田) (如水館) (鈴峯女子) (沼田) (鈴峯女子)

小倉 田副 藤田 杉原 船木 寺尾 栗林 三舛
(沼田) (鈴峯女子) (沼田) (鈴峯女子) (沼田) (鈴峯女子) (沼田) (沼田)
田副 杉原 船木 藤田 寺尾 小倉 栗林 三舛

(鈴峯女子) (鈴峯女子) (沼田) (沼田) (鈴峯女子) (沼田) (沼田) (沼田)
男 三次 - - - - - - -
女 鈴峯女子 女学院 三原東 賀茂 広島皆実 尾道北 - -

檜山 西中 熊澤 井上 柳生
(広陵) (広陵) (三次) (三次) (三次)
江原 小原 清水 福原 松下 石橋 田中

(鈴峯女子) (鈴峯女子) (鈴峯女子) (鈴峯女子) (三原東) (海田) (三原東)
個人 檜山 熊澤 井上 西中 柳生

種目別 (広陵) (三次) (三次) (広陵) (三次)
檜山 西中 熊澤 井上 柳生
(広陵) (広陵) (三次) (三次) (三次)
江原 小原 清水 福原 松下 石橋 田中

(鈴峯女子) (鈴峯女子) (鈴峯女子) (鈴峯女子) (三原東) (海田) (三原東)
江原 清水 小原 松下 福原 石橋 田中

(鈴峯女子) (鈴峯女子) (鈴峯女子) (三原東) (鈴峯女子) (海田) (三原東)
１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
細田 古屋 日高 石田 緒方 津江本

(広島皆実Ａ) (広工大高Ａ) (宮島工業) (福山明王台) (広島皆実Ｂ) (広工大高Ｂ)
宮島工業Ｂ 宮島工業Ｃ 広島皆実 宮島工業A 広工大高 - - -

上田 白水 松本
(宮島工業) (広島皆実) (廿日市)
広島皆実 - - - - - - -

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
広島商船A
広島商船B

呉宮原 安芸南 広島国泰寺 広島商船 - - - -
呉宮原A 安芸南A 安芸南B 呉宮原B 市立呉A 広島国泰寺A 呉宮原C 市立呉B
安芸南 呉宮原 市立呉 広島国泰寺 - - - -

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
修道 広島学院 海田 県立広島 広大附属 高陽 廿日市 -

ND清心 安芸府中 - - - - - -

１位 ２位
男子 広島皆実 県立広島商業 英数学館 美鈴が丘 市立呉 広島観音 瀬戸内 廿日市
女子 広島皆実 広島観音 呉商業 美鈴が丘 女学院 市立広島商業 市立呉 瀬戸内

１位 ２位
男子 修道 広 向原 祗園北 呉港 廿日市 賀茂 西
女子 向原 呉三津田 祗園北 賀茂 桜ヶ丘 清水ヶ丘 - -

１位 ２位
男子 広工大高 崇徳 如水館 賀茂 安佐北 神辺旭 広島城北 呉工業
女子 沼田 安田女子 銀河学院 桜ヶ丘 進徳女子 清水ヶ丘 市立広島商業 高陽東

１位 ２位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子 山陽 音戸 神辺旭 尾道 呉港 賀茂 広島井口 三原
女子 鈴峯女子 女子商 清水ヶ丘 呉宮原 賀茂 広島井口 大門 三次

石井・中本 阿賀・中原 三浦・甲斐 谷本・中尾 富田・栗牧 井伏・藤井 古賀・三砂 福原・黒飛
(音戸) (山陽) (山陽) (山陽) (山陽) (神辺旭) (山陽) (音戸)

石原・山本 深沢・森原 高橋美・高橋咲 前田・岡野 政田・石井 福本・高橋遥 宮田・工藤 廣澤・勝乗
(女子商) (女子商) (女子商) (鈴峯女子) (鈴峯女子) (女子商) (鈴峯女子) (女子商)

１位 ２位
男子 広陵 修道 近大福山 美鈴が丘 広大附属 県立広島 近大東広島 瀬戸内
女子 美鈴が丘 安田女子 広陵 比治山女子 瀬戸内 近大福山 沼田 広島井口

平畑 若元 高原 西村 大下 鳥谷 名川 谷本
(広陵) (広陵) (修道) (広陵) (修道) (広陵) (修道) (修道)
小田 吉原 宮本 田中 米沢 中谷 迫田 佐藤
(広陵) (近大福山) (美鈴が丘) (美鈴が丘) (比治山女子) (美鈴が丘) (美鈴が丘) (安田女子)

平畑・坪田 高原・岩切 西村・若元 谷本・太田 延平・長嶋 高橋・ト部 山崎・半場 大下・名川
(広陵) (修道) (広陵) (修道) (福山葦陽) (近大福山) (美鈴が丘) (修道)

田中・宮本 池田・中山 川端・中谷 石津・佐藤 小田・名越 田丸・永戸 心石・小林 山本･大西
(美鈴が丘) (安田女子) (美鈴が丘) (安田女子) (広陵) (美鈴が丘) (沼田) (県立広島)

種目

体操

団体総合

個人 総合
男

女

男子

ゆか

あん馬

小早川(崇徳)
伊藤(沼田)

つり輪

跳馬

平行棒

鉄棒

女子

跳馬
田副(鈴峯女子)

船木(沼田)

平均台

ゆか

新体操

団体総合

個人 総合
男 - - -

女 -

男子
リング - - -

スティック - - -

女子
ロープ -

フープ -

種目

ボート

男子

シングルスカル

クォドルプル

舵手付き
クォドルプル

- -

ダブルスカル
舵手付き

宮島工業 廿日市 広島皆実 - - - - -

女子

シングルスカル - - - - -

ダブルスカル

宮島工業 廿日市 広島皆実 - - - - -

種目

ヨット
男子

ソロ

女子
ソロ

デュエット

呉宮原C

デュエット

安芸南A 呉宮原B 呉宮原A 広島国泰寺A

第６０回広島県高等学校総合体育大会　成績表

種目 ３位 ５位

種目

登山
男子
女子

安芸南Ｂ 安芸南C

バスケットボール

種目 ３位 ５位

ハンドボール

種目 ３位 ５位

バレーボール

種目 ３位
ソフト

男子

女子

団体

個人
男子

女子

テニス

種目 ３位 ５位

テニス

団体

個人

シングル
ス

男子

女子

ダブルス



NO.4
１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子 近大福山 基町 広島商船 廿日市 県立広島商業 広陵 武田 宮島工業
女子 県立広島商業 府中東 近大福山 広島皆実 基町 福山誠之館 上下 広島商船

１位 ２位
男子 広島観音 瀬戸内 県立広島工業 広島皆実 銀河学院 如水館 戸手 高陽東
女子 文教女子 山陽女子 廿日市 広島皆実 沼田 祗園北 - -

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
尾道 県立広島工業 崇徳 安芸南 - - - -

美鈴が丘 宮島工業 福山誠之館 盈進 - - - -
呉高専・
呉工業

庄原格致・ 市立福山・ 三次青陵・
松永 福山葦陽 舟入
１位 ２位

男子 御調 広工大高 市立呉 近大東広島 武田 広陵 可部 尾道商業
女子 安田女子 鈴峯女子 市立福山 市立広島商業 府中 五日市 総合技術 廿日市

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子 広島城北 桜ヶ丘 高陽 祗園北 安古市 市立福山 工大広島 福山工業
女子 清水ヶ丘 広島国泰寺 安古市 海田 鈴峯女子 廿日市 国際学院 安佐北

大和 土井 村上 鈴山 猪原 藤井 村上 清水
(桜ヶ丘) (広島城北) (国泰寺) (祗園北) (福山工業) (福山葦陽) (桜ヶ丘) (高陽)

柳亭 戸田 吉 豊田 田中 谷田 三上 影山
(清水ヶ丘) (鈴峯女子) (清水ヶ丘) (清水ヶ丘) (鈴峯女子) (基町) (清水ヶ丘) (広島国泰寺)
大安・香田 鈴山・明見 田中・立石 大瀬戸・石井 大和・村上 豊田･畑窪 中村・川本 清水・中村
(広島城北) (祗園北) (国際学院) (呉工業) (桜ヶ丘) (国泰寺) (広島城北) (高陽)
柳亭・三上 豊田・吉 戸田・田中 國芳・中西 山崎・海老原 影山・河村 河原・渡辺 田村・文田
(清水ヶ丘) (清水ヶ丘) (鈴峯女子) (安古市) (桜ヶ丘) (国泰寺) (広島観音) (国際学院)

１位 ２位
男子 近大福山 崇徳 国際学院 瀬戸内 広島学院 広陵 盈進 広島観音
女子 広島皆実 清水ヶ丘 国際学院 広陵 福山誠之館 尾道北 如水館 盈進

川端 木戸 宮本 沖野 吉松 元木 元谷 佃
(近大福山) (崇徳) (近大福山) (瀬戸内) (広島商船) (盈進) (近大福山) (呉高専)

岡田 木原 吉田 藤原 三村 世羅 道町 久保
(近大福山) (広陵) (崇徳) (崇徳) (崇徳) (盈進) (如水館) (近大福山)

岩城貴 田中 平田 石川 岩元 柳本 岩城良 佐古田
(崇徳) (崇徳) (崇徳) (近大福山) (近大福山) (国際学院) (崇徳) (盈進)
津﨑 吉原 高橋 荒瀧 田中 鈴木 影  岡

(近大福山) (近大福山) (崇徳) (国際学院) (国際学院) (崇徳) (広陵) (崇徳)
大田 香川 白川 下和田 三宅 岩下 坂田 白藤

(近大福山) (崇徳) (近大福山) (崇徳) (広島学院) (近大福山) (広陵) (可部)
森田 山本 岡野 安田 笹川 檜原 吉谷 橋本

(近大福山) (近大福山) (近大福山) (福山工業) (崇徳) (広島学院) (瀬戸内) (崇徳)
上川 谷﨑 畠田 山城 石野 久木留 増野 竹本

(崇徳) (近大福山) (盈進) (近大福山) (呉港) (瀬戸内) (市立福山) (安西)
織田 山肩 城戸 西岡 秋山 場田 大野

(広陵) (広島皆実) (清水ヶ丘) (広島皆実) (広陵) (国際学院) (広島国泰寺)
東田 林田 上田 藤井 新川 梅田 板木

(広島皆実) (広陵) (広島皆実) (清水ヶ丘) (広島皆実) (国際学院) (国際学院)
山崎 吉岡 砂川 法地 武田 木附 阿座上

(広陵) (広島皆実) (広陵) (国際学院) (広島皆実) (清水ヶ丘) (広陵)
奥谷 児玉 大村 茅島 佐々木 木曽 掛

(広島皆実) (清水ヶ丘) (盈進) (広陵) (如水館) (尾道東) (如水館)
石田 近藤 山﨑 中田 湯浅 大村 立川 木村

(広島皆実) (国際学院) (広陵) (如水館) (国際学院) (盈進) (市立広島工業) (清水ヶ丘)
山本 比南原 河村 岡野

(広島皆実) (国際学院) (清水ヶ丘) (清水ヶ丘)
川﨑 上原 梅田 藤本

(清水ヶ丘) (広島皆実) (広島皆実) (広島皆実)
１位 ２位

男子 広島皆実 広 銀河学院 沼田 神辺旭 崇徳 盈進 広陵
女子 銀河学院 神辺旭 沼田 女子商 広島井口 新庄 広島皆実 広陵

渡邉 高岡 藤本 吉岡 藤江 永井 矢加部 杉島
(沼田) (広島皆実) (盈進) (広) (広島皆実) (如水館) (神辺旭) (三次)
大石 薬師地 渡辺 土井 森田 爲定 藤本 佐伯

(女子商) (広島皆実) (女子商) (沼田) (銀河学院) (盈進) (盈進) (広陵)
１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
竹原 - - - - - - -
長尾 峠下 伊藤 濱岡 角田 藤岡

(竹原) (竹原) (近大東広島) (竹原) (竹原) (竹原)
１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子 県立広島工業 崇徳 沼田 安古市 大門 市立広島工業 美鈴が丘 広島井口
女子 広島皆実 呉商業 呉宮原 如水館 山陽女子 基町 沼田 福山葦陽

飛田 和木田 川本 広中 上原田 相良 相原 高橋
(沼田) (広島井口) (県立広島工業) (県立広島工業) (県立広島工業) (市立広島工業) (崇徳) (大門)
加藤 小林 山上 岡本 山﨑 太郎田 天野 高野

(県立広島工業) (如水館) (広島皆実) (神辺旭) (福山葦陽) (如水館) (広島井口) (呉宮原)
男子 県立広島工業 呉工業 安古市 広工大高 明王台 基町 崇徳 山陽
女子 呉宮原 皆実 竹原 呉商業 明王台 大門 安芸南 安古市

川本 広中 栗栖 冨田 宗内 長谷川 川中 粟谷
(県立広島工業) (県立広島工業) (安芸南) (県立広島工業) (県立広島工業) (呉工業) (県立広島工業) (基町)

高野 清益 森川 岡村 西山 住田 平井 柄
(呉宮原) (広島皆実) (呉宮原) (広島皆実) (竹原) (西条農業) (呉宮原) (呉三津田)

種目

卓球 団体

種目 ３位 ５位

サッカー

種目

- -

Ｄブロック - - - - -

大門・明王台 福山工業

種目

バドミント
ン

団体

-尾道北 -ラグビー

Ａブロック
Ｂブロック

Ｃブロック

種目 ３位 ５位

ソフトボール

90kg級

種目 ３位 ５位

60kg級

66kg級

73kg級

81kg級

種目

-

- -

柔道

団体

個人

種目

女子

48kg級

男子

女子

相撲
団体

個人

男子

女子

遠的

団体
弓道

63kg級

70kg級

個人

シングル
ス

男子

女子

ダブルス
男子

女子

男子

78kg級

- -

100kg級

100kg超級

-

-

-

52kg級

57kg級

３位

剣道

団体

個人
男子

女子

近的

団体

個人

個人
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- -

種目

５位

- -

78kg超級 - -



NO.5
１位 ２位

レ 広島国泰寺 国際学院 三次 - - - - -
ス 矢野 川根 上手
リ (広島商船) (三次) (広島国泰寺)
ン 前田 島本 箕岡
グ (広島国泰寺) (広島国泰寺) (三次)

三上 北受
(広島国泰寺) (三次)

沖本 本田
(国際学院) (広島国泰寺)

辰川
(三次)
大杉

(国際学院)
- - - - - - - -
- - - - - - - -

１位 ２位
ボ 山陽 崇徳 広陵 - - - - -
ク 木坂
シ (山陽)
ン 青木 田中
グ (崇徳) (山陽)

渡辺 谷口 パク　チャンギ
(山陽) (広陵) (広島朝鮮)
丸亀

(崇徳)
藤井 徳弘 松岡 パク　チュンソン 加来 岡本 神村

(広陵) (広陵) (山陽) (広島朝鮮) (崇徳) (崇徳) (山陽)
恩庄 横田 パク　チャンテ 広瀬

(崇徳) (広陵) (広島朝鮮) (山陽)
小船 森脇 重森

(崇徳) (山陽) (広陵)
藤田 馬明

(山陽) (広陵)
米 沖 小早川

(山陽) (崇徳) (市立広島工業)
１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

ウ 府中東Ａ 戸手 県立広島工業 宮島工業 - - - -
ェ 甲野 中元
イ (宮島工業) (戸手)
ト - - - - - - - -
リ 山口 高橋
フ (府中東) (戸手)
テ - - - - - - - -
ィ 高橋
ン (府中東)
グ - - - - - - - -

中山
(府中東)

原島
(県立広島工業)

森川
(府中東)

女子 - - - - - - - -
１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

フ 男子 神辺旭 盈進 福山誠之館 武田 - - - -
ェ 女子 神辺旭 盈進 - - - - - -
ン 高尾 高橋 竹本 榊 上坂 赤木 神田 神原
シ (神辺旭) (銀河学院) (神辺旭) (盈進) (神辺旭) (神辺旭) (盈進) (盈進)
ン 高尾 榊 高橋 岡田 海野 井上 河田 陶山
グ (神辺旭) (盈進) (銀河学院) (盈進) (神辺旭) (盈進) (盈進) (盈進)

竹本 神田 柿原 門田 上坂 須田 神原 井上
(神辺旭) (盈進) (盈進) (神辺旭) (神辺旭) (盈進) (盈進) (神辺旭)

坂本 藤井 寺尾 市場 花﨑 藤平 八木 中田
(神辺旭) (福山誠之館) (神辺旭) (神辺旭) (盈進) (盈進) (福山誠之館) (盈進)

坂本 藤井 市場 花﨑 能宗 中田
(神辺旭) (福山誠之館) (神辺旭) (盈進) (盈進) (盈進)

八木 寺尾 藤平 内田 ト部
(福山誠之館) (神辺旭) (盈進) (神辺旭) (盈進)

種目 ３位 ５位
団体

-

60kg級 - - -

- - -

55kg級 - - - - -

50kg級

-

66kg級 - - - - - -

-

- -

- -

84kg級 - - - - - - -

-

96kg級
120kg級

種目 ３位

個人

-

74kg級 - - -

５位
団体

個人

モスキート級 - - - - - - -

ライトフライ級 - - - - - -

フライ級 - - - - -

バンタム級 - - - - - - -

-

ライト級 - - - -

- - -

フェザー級

- -

ウェルター級 - - - - - -

ライトウェル
ター級

- -

種目
団体

ミドル級 - - -

男子

53kg級 - -

56kg級

62kg級 - -

69kg級

77kg級

- - - -

- - - -

- - -

85kg級

- - - -

94kg級 - - - - - - -

105kg級 - - - - - - -

105kg超級 - - - - - - -

48kg級
種目

団体
フルーレ

サーブル

エペ

女子

フルーレ

サーブル
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- -

エペ - - -

個人

男子

フルーレ



NO.6
１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

自 総合 市立広島工業 国際学院 広島城北 崇徳 山陽 - - -
転 ト 市立広島工業 国際学院 広島城北 崇徳 山陽 - - -
車 ラ 中村 天野 森山 丸本 高橋 中河 中尾 大野

ッ (国際学院) (山陽) (崇徳) (崇徳) (山陽) (広島城北) (市立広島工業) (広島城北)
ク 天野 上田 前寺 中尾 中河 丹後 前田 高橋

(山陽) (市立広島工業) (国際学院) (市立広島工業) (広島城北) (崇徳) (山陽) (山陽)
野中 丸本 伊東 中尾 高橋 竹井 角本 武田

(国際学院) (崇徳) (広島城北) (市立広島工業) (山陽) (広島城北) (広島城北) (広島城北)
中村 松浦 伊東 柳岡 上田 竹井

(国際学院) (市立広島工業) (広島城北) (市立広島工業) (市立広島工業) (広島城北)
野中 丹後 柳岡 大野 竹井

(国際学院) (崇徳) (市立広島工業) (広島城北) (広島城北)
野中 森山 松浦 中村 柳岡 伊東 大野

(国際学院) (崇徳) (市立広島工業) (国際学院) (市立広島工業) (広島城北) (広島城北)
上田 松浦 中河 天野

(市立広島工業) (市立広島工業) (広島城北) (山陽)
広島国際学院 市立広島工業 崇徳 広島城北 - - - -

国際学院 崇徳 広島城北 市立広島工業 - - - -
野中 丹後 大野 中村 丸本 柳岡 伊東 森山

(国際学院) (崇徳) (広島城北) (国際学院) (崇徳) (市立広島工業) (広島城北) (崇徳)
１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

70mラウン 県立広島工業
の部 大会新

女子 賀茂 可部 吉田 佐伯 広大附属 呉宮原 海田 -
市川 井上 中村 三宅 岡 大迫 梶谷 堀田

(県立広島工業) (県立広島工業) (吉田) (県立広島工業) (県立広島工業) (広大附属) (可部) (佐伯)
大会新
図師 田中 西村 笠原 岡崎 加藤 益田 百田

(山陽女子) (広島皆実) (可部) (佐伯) (広大附属) (賀茂) (吉田) (海田)
大会新

30m･50m 小山
の部 (桜が丘)

山田
(海田)
１位 ２位

男子 呉港 大門 英数学館 山陽 - - - -
女子 海田 西条農業 安芸府中 安芸南 - - - -
男子 海田Ａ 西条農業 大門 山陽 - - - -
女子 海田Ａ 西条農業Ａ 大門 西条農業Ｂ - - - -

小吹 米山 梶田 山本 栗崎 坂田 濱岡 柿迫
(呉港) (呉港) (西条農業) (呉港) (熊野) (大門) (呉港) (海田)
松野 山下 羽田野 鎌田 川村 澁谷 佐藤 中村

(海田) (海田) (西条農業) (海田) (西条農業) (安芸府中) (西条農業) (西条農業)
梶田 森田 米山 柿迫 高田 柳本 坂田 福浦

(西条農業) (海田) (呉港) (海田) (西条農業) (山陽) (大門) (安芸南)
保田 山下 藤原 中村 松野 縄稚 川村 田丸

(安芸南) (海田) (海田) (西条農業) (海田) (大門) (西条農業) (西条農業)
１位 ２位 ３位 ４位

男子 - - - - - - - -
女子 - - - - - - - -

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子 広島城北 市立福山 広陵 - - - - -
女子 市立福山 広陵 尾道 - - - - -
男子 広島城北 市立福山 - - - - - -
女子 市立福山Ａ 市立福山Ｂ - - - - - -

稲森・松本 加登見・三河 温田・西本 大北・加登見 松田・石元 山田・三河
(市立福山) (広陵) (広陵) (広陵) (広陵) (広陵)
中村・原田 兵藤・藤本 近藤・山田 高橋・大塚 高瀬・門田 香川・岡本
(広島城北) (広島城北) (広島城北) (市立福山) (市立福山) (広陵)
高蓋・横山 中間・草香 平本・道元 中山・本田 秋本・真田 秋本・西元
(市立福山) (広島城北) (広島城北) (広島城北) (広島城北) (広島城北)
中間・草香 高蓋・横山 中村・原田 平本・道元 兵藤・藤本 近藤・山田
(広島城北) (市立福山) (広島城北) (広島城北) (広島城北) (広島城北)
朝倉・小川 片田・室川 室川・中広 木原・的場 井上・関口
(市立福山) (広陵) (広陵) (尾道) (市立福山)
高橋・小林 内田・松浦 山根・平野
(市立福山) (市立福山) (市立福山)
丸山・藤井 古川・前場
(市立福山) (市立福山)
丸山・藤井 内田・松浦 古川・前場 高橋・小林 山根・平野
(市立福山) (市立福山) (市立福山) (市立福山) (市立福山)

１位 ２位 ３位 ４位
女子 鈴峯女子Ａ 鈴峯女子Ｂ - - - - - -

中曽・福島 二井川・梶川 島津・大北
(鈴峯女子) (広島皆実) (鈴峯女子)

高橋 福島 中曽
(安田女子) (鈴峯女子) (鈴峯女子)

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子 広陵 瀬戸内 如水館 広島国際学院 崇徳 - - -
女子 広島国際学院 瀬戸内 広陵 三次青陵 如水館 - - -

梶井 藤田 西浪 深井 松本
(広陵) (広陵) (瀬戸内) (広陵) (瀬戸内)
法崎  瀬 渡邉 金澤 北瀬

(国際学院) (瀬戸内) (国際学院) (瀬戸内) (広陵)
１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子 加計芸北 祇園北 瀬戸内 新庄 庄原実業 - - -
女子 加計芸北 観音 新庄 - - - - -

奥原 深井 藤原 齋藤 小田 吉本 清見 藤谷
(加計芸北) (加計芸北) (瀬戸内) (祇園北) (新庄) (庄原実業) (新庄) (庄原実業)

奥原 齋藤 藤原 清見 深井 小田 吉本 藤谷
(加計芸北) (祇園北) (瀬戸内) (新庄) (加計芸北) (新庄) (庄原実業) (庄原実業)

本田 佐渡 沖田
(観音) (加計芸北) (新庄)
佐渡 本田 沖田

(加計芸北) (観音) (新庄)
クロス 中田 河野 小松 村竹

カントリー (加計芸北) (加計芸北) (加計芸北) (加計芸北)
中田 河野 小松 村竹

(加計芸北) (加計芸北) (加計芸北) (加計芸北)
高野 橋垣

(加計芸北) (加計芸北)
橋垣 高野

(加計芸北) (加計芸北)

種目
学校対抗
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

4km速度競走 - -

ポイント・レース - - -

スクラッチ -

ケイリン - - - -

チームスプリント
4kmチーム・
パーシュート

市立広島工業 - - -

ロード
学校対抗

個人

広島城北 - - -

種目

アーチェリー

団体
男子

個人
男子

海田 広大附属 広島山陽

個人

男子

女子

吉田 呉宮原 賀茂 可部

- - - - - - -

女子 - - - - - - -

種目 ３位 ５位

団体
組手

形

個人

組手

種目 ５位

ホッケー
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男子

女子

形
男子

女子

空手道

- -

10kmF - -

5kmC
女子

- -

- - - -

- -

-

-男子 -

-

10kmC
男子

- - - -

15kmF

規定 女子

-

- - - - -

- -

- - - -

初段 女子 - -

-

回転
男子

大回転

個人の部 女子

種目

女子

種目

スキー

団体総合

アルペン
回転

女子
大回転

ゴルフ

学校対抗

個人
男子

種目

少林寺拳法

総合

団体演武

組演武

規定 男子

初段 男子

二段以上

中国予選 男子 - -

- - -

二段以上 女子 - - - - - -

中国予選 女子 - - -

種目 ５位

なぎなた

団体

演技 の部 女子 - - - -

- - -

- - - -

- - -

- - - -

- - - -




