
１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

総合 広島皆実 沼田 西条農業 広島井口 広工大高 神辺旭 世羅 如水館

トラック 広島皆実 世羅 広島井口 広工大 西条農業 国際学院 広大福山 広島なぎさ

フィールド 神辺旭 沼田 西条農業 舟入 皆実 高陽 如水館 安芸

総合 神辺旭 沼田 広島皆実 高陽東 尾道商業 井口 世羅 安古市

トラック 沼田 神辺旭 広島皆実 高陽東 世羅 安古市 広島井口 県立広島

フィールド 神辺旭 安芸 尾道商業 御調 府中 西条農業 沼田 市立呉

100ｍ 北村拓(広島皆実) 三村(広島井口) 石田(広島皆実) 角山（広島なぎさ） 下村（広島皆実） 吉川（広島井口） 池内（広島なぎさ） 磯野(安芸)

200ｍ 北村拓(広島皆実) 三村(広島井口) 小泉(広島皆実) 角山（広島なぎさ） 池内（広島なぎさ） 笛渋(広島皆実) 関谷(広大福山) 奥山(広大福山)

400ｍ 北村将(広島皆実) 藤井(福山誠之館) 高丸(市立福山) 関谷(広大福山) 曽禰(宮島工業) 竹安(県立広島) 田村(広島国泰寺) 堀(広工大高)

800ｍ 穴井(崇徳) 曽禰(宮島工業) 鍋島(広島皆実) 沖中(高陽) 山縣(市立呉) 髙橋(広工大高) 松枝(庄原格致) 京面(広島皆実)

1500ｍ 李(広島国際学院) 力石(如水館) 小篠(広島皆実) 木村(広島国際学院) ジョン・ガサイヤ(世羅) 京面(広島皆実) 前原(広島国際学院) 松枝(庄原格致)

5000ｍ ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾃﾞｨﾗﾝｺﾞ(世羅)大会新 藤川(世羅) 李(広島国際学院) 堤(西条農業) 力石(如水館) 馬場(広島国際学院) 森橋(総合技術) 小篠(広島皆実)

110ｍＨ 川崎(尾道商) 山本(広工大高) 鐵口(広島皆実) 平棟(神辺旭) 髙山(広工大高) 三浦(広島皆実) 川村(呉三津田)

400ｍＨ 山本(広工大高) 藤井(福山誠之館) 北村将(広島皆実) 坂井(県立広島) 高橋(府中) 鈴木(安古市) 平棟(神辺旭) 川下(沼田)

3000ｍＳＣ 宮城(世羅) 柘植(井口) 河名(世羅) 畑田(世羅) 藤本(県立広島) 宮地(市立広島商業) 加藤(西条農業) 片山(祇園北)

5000ｍＷ 高橋(西条農業) 原田(西条農業) 大久保(海田) 石川(尾道) 角田(沼田) 古田(西条農業) 小田(御調) 岡田(広島城北)

4×100ｍＲ 広島皆実　大会新 広島井口 広工大高 広大福山 沼田 神辺旭 尾道商業 三次

4×400ｍＲ 広島皆実 広島井口 沼田 広工大高 広大福山 宮島工業 県立広島 福山誠之館

走高跳 前田(沼田) 塩出(広島皆実) 中川(瀬戸内) 桑田(沼田) 中西(神辺旭) 中村(呉高専) 大田(沼田) 木本(祗園北)

棒高跳 川上(近大東広島) 村上(神辺旭) 佐々木(御調) 西山(広工大高) 和田木(広工大高) 坂本(神辺旭) 丸山(神辺旭) 林(広島井口)

走幅跳 吉川(広島井口) 高橋(沼田) 岡野(舟入) 舛田(広島皆実) 長谷川(広島なぎさ) 猪原(神辺旭) 大掛(広島皆実) 中瀬(神辺旭)

三段跳 桑田(沼田) 岡野(舟入) 安楽(舟入) 石原(山陽) 木本(祗園北) 中重(神辺旭) 大掛(広島皆実) 山本(高陽東)

砲丸投 藤岡(西条農) 大本(大崎海星) 上岡(安佐北) 山田(高陽) 深山(安佐北) 花藤(高陽東) 清田真一(瀬戸内) 松田直人(三次)

円盤投 藤岡(西条農) 高垣(如水館) 岡野(神辺旭) 山田(高陽) 為西(安芸南) 高野(安佐北) 竹林(祇園北) 金行(祇園北)

ハンマー投 高垣(如水館) 藤岡(西条農業) 佐々木(安芸) 西(尾道商業) 山口(神辺旭) 福田(庄原格致) 畠添(尾道商業) 大下(府中)

やり投 道上(安芸) 大本(大崎海星) 唐尾(高陽) 林(廿日市) 平田(神辺旭) 秋田(安芸南) 松村(広島商業) 廣政(尾道北)

8種競技 大田(沼田) 佐々木(沼田) 前迫(尾道商業) 池田(舟入) 花藤(高陽東) 広川(広工大) 秋山(賀茂) 前田(広島国泰寺)

100ｍ 沖(沼田) 沖(安古市) 泊野(広島皆実) 桃谷(安田女子) 福部(広島皆実) 高垣(尾道商業) 石井(高陽東) 上田(可部)

200ｍ 沖(沼田) 沖(安古市) 坪浦(県立広島) 三谷(神辺旭) 石井(高陽東) 石井(沼田) 藤田(安古市) 木戸(神辺旭)

400ｍ 坪浦(県立広島) 石井(沼田) 藤田(安古市) 三谷(神辺旭) 丸山(神辺旭) 川田(尾道商) 多田(尾道北) 浜井(安古市)

800ｍ 岩崎(高陽東) 上浦(広島井口) 下花(世羅) 兒玉(広大附) 加藤(広島井口) 石田(神辺旭) 土澤(安古市) 奥村(高陽東)

1500ｍ 岩崎(高陽東) 加藤(広島井口) 谷本(鈴峯女子) 河越(世羅) 奥村(高陽東) 酒井(世羅) 増田(広島井口) 下花(世羅)

3000ｍ ｽｰｻﾝ ﾜｲﾘﾑ(世羅)大会新 木岡(世羅) 堀(世羅) 谷本(鈴峯女子) 中村(高陽東) 増田(広島井口) 松本(西条農業) 中平(安古市)

100ｍＨ 福部(広島皆実) 林(沼田) 山田(市立呉) 堀(神辺旭) 出原(暁の星) 光成(熊野) 吉川(市立広島商業) 延永(神辺旭)

400ｍＨ 坪浦(県立広島) 丸山(神辺旭) 川田(尾道商) 森下(府中) 村上(広島皆実) 玉木(広島皆実) 嘉屋(広島井口) 岡本(高陽東)

3000ｍＷ 堀川(御調) 久保(尾道商業) 赤迫(尾道北) 大下(広) 平見(暁の星) 松田(比治山女子) 物部(暁の星) 白井(神辺旭)

4×100ｍＲ 沼田 広島皆実 安古市 神辺旭 市立呉 舟入 比治山女子 高陽東

4×400ｍＲ 広島皆実 舟入 高陽東 沼田 神辺旭 広島井口 安古市 尾道北

走高跳 山田(市立呉) 新田(沼田) 三島(市立広島商業) 山本(広島皆実) 藤原(福山葦陽) 青山(神辺旭) 村上(沼田) 吉田(比治山女子)

走幅跳 高垣(尾道商業) 渡辺(神辺旭) 平藪(舟入) 天道(高陽東) 川田(尾道商) 生天目(県立広島) 枝元(広島皆実) 京面(広島皆実)

砲丸投 山中(安芸) 宮迫(西条農業) 大藤(安芸) 佐藤(神辺旭) 塩崎(五日市) 香川(安芸) 上田(尾道商) 出尾(基町)

円盤投 佐藤(神辺旭) 増金(広島井口) 平田(府中) 山中(安芸) 宮迫(西条農業) 上田(尾道商) 谷尻(御調) 中尾(大門)

やり投 谷尻(御調)　大会新 小田(府中) 林原(御調) 佐藤(神辺旭) 中野(近大東広島) 三浦帆(尾道東) 谷尾(県立広島) 増金(広島井口)

７種競技 新田(沼田) 三島(市立広島商業) 宇佐見(安西) 村上(沼田) 神野(府中) 城本(尾道商業) 野田(広島井口) 川内（暁の星）

沼田 舟入 美鈴が丘 瀬戸内 崇徳 広島皆実 呉三津田 三次

沼田 福山葦陽 清水ヶ丘 美鈴が丘 舟入 女学院 基町 比治山女子

50ｍ 赤松(舟入) 藤林(広大福山) 平田(三次) 遠藤(沼田) 加藤(沼田) 中原(賀茂) 山中(瀬戸内) 山本(市立広島商業)

100ｍ 瀬尾(府中東) 赤松(舟入) 勝田(沼田) 藤林(広大福山) 加藤(沼田) 遠藤(沼田) 山本(市立広島商業) 平田(府中) 

200ｍ 瀬尾(府中東) 勝田(沼田) 宇葉(沼田) 藤川(美鈴が丘) 藤中(美鈴が丘) 茂原(高陽) 森川(広島観音) 乙川(舟入) 

400ｍ 大谷(呉港) 塩野(広島皆実) 宇葉(沼田) 藤川(美鈴が丘) 高梨(福山葦陽) 益本(広島城北) 藤本(広島観音) 迫平(沼田)

1500ｍ 大谷(呉港)大会新　県高新　中高新 塩野(広島皆実) 迫(沼田) 藤本(観音) 澄川(沼田) 菅森(瀬戸内) 綿貫(基町) 箕浦(美鈴が丘)

100ｍ 長岡(呉三津田) 辰井(広島国泰寺) 金石(舟入) 川島(舟入) 中村(美鈴が丘) 村上(広島井口) 小林(沼田) 富(沼田)

200ｍ 長岡(呉三津田) 辰井(広島国泰寺) 川島(舟入) 富(沼田) 中村(美鈴が丘) 小林(沼田) 河井(広島皆実) 金石(舟入)

100ｍ 藤井(福山誠之館) 毛利(沼田) 島(呉三津田) 高村(AICJ) 河野(美鈴が丘) 松本(崇徳) 河野(三次) 畳(広島国際学院)

200ｍ 毛利(沼田) 高村(AICJ) 河野(美鈴が丘) 藤井(福山誠之館) 松本(崇徳) 島(呉三津田) 米澤(高陽東) 河野(三次)

100ｍ 伊佐治(沼田) 岡崎(瀬戸内) 吉川(舟入) 吉田(沼田) 古賀(呉港) 森川(沼田) 福山(葦陽) 赤尾(銀河学院)

200ｍ 伊佐治(沼田) 吉川(舟入) 吉田(沼田) 古賀(呉港) 岡崎(瀬戸内) 森川(沼田) 福山(福山葦陽) 中畑(大門)

200ｍ 高村(崇徳) 髙橋(銀河学院) 初瀬川(呉三津田) 三阪(沼田) 鈴木(沼田) 藤中(美鈴が丘) 田岡(広大附) 米澤(高陽東)

400ｍ 高村(崇徳)大会新 三阪(沼田) 鈴木(沼田) 高橋(銀河学院) 石原(瀬戸内) 初瀬川(呉三津田) 田岡(広大附) 菅森(市立広島商業)

400ｍ 沼田　大会新 舟入 美鈴が丘 瀬戸内 三次 崇徳 広島観音 広島皆実

800ｍ 沼田 舟入 美鈴が丘 瀬戸内 広島皆実 崇徳 三次 基町

メドレーＲ 400ｍ 沼田 舟入 美鈴が丘 瀬戸内 広島皆実 三次 広島国泰寺 基町

50ｍ 森重(清水ヶ丘) 藤本(沼田) 楢崎(府中) 福間(沼田) 小畑(暁の星女子) 藤本(沼田) 内藤(福山誠之館) 山野(広島国際学院)

100ｍ 藤本(沼田) 坂野(沼田) 藤本(沼田) 井藤(美鈴が丘) 福井(女学院) 山野(広島国際学院) 内藤(福山誠之館) 東屋(広陵)

200ｍ 平瀬(広島観音) 橋本(安田女子) 坂野(沼田) 井藤(美鈴が丘) 白石(福山葦陽) 植木(三次) 平川(舟入) 岡崎(舟入)

400ｍ 早水(AICJ)　大会新 平瀬(広島観音) 田中(福山誠之館) 吉川(広島商業) 橋本(安田女子) 中村(美鈴が丘) 野間(沼田) 白石(福山葦陽)

800ｍ 早水(AICJ) 野間(沼田) 吉川(広島商業) 田中(福山誠之館) 籠島(沼田) 渡辺(基町) 倉持(広陵) 澤田(三次)

100ｍ 小笠原(市立福山) 村上(沼田) 楢崎(府中) 串田(女学院) 岩木(沼田) 品川(基町) 山口(広島皆実) 高橋(広島観音)

200ｍ 小笠原(市立福山) 村上(沼田) 串田(女学院) 中村(美鈴が丘) 岩木(沼田) 品川(基町) 高橋(広島観音) 稲田(比治山女子)

100ｍ 高橋(沼田) 小河(沼田) 大島(三次) 原(賀茂) 三浦(比治山女子) 土本(広島皆実) 松本(広陵) 緒方(基町)

200ｍ 高橋(沼田) 小河(沼田) 大島(三次) 三浦(比治山女子) 原(賀茂) 土本(広島皆実) 松本(広陵) 萱野(舟入)･長尾(広陵)

100ｍ 湯中(清水ヶ丘)大会新 小畑(暁の星女子)大会新 藤森(清水ヶ丘) 貝原(福山葦陽) 前場(福山葦陽) 田中(広大附) 森川(舟入) 川西(広島国際学院)

200ｍ 湯中(清水ヶ丘)大会新 藤森(清水ヶ丘) 貝原(福山葦陽) 前場(福山葦陽) 田中(広大附) 楢崎(府中東) 川西(広島国際学院) 木下(舟入)

200ｍ 原(賀茂) 森重(清水ヶ丘) 家頭(呉三津田) 福間(沼田) 小山(銀河学院) 尾田(広島国泰寺) 嘉屋本(舟入) 中島(比治山女子)

400ｍ 原(賀茂) 森重(清水ヶ丘) 森川(舟入) 尾田(広島国泰寺) 小山(銀河学院) 中島(比治山女子) 嘉屋本(舟入) 伊藤(安田女子)

フリーR 400ｍ 沼田 福山葦陽 美鈴が丘 舟入 女学院 比治山女子 基町 ＮＤ清心

メドレーR 400ｍ 沼田 福山葦陽 基町 美鈴が丘 舟入 比治山女子 女学院 ＮＤ清心

広島学院 修道 舟入

男 崇徳 沼田 因島 広島学院 如水館

女 鈴峯女子 沼田 美鈴が丘 三原 三次

男 濱田(因島) 船津(沼田) 廣友(崇徳) 奥(崇徳) 内山(崇徳) 水川(沼田) 中西(崇徳) 三澤(崇徳)

女 立山(鈴峯女子) 渡辺(鈴峯女子) 秋田(鈴峯女子) 後(鈴峯女子) 塚脇(沼田) 宮本(沼田) 村田(鈴峯女子) 伊藤(沼田)

ゆか 濱田(因島) 船津(沼田) 廣友(崇徳) 内山(崇徳) 奥(崇徳) 三澤(崇徳) 澤(因島) 水川(沼田)

あん馬 濱田(因島) 廣友(崇徳) 船津(沼田) 内山(崇徳) 出上(沼田) 澤(因島) 水川(沼田) 西本(如水館)

つり輪 濱田(因島) 船津(沼田) 奥(崇徳) 中西(崇徳) 内山(崇徳) 廣友(崇徳) 沖元(崇徳) 水川(沼田)

跳馬 濱田(因島) 船津(沼田) 奥(崇徳) 廣友(崇徳) 水川(沼田) 内山(崇徳) 出上(沼田) 三澤(崇徳)

平行棒 濱田(因島) 船津(沼田) 三澤(崇徳) 廣友(崇徳) 沖元(崇徳) 奥(崇徳) 出上(沼田) 中西(崇徳)

鉄棒 船津(沼田) 奥(崇徳) 濱田(因島) 水川(沼田) 三澤(崇徳) 中西(崇徳) 内山(崇徳) 西本(如水館)

跳馬 宮本(沼田) 渡辺(鈴峯女子) 秋田(鈴峯女子) 立山(鈴峯女子) 塚脇(沼田) 村田(鈴峯女子) 岡村(鈴峯女子) 後(鈴峯女子)

段違平行棒 後(鈴峯女子) 渡辺(鈴峯女子) 立山(鈴峯女子) 秋田(鈴峯女子) 村田(鈴峯女子) 塚脇(沼田) 岡村(鈴峯女子) 宮本(沼田)

平均台 立山(鈴峯女子) 後(鈴峯女子) 岡村(鈴峯女子) 渡辺(鈴峯女子) 秋田(鈴峯女子) 塚脇(沼田) 村田(鈴峯女子) 伊藤(沼田)

ゆか 立山(鈴峯女子) 渡辺(鈴峯女子) 秋田(鈴峯女子) 後(鈴峯女子) 宮本(沼田) 塚脇(沼田) 村田(鈴峯女子) 伊藤(沼田)

男 広陵

女 女学院 鈴峯女子 賀茂 広島皆実

男 吉森(三次) 三原(広陵) 小田(広陵) 横浜(広陵) 伊藤(三次) 鎗(三次)

女 木村(鈴峯女子) 中村(鈴峯女子) 桂(賀茂) 上野(鈴峯女子) 今村(三原) 本名(女学院) 黒木(広陵) 上新(広島皆実)

リング 吉森(三次) 三原(広陵) 小田(広陵) 横浜(広陵) 伊藤(三次) 鎗(三次)

スティック 三原(広陵) 吉森(三次) 小田(広陵) 横浜(広陵) 伊藤(三次) 鎗(三次)

ﾎﾞｰﾙ 中村(鈴峯女子) 木村(鈴峯女子) 黒木(広陵) 今村(三原) 本名(女学院) 桂(賀茂) 上野(鈴峯女子) 加藤(女学院)

リボン 木村(鈴峯女子) 中村(鈴峯女子) 桂(賀茂) 上野(鈴峯女子) 今村(三原) 本名(女学院) 上新(広島皆実) 黒木（広陵）
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男

女

 バタフライ

平泳ぎ

  自由形

 男子

 女子

水泳

水球

団体総合

団体総合

個
人
種
目
別

男子

女子

新
体
操

個人 総合



１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

青崎（宮島工業Ａ） 野本（宮島工業Ｃ） 内藤（広島皆実Ｂ） 田中（広島皆実Ａ） 今村（広工大高） 勇（宮島工業Ｄ）

宮島工業Ｃ 宮島工業Ａ 宮島工業Ｂ 広島皆実A 広島皆実B 宮島工業D

宮島工業Ａ 広工大高 宮島工業Ｂ

山本(廿日市Ａ) 岡野(宮島工業) 藤森(廿日市Ｂ) 山本(廿日市Ｄ) 宮内(廿日市Ｃ)

広島皆実 宮島工業Ａ 宮島工業Ｂ

広島皆実

ソロ 北村・河内（広島国泰寺） 山本・白井（安芸南） 瀬古・山口（呉宮原）

デュエット 広島国泰寺 広島商船 安芸南 呉宮原 山陽

ソロ 安永・内田（広島国泰寺） 仁井原・前田（安芸南）

デュエット 広島国泰寺 安芸南

修道 広島学院 高陽 五日市 安芸 安古市 県立広島

ND清心 高陽 基町 五日市

男子 広島皆実 廿日市 如水館 英数学館 呉商業 美鈴が丘 広島商業 広陵

女子 呉商業 広島観音 広島皆実 広島商業 市立広島商業 基町 美鈴が丘 神辺旭

男子 祇園北 城北 向原 廿日市 呉三津田 西条農業 賀茂 修道

女子 賀茂 呉三津田 桜が丘 向原 祇園北 清水ヶ丘

男子 崇徳 神辺旭 広工大 祇園北 広島城北 賀茂 安古市 山陽

女子 安田女子 市立沼田 銀河学院 尾道 神辺旭 広島桜が丘 進徳女子 広島翔洋

男子 広島翔洋 神辺旭 山陽 尾道 尾道東 呉宮原 呉港 可部

女子 広島翔洋 清水ヶ丘 近大福山 鈴峯女子 広島新庄 尾道東 大門 呉宮原

男子 河村･河辺(広島翔洋) 岡本･加藤(広島翔洋) 大橋・頭本(広島翔洋) 川口･高須(広島翔洋) 間賀田・五十川(呉三津田) 小平・濱田(呉港) 大槻・濱咲(広島翔洋) 大塚･圓山(神辺旭)

女子 箱崎･村上(清水ヶ丘) 上野･佐々岡(広島翔洋) 西岡･吉田(広島翔洋) 小谷・根岸(広島翔洋) 森田･松屋(広島翔洋) 原田･田島(鈴峯女子) 山納・西本(広島翔洋) 中山･下田(広島翔洋)

男子 広陵 瀬戸内 崇徳 美鈴が丘 呉三津田 広島学院 修道 広島国泰寺

女子 美鈴が丘 広陵 安古市 比治山女子 県立広島 基町 広島井口 近大福山

男子 梶下(瀬戸内) 田鍋(修道) 八剣(美鈴が丘) 藤井(崇徳) 杉本(美鈴が丘) 乾(瀬戸内) 高橋(美鈴が丘) 樋口(広陵)

女子 川島(広陵) 長妻(美鈴が丘) 小林(美鈴が丘) 日浦(比治山女子) 三浦(広陵) 林(安古市) 米田(広陵) 中須賀(美鈴が丘)

男子 梶下･乾(瀬戸内) 山田･樋口(広陵) 田鍋･宗近(修道) 高橋･八剣(美鈴が丘) 山本･藤井(崇徳) 西村･岡田(広陵) 小川･平賀(美鈴が丘) 坪田･中原(瀬戸内)

女子 長妻･小林(美鈴が丘) 梶下･中須賀(美鈴が丘) 米田･川島(広陵) 池田･小田原(美鈴が丘) 高雄･江本(広陵) 山口･田中(広陵) 岩田･清水(美鈴が丘) 三浦･原田(広陵)

男子 武田 近大福山 広島商業 府中東 広島商船 祇園北 基町 広島工業

女子 近大福山 広島商業 祇園北 府中東 廿日市 進徳女子 鈴峯女子 女学院

男子 瀬戸内 広島観音 広島皆実 山陽 広島国泰寺 広島学院 市立沼田 廿日市

女子 文教女子 山陽女学園 広島皆実 沼田 福山明王台 祇園北 廿日市 進徳女子

Ａブロック 尾道 崇徳 県立広島工業 安芸南

Ｂブロック 美鈴が丘 宮島工業 福山工業 葦陽

Ｃブロック 誠之館 明王台 県立広島工業B 広島商船・庄原格致･三次青陵･大門･呉高専・盈進

男子 御調 呉宮原 市立呉 瀬戸内 呉高専 尾道商業 広島国際学院 近大東広島

女子 安田女子 広島商業 総合技術 清水ヶ丘 鈴峯女子 三次 廿日市 賀茂

男子 安芸府中 福山工業 安古市 祇園北 廿日市 広陵 広島城北 基町

女子 清水ヶ丘 安芸府中 高陽 海田 祇園北 高陽東 舟入 広島国泰寺

男子 中村(広島城北) 谷村(福山工業) 横段(安芸府中） 杉原(安芸府中) 箱田(福山誠之館) 高橋(市立福山) 川本(安古市) 新開(安古市)

女子 田岸(清水ヶ丘) 菊池(清水ヶ丘) 村松(安芸府中) 中尾(福山明王台) 大橋(安芸府中) 三原詰(清水ヶ丘) 安達(清水ヶ丘) 小田(安芸府中)

男子 横段・杉原（安芸府中） 川本・新開（安古市） 中村・藤田（広島城北） 石井・由宇（祗園北） 中川・高原（広島国際学院） 今本・藤井（安芸府中） 谷村・政近（福山工業） 高橋・河村（市立福山）

女子 村松・把田（安芸府中） 三原詰・山本（清水ヶ丘） 田岸・菊池（清水ヶ丘） 小田・大橋（安芸府中） 碓井・安井（広島井口） 中尾・豊田（福山明王台） 安達・明山（清水ヶ丘） 山﨑・柚木（高陽）

男子 崇徳 近大福山 広陵 瀬戸内 武田 広島国際学院 広工大高 広島学院

女子 広島皆実 清水ヶ丘 広陵 沼田 広島国際学院 武田

60ｋｇ級 末木(近大福山) 江本(広陵) 齋藤（崇徳） 坂本（崇徳） 高橋(広陵) 柳生(広島国際学院) 宮本(安西) 林(広島国際学院)

66ｋｇ級 島谷（崇徳） 古川(安西) 宮本(近大福山) 紺屋(近大福山) 広瀬(広工大高) 土居（崇徳） 松田(武田) 藤原（崇徳）

73ｋｇ級 水岡（崇徳） 大町（崇徳） 斉藤（崇徳） 岡田(盈進) 川本(盈進) 竹下(広工大) 玉田(近大福山) 大原（崇徳）

81ｋｇ級 香川（崇徳） 下村（崇徳） 清水（崇徳） 辻田(近大福山) 上元(瀬戸内) 山本（崇徳） 奥谷（崇徳） 山本(広島国際学院)

90ｋｇ級 北岡（崇徳） 伊折（崇徳） 長野（崇徳） 倉本(近大福山) 元石(広陵) 小川(基町) 岩見(三次) 香川(広島国際学院)

100ｋｇ級 筒井（崇徳） 松岡（崇徳） 沖友(広工大) 田中(近大福山) 大滝(近大福山) 伊藤（呉三津田） 三村（崇徳） 窪地(近大福山)

100ｋｇ超級 飯田（崇徳） 上原（崇徳） 藤原(呉高専) 内田（崇徳） 問田(近大福山) 得能(三原) 林(広工大高) 平川(近大福山)

48ｋｇ級 高野(沼田) 笹井(広陵) 茅原(皆実) 山下(皆実) 宇野(武田) 福田(広島国際学院) 眞鍋(清水ヶ丘) 田坂(武田)

52ｋｇ級 原田紬(沼田) 高山(広島皆実) 久我(皆実) 森(清水ヶ丘) 川本(広島皆実) 鴻野(広島国際学院) 三原(広陵)

57ｋｇ級 高増(広島皆実) 石本(清水ヶ丘) 川本(沼田) 橋本(広陵) 川井(広島国際学院) 石田(広島皆実) 小杉(清水ヶ丘) 北畠(清水ヶ丘)

63ｋｇ級 石川(広島皆実) 佐藤(沼田) 内蔵田(広島皆実) 寺田(清水ヶ丘) 隼田(広島皆実) 村上(広陵) 児玉(沼田) 藤井(広島皆実)

70ｋｇ級 岡田(広島皆実) 中原(広島皆実) 藤本(清水ヶ丘) 千葉(清水ヶ丘) 鴛海(広島国際学院) 岡崎(広陵) 末常(広島国際学院) 中村(沼田)

7８ｋｇ級 藤原(沼田) 古川(広島皆実) 山中(広島皆実) 高原(尾道北) 肝付(広島皆実)

78ｋｇ超級 中山(広陵) 島谷(広島皆実)

男子 沼田 広 盈進 崇徳 三次 広島皆実 広島翔洋 広島国際学院

女子 広島翔洋 沼田 広島皆実 銀河学院 三次 祇園北 広陵 呉商業

男子 小原(崇徳) 本岡(広) 向井(沼田) 中本(沼田) 松浦(広島翔洋) 赤木(銀河学院) 荒二井(呉工業) 坂元(神辺旭)

女子 名越(広島翔洋) 石川(沼田) 磯邉(広島皆実) 濱本(祇園北) 竹内(祇園北) 高橋(盈進) 杉原(市立福山) 近重(沼田)

団体 尾道 竹原

個人 上中(竹原) 島田(尾道北) 佐藤(尾道) 大本(竹原)

男子 崇徳 市立広島工業 広島工業 美鈴が丘 基町 広工大高 西条農業 県立広島

女子 神辺旭 基町 広島皆実 文教女子 大門 山陽女学園 県立広島 広島井口

男子 舩倉（美鈴が丘) 堀(崇徳) 今北(美鈴が丘) 石井(市立広島工業) 竹政(崇徳) 伊藤(広島工業) 出本(美鈴が丘) 野浦（市立広島工業）

女子 中下(広島皆実) 竹尻(盈進) 梶下(市立呉) 中浜（呉商業) 占部（福山明王台) 細川(市立呉) 国森(山陽女学園) 尾上(三原)

男子 崇徳 広島工業 広工大高 市立広島工業 呉工業 西条農業 大門 修道

女子 呉宮原 広島皆実 県立広島 市立呉 西条農業 福山明王台 文教女子 広島商業

男子 藤森(市立広島工業) 佐々木(広島工業) 石井(広島工業) 桝本(崇徳) 岡本(崇徳) 竹政(崇徳) 山下(広工大高) 吉村(崇徳)

女子 平本(呉宮原) 盛崎（広島商業) 占部(福山明王台) 山口(広島皆実) 倉本(広島皆実) 内海(西条農業) 下本(県立広島) 佐藤(広島皆実)

三次 広島国泰寺 武田 広島国際学院

50ｋｇ級 寺尾(広島国際学院) 柏田（三次） 牧原（三次）

55ｋｇ級 河名（三次） 関（広島国泰寺） 峠（広島国際学院）

60ｋｇ級 柏田(三次) 松木（広島国泰寺） 原（武田） 森本(黒瀬)

66ｋｇ級 谷重(三次) 安本（広島国泰寺） 岩元（広島国泰寺） 水上（広島国際学院）

74ｋｇ級 末本（三次） 繁高（広島国泰寺） 松田（広島国際学院）

84ｋｇ級 永井（広島国際学院） 有間（三次）

96ｋｇ級 原田（広島国泰寺） 新田（黒瀬） 福本（武田）

120ｋｇ級 前（三次）

崇徳 広陵 大竹

小原(崇徳)

木村（広陵） 東森(西) 水戸(市立広島工業) 坂本(崇徳)

簑毛(安西)

北尾（広陵） 村田(大竹) 亀本(市立広島工業)

大成(崇徳) 前原（大竹） 土居(山陽) 吉岡(崇徳)

森広（崇徳） 龍石(広陵)

中林（崇徳） 梶川(市立広島工業)

平原(市立広島工業) 松木(崇徳)

戸手B 戸手A 府中東 戸手C

飯田（戸手） 内山（戸手）

上戸（戸手） 金丸(戸手) 佐藤（戸手）

小田（戸手） 光成(戸手)

貝原(府中東) 長谷川(府中東)

綾目（戸手）

横山(戸手)

橘高(府中東)　Ｊ大会新

赤利(戸手)

寺延（戸手）大会新 大場(戸手)

94ｋｇ級

48ｋｇ級

男子

53ｋｇ級

77ｋｇ級

85ｋｇ級

56ｋｇ級

ウ

ェ
イ
ト
リ
フ
テ

ィ
ン
グ 女子

53ｋｇ級

105ｋｇ超級

団体

ライトウェルター級

ウェルター級

ミドル級

男子

女子

男子

女子

ソフトテニス

団体

個人

ハンドボール

バレーボール

卓球 団体

テニス

個人

シングルス

ダブルス

近的

団体

個人

遠的

団体

個人

シングルス

柔道

個人

女子

団体

男子

ライト級

団体

剣道

団体

個人

相撲

学校対抗

レスリング

弓道

モスキート級

ライトフライ級

フライ級

バンタム級

62ｋｇ級

ボクシング
個人

ダブルスカル

舵手付きクォドルプル

シングルスカル

シングルスカル

ダブルスカル

舵手付きクォドルプル

バスケットボール

ヨット

ボート

男子

女子

登山

第64回広島県高等学校総合体育大会成績表

種目

ダブルス

 バドミントン

団体

ラグビー

ソフトボール

団体

サッカー



１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子 神辺旭 福山誠之館

女子 神辺旭 盈進

フルーレ 門田（神辺旭） 松井(盈進) 小田（神辺旭） 地頭所（神辺旭） 平賀(神辺旭) 佐野(誠之館) 西尾(誠之館) 矢野(近大福山)

エペ 西尾(誠之館) 松井（盈進） 門田（神辺旭） 地頭所（神辺旭） 北川(神辺旭) 連下(盈進) 福森(誠之館)

サーブル 平賀（神辺旭） 小田（神辺旭） 佐野(誠之館)

フルーレ 中島（盈進） 光藤（神辺旭） 栗木原(神辺旭) 岡本(神辺旭) 市場（神辺旭） 野間須（神辺旭） 山下（神辺旭） 石丸(盈進)

エペ 山下（神辺旭） 市場（神辺旭） 神原（盈進） 大本(神辺旭)

サーブル 野間須（神辺旭） 金尾(神辺旭) 浅原(神辺旭) 中島(盈進) 石丸(盈進)

広島城北 市立広島工業 崇徳 山陽 宮島工業

今岡(市立広島工業) 中尾(広島城北) 西川(市立広島工業) 三好(市立広島工業) 寺岡(広島城北) 石橋(広島城北) 村上(山陽) 中原(崇徳)

岩田(広島城北) 西川(市立広島工業) 三好(市立広島工業) 村上(山陽) 中尾(広島城北) 下井(山陽) 中西(崇徳) 窪田(広島城北)

大野(広島城北) 谷口(崇徳) 石橋(広島城北) 海老本(崇徳) 中村(市立広島工業) 松浦(広島城北) 山本(広島城北) 竹本(崇徳)

大野（広島城北） 山下(広島城北) 今岡(市立広島工業) 谷口(崇徳) 海老本(崇徳) 引宇根(崇徳) 岩田(広島城北) 窪田(広島城北)

大野(広島城北) 山下(広島城北) 海老本(崇徳) 引宇根(崇徳) 谷口(崇徳) 中村(市立広島工業) 石橋(広島城北) 北野(市立広島工業)

山下(広島城北) 中村(市立広島工業) 松浦(広島城北) 竹本(崇徳) 荻原(市立広島工業) 北野(市立広島工業) 松本(市立広島工業) 岩田(広島城北)

今岡(市立広島工業) 中尾(広島城北) 窪田(広島城北) 下井(山陽) 寺岡(広島城北) 三好(市立広島工業) 荻原(市立広島工業) 西川(市立広島工業)

広島城北A 市立広島工業 崇徳 広島城北B

広島城北 崇徳 市立広島工業

大野(広島城北) 山下(広島城北) 谷口(崇徳) 岩田(広島城北) 中村(市立広島工業) 石橋(広島城北) 下井(山陽) 海老本(崇徳)

男子 広島工業 佐伯 海田 呉宮原 尾道 広大附属

女子 海田 可部 広島工業 尾道

男子 中村（広島工業）大会新 末田（佐伯） 平野(佐伯) 西本（山陽) 上田（広島工業） 岡本（佐伯） 河口（広島工業） 野間（広島工業）

女子 行則(海田) 松本（吉田） 樽本（可部） 竹田（海田） 坪田(広島桜が丘) 猪原（広島工業） 相原(広島工業) 植松（海田）

男子 瀧谷（山陽） 池田（尾道） 服部（山陽） 中島（広大福山）

女子

男子 山陽 呉港 海田 西条農業 崇徳 如水館 世羅 安芸南

女子 山陽 海田 如水館 安芸南

男子 山陽A 如水館 西条農業 海田

女子 海田Ａ 西条農業Ａ 安芸南Ａ 山陽Ａ

男子 有貞泰（山陽） 有貞涼（山陽） 尾加(山陽) 角田(西条農業) 原(海田) 越智(山陽) 上野(山陽) 住吉(山陽)

女子 山下(山陽) 大原（海田） 藤原(西条農業) 研谷(山陽) 関口(海田) 山本(山陽) 今中(海田) 島村(海田)

男子 西原(如水館) 上利(西条農業) 上野（山陽) 柿本(安芸府中) 尾加(山陽) 丸本(如水館) 有貞泰(山陽) 安達(如水館)

女子 中村(海田) 藤本(呉三津田) 三戸(海田) 植田(如水館) 濱田(神辺旭) 杉原(安芸南) 金谷(山陽) 橋本(山陽)

男子

女子

男子 広島城北 市立福山 広陵

女子 市立福山 広陵

男子 広島城北 市立福山 広陵 修道

女子 市立福山 広陵

男子 垣見(広島城北) 青木(市立福山) 山本(市立福山) 山根(修道) 瀧口(修道) 林(広島城北)

女子 李(市立福山) 高橋(市立福山) 服部(市立福山)

男子 原田･岡本(広陵) 中森･長野(広島城北) 青山･大平(市立福山) 満井･浅井(広島城北) 倉本･多武保(広陵) 保田･平田(広島城北)

女子 寶龍･有吉(市立福山) 有馬･高田(広陵) 牧本･徳茂(市立福山) 倉本･土井(広陵) 佐藤･坂本(市立福山)　 大田･原田(広陵)

女子 比治山女子A 比治山女子B 鈴峯女子

女子 松原･石堂（比治山女子） 久保田･長光（比治山女子） 岡田･八島（比治山女子） 重光･玉井（比治山女子） 原･和泉(鈴峯女子) 北川･金政（比治山女子） 佐々木･青木(鈴峯女子) 木下･越智（比治山女子）

女子 石堂（比治山女子） 岡田（比治山女子） 森本(庄原実業) 松原（比治山女子） 八島（比治山女子） 藤井(三次) 越智（比治山女子） 長光（比治山女子）

男子 広島国際学院 瀬戸内 広陵 如水館

女子 瀬戸内 広陵 広島国際学院

男子 長谷川（広島国際学院） 村山（広島国際学院） 上峠（瀬戸内） 田中（瀬戸内） 石中（広島国際学院） 田中（瀬戸内） 保山（広陵） 坂本（瀬戸内）

女子 境原（広島国際学院） 高山（瀬戸内） 大山（広陵） 香川（瀬戸内） 永井（広陵）

男子 世羅 広島国際学院 西条農業 広島皆実 如水館 安芸南 広島井口 宮島工業
女子 世羅 如水館 高陽東 市立広島商業 鈴峯女子 広島皆実 西条農業 広島井口

大回転 大村（新庄） 西坂（加計・芸北） 橋垣（加計・芸北） 藤本（加計・芸北） 松野（加計・芸北） 平岡（庄原実業）
回転 大村（新庄） 橋垣（加計・芸北） 西坂（加計・芸北） 藤本（加計・芸北） 平岡（庄原実業）
大回転 白砂（新庄） 佐古（新庄） 小田（加計・芸北） 御調（如水館）
回転 佐古（新庄） 御調（如水館）

フリー15Ｋ 今村（加計・芸北） 南屋（加計・芸北） 河野（加計・芸北） 乙田（加計・芸北） 西田（加計・芸北）
クラシカル10ｋ 河野（加計・芸北） 今村（加計・芸北） 南屋（加計・芸北） 乙田（加計・芸北） 西田（加計・芸北）
リレー4×6Ｋ 加計・芸北

駅伝

スクラッチ

ケイリン

チームスプリント

団体演武

総合

単独演武

組演武

ア
ー

チ

ェ
リ
ー

70ｍラウンドの部

男子

女子

種目

第64回広島県高等学校総合体育大会成績表

４km速度競走

ポイント・レース

4ｋｍチーム・パーシュート

学校対抗総合

自
転
車

トラック

フ

ェ
ン
シ
ン
グ

個人

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

 団体フルーレ

ゴルフ

なぎなた

団体

演技

個人

学校対抗

個人

ホッケー（中止）

少
林
寺
拳
法

空手道

団体

組手

形

個人

組手

形

団体

個人

30ｍ・50ｍの部 個人

ロード

クロカン

スキー

アルペン

男子

女子

男子


