
順位 競技 名前 学校名 県 合計

ホッケー 男子 横田 島根

カヌー 女子 カヤックペア（500ｍ） 三島、橋本 出雲農林 島根

相撲 男子 ソソルフー、河本、成田、成松、松井 鳥取城北 鳥取

水泳 女子 高飛込 佐々木　音華 米子東 鳥取

水泳 女子 飛板飛込 佐々木　音華 米子東 鳥取

バドミントン 女子 シングルス 吉川　天乃 倉敷中央 岡山

陸上競技 女子 砲丸投 奥山　琴未 岡山商大付 岡山

ウエイトリフティング 男子 61㎏級スナッチ 中野　龍斗 水島工 岡山

ボート 男子 舵手つきクォドルプル 八重樫、宮内、長崎、石井（大）、石井（敦） 関西 岡山

柔道 男子 100㎏超級 高原　健伸  崇徳 広島

登山 男子 広島学院 広島

バドミントン 女子 学校対抗 明地、田口、新見、日野石、相本、金弘 柳井商工 山口

テニス 女子 団体 藤永、鈴木、長谷川、網田、宮内 野田学園 山口

テニス 女子 ダブルス 長谷川、藤永 野田学園 山口

なぎなた 個人 森脇佳奈 長府 山口

ヨット 男子 420級 杉原、三輪、久保田、福島 光 山口

ヨット 女子 レーザーラジアル級 中村乃々子 光 山口

陸上競技 女子 ハンマー投 佐野　陽菜 松江工 島根

陸上競技 男子 110ｍH 外野　晴琉 出雲 島根

カヌー 女子 カヤックペア（200ｍ） 三島、橋本 出雲農林 島根

相撲 男子 個人 松井　奏凪人 鳥取城北 鳥取

陸上競技 女子 3000ｍ ジャネット　ニーヴァ 倉敷 岡山

陸上競技 女子 1500ｍ ジャネット　ニーヴァ 倉敷 岡山

陸上競技 男子 5000ｍ イマヌエル　キプチルチル 倉敷 岡山

テニス 男子 ダブルス 中西、原 岡山理大付 岡山

柔道 男子 団体 長内、高橋、竹内、工藤、西村 作陽 岡山

ウエイトリフティング 男子 61㎏級クリーン＆ジャーク 中野　龍斗 水島工 岡山

ウエイトリフティング 男子 61㎏級トータル 中野　龍斗 水島工 岡山

ソフトボール 男子 新見 岡山

ソフトテニス 女子 個人 佐藤、杉本 広島翔洋 広島

陸上競技 男子 走幅跳 児玉　成輝 沼田 広島

卓球 男子 学校対抗 徳田、芝、木方、三木 野田学園 山口

卓球 男子 ダブルス 徳田、木方 野田学園 山口

弓道 女子 団体 溝口、濵脇、廣畠、松永、田中、宮川 宇部フロンティア大付香川 山口

ヨット 女子 コンバインド 光 山口

卓球 男子 ダブルス 杉浦、佐藤 出雲北陵 島根

卓球 男子 学校対抗 出雲北陵 島根

カヌー 男子 カヤックフォア（500ｍ） 植出、大見、吉村、河野(賢) 島根中央 島根

カヌー 女子 カヤックフォア（500ｍ） 三島、橋本、周藤、廣戸 出雲農林 島根

カヌー 女子 カヤックフォア（200ｍ） 三島、橋本、周藤、廣戸 出雲農林 島根

カヌー 女子 学校対抗 出雲農林 島根

卓球 女子 ダブルス 山﨑、直江 明誠 島根

剣道 男子 個人 坂本　涼輔 大社 島根

柔道 男子 60㎏級 田窪　剛共 開星 島根

柔道 女子 ５７㎏級 小幡心里 出雲西 島根

フェンシング 女子 学校対抗 伊藤、椿、坂田 安来 島根

サッカー 男子 米子北 鳥取

ホッケー 男子 八頭 鳥取

レスリング 女子 74㎏級 中野咲羅 鳥取東 鳥取

バドミントン 女子 学校対抗 尾崎、吉川、田中、長谷川、志知 倉敷中央 岡山

バドミントン 女子 ダブルス 江見、志知 倉敷中央 岡山

テニス 男子 シングルス 遊川　大和 関西 岡山

剣道 女子 個人 鹿毛　睦心 岡山商大付 岡山

アーチェリー 女子 団体 林、那須、桑原 倉敷天城 岡山

少林寺拳法 男子 団体演武 谷峰、豊田、田中、谷口、西村、東、石田 広島城北 広島

自転車 男子 4ｋｍチームパシュート 大室、森田、塩出、廣田 崇徳 広島

卓球 女子 学校対抗 福井、東川、工藤、藤原 進徳女子 広島

アーチェリー 男子 団体 伊藤、中澤、大石 佐伯 広島

卓球 男子 シングルス 芝　拓人 野田学園 山口

卓球 男子 シングルス 三木　隼 野田学園 山口

陸上競技 女子 100ｍ 先村若奈 高川学園 山口

なぎなた 団体 長府 山口

カヌー 男子 カヤックフォア（200ｍ） 植出、大見、吉村、河野（賢） 島根中央 島根

カヌー 男子 カナディアンシングル（200ｍ） 片伊勢　志哉 出雲農林 島根

少林寺拳法 男子 団体演武 前田、面田、大森、荒木、平島、徳森、雲岡 関西 岡山

陸上競技 男子 5000ｍ競歩 赤澤　晃成 倉敷南 岡山

ウエイトリフティング 男子 ６１㎏級クリーン＆ジャーク 田中　悠登 倉敷工 岡山

陸上競技 男子 棒高跳 伊藤　大輔 近大広島東広島 広島

陸上競技 女子 400ｍハードル 中村　真琴 光 山口
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順位 競技 種目 名前 学校名 県 合計

ホッケー 女子 横田 島根

カヌー 男子 カナディアンフォア（500ｍ） 片伊勢、磯田、漆谷、浦部 出雲農林 島根

カヌー 男子 カナディアンフォア（200ｍ） 片伊勢、磯田、漆谷、浦部 出雲農林 島根

卓球 女子 学校対抗 山﨑、竹山、直江、木山 明誠 島根

卓球 女子 シングルス 山﨑　唯愛 明誠 島根

剣道 女子 団体 大森、鶴原、杉山、福島、加藤 大社 島根

剣道 男子 個人 山根　平  大社 島根

柔道 女子 70㎏級 井上　七海 明誠 島根

相撲 男子 個人 ソソルフー 鳥取城北 鳥取

相撲 男子 個人 成田　力道 鳥取城北 鳥取

ボクシング 男子 ミドル級 川端響喜 米子 鳥取

水泳（競泳） 女子 100ｍ背泳ぎ 宮城　歩優 鳥取城北 鳥取

バドミントン 女子 ダブルス 尾﨑、吉川 倉敷中央 岡山

バドミントン 男子 シングルス 平田　璃月 水島工 岡山

バドミントン 男子 学校対抗 城戸、平田、橋村、鷹津、上元 水島工 岡山

サッカー 男子 岡山学芸館 岡山

少林寺拳法 男子 組演武 前田、面田、 関西 岡山

ウエイトリフティング 男子 55㎏級スナッチ 流尾　祐翔 水島工 岡山

ウエイトリフティング 男子 67ｋｇ級クリーン＆ジャーク 河島　明彦 水島工 岡山

柔道 男子 100ｋｇ超級 工藤　瑠希 作陽 岡山

柔道 女子 57㎏級 荒川　清楓 創志学園 岡山

柔道 女子 78㎏級 浦井　菜々子 創志学園 岡山

ウエイトリフティング 女子 76㎏級クリーン＆ジャーク 大嶋　紗弥 玉野 岡山

ウエイトリフティング女子 76㎏級トータル 大嶋　紗弥 玉野 岡山

ボート 男子 ダブルスカル 田川、入澤 関西 岡山

水泳（競泳） 男子 100ｍ背泳ぎ 仮屋　陽貴 関西 岡山

水泳（水球） 男子 関西 岡山

空手道 男子 団体組手 勝本、川人、大室 おかやま山陽 岡山

サッカー 女子 AICJ 広島

バスケットボール 女子 広島皆実 広島

バスケットボール 男子 広島皆実 広島

バレーボール 女子 進徳女子 広島

ボクシング 男子 ピン級 吉田太雅 崇徳 広島

ボクシング 男子 ミドル級 原田開地 崇徳 広島

テニス 女子 シングルス 中岡　咲心 山陽女学園 広島

レスリング 男子 １２５㎏級 中本勝幸 賀茂 広島

卓球 女子 ダブルス 東川、工藤 進徳女子 広島

柔道 女子 ５２㎏級 落合　倖 沼田 広島

柔道 女子 ６３㎏級 城　美月 広島皆実 広島

柔道 女子 70㎏級 本田　万智 広島皆実 広島

バドミントン 女子 ダブルス 明地、田口 柳井商工 山口

バドミントン 女子 シングルス 明地 柳井商工 山口

バレーボール 女子 誠英 山口

柔道 男子 90ｋｇ級 嶧田　遼太郎 高川学園 山口

弓道 男子 団体 沖村、今川、奥山、河野、藤本 南陽工業 山口

卓球 男子 シングルス 徳田幹太 野田学園 山口

卓球 男子 ダブルス 芝、岩井田 野田学園 山口

レスリング 男子 ５５㎏級 安渡　翔 豊浦 山口

レスリング 男子 ９２㎏級 武重毅留 精華学園 山口

水泳（水球） 男子 西京 山口

陸上競技 男子 棒高跳 土江　真翔 大社 島根

ウエイトリフティング 女子 71㎏級スナッチ 井谷　桐子 出雲農林 島根

ウエイトリフティング 女子 71㎏級クリーン＆ジャーク 井谷　桐子 出雲農林 島根

ウエイトリフティング 女子 71㎏級トータル 井谷　桐子 出雲農林 島根

ヨット 男子 レーザーラジアル級 豊島　有壮 松江高専 島根

陸上競技 男子 やり投 森澤　知慶 鳥取西 鳥取

自転車 男子 スクラッチ 赤澤　京也 岡山工 岡山

ウエイトリフティング 女子 76㎏級スナッチ 大嶋　紗弥 玉野 岡山

アーチェリー 女子 個人 林　若奈 倉敷天城 岡山

新体操 男子 個人 井上　正也 井原 岡山

陸上競技 男子 ハンマー投 尾浜　太陽 西条農 広島

陸上競技 女子 100ｍハードル 森脇　叶美 神辺旭 広島

陸上競技 男子 800m 宮本　凪 宇部鴻城 山口

ヨット 女子 420級 藤林、赤塚、池田、國村 光A 山口
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順位 競技 種目 名前 学校名 県 合計

カヌー 男子 カヤックペア（200ｍ） 河野（賢）、河野（文） 島根中央 島根

自転車 男子 個人ロードレース 寺本　将輝 松江北 島根

弓道 男子 個人 浜田　勝 倉吉西 鳥取

自転車 女子 2ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート 谷上　美愛 倉吉西 鳥取

ボート 男子 ダブルスカル 井上、佐々木 米子工業 鳥取

ボート 男子 舵手つきクォドルプル 中村、結城、大畑、竹山、小谷 鳥取城北 鳥取

陸上競技 女子 3000ｍ チェボティビン　カドゴ 興譲館 岡山

登山 女子 岡山操山 岡山

ウエイトリフティング 男子 89㎏級スナッチ 久安　慧昇 笠岡工 岡山

体操 男子 団体 中込、中村、脇原、綾田 関西 岡山

新体操 男子 クラブ 井上　正也 井原 岡山

新体操 男子 スティック 井上　正也 井原 岡山

水泳（競泳） 男子 100ｍ背泳ぎ 片山　昴 関西 岡山

陸上競技 女子 400ｍハードル 森脇　叶美 神辺旭 広島

自転車競技 男子 3ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート 大室　佑 崇徳 広島

陸上競技 男子 やり投 金増大翔 宇部工 山口

ヨット 男子 コンバインド 光 山口

自転車 男子 スプリント 井上　功志 倉吉西 鳥取

自転車 男子 4ｋｍチームパシュート 湯浅、住川、内田、北井 岡山工 岡山

陸上競技 男子 5000ｍ 南坂　柚汰 倉敷 岡山

陸上競技 男子 走高跳 永瀬　裕大 倉敷商 岡山

陸上競技 女子 トラック学校対抗 倉敷 岡山

陸上競技 女子 フィールド学校対抗 岡山商大附 岡山

ウエイトリフティング 男子 学校対抗 水島工 岡山

ボート 女子 舵手つきクォドルプル 河名、堀、竹内、本行、逸見 岡山東商業 岡山

ボート 女子 シングルスカル 谷口　琴美 備前緑陽 岡山

水泳（競泳） 男子 100ｍ自由形 三宅　琉暉 総社 岡山

自転車競技 男子 ポイント・レース 森田　叶夢 崇徳 広島

登山 男子 下松工業 山口
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