
氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名

1 複 浜名・宮本 境港工

S47

複 近藤・原田 山陽女 松江家 境

2 複 橋本・武者 青陵 黒崎・立田 葦陽 村田・角田 総社 安田・山根 境港工

S48

複 原田・藤原 山陽女 小寺・日原 山陽女 景山・奥本 境 竹広・武居 徳山

単

3 複

S49 単

複

単

4 複

S50 単

複

単

5 複

S51 単

複

単

6 複

S52 単

複

単

7 複

S53 単

複

単 若林邦任 水島工 森　　正弘 倉吉西 信組政博 倉吉工 英田雄三 松江商

8 複 西江・青木 東岡山 渡部・足立 境港工 安部・景山 境 大国・土江 出雲商

S54 単 原田美和 山陽女 岩崎由紀子 三原 中原弘子 柳井工 岡田真理子 鳥取東

複 天野・竹原 山陽女 仁柴・小林 自彊 柴田・和田 米子西 林　・小林 倉吉東

単 米原　　要 倉吉工 橋本順弘 福山 片岡洋一 水島工 児玉　　実 出雲商

9 複 池渕・船越 境港工 片岡・佐藤 水島工 田中・林 青陵 森永・長園 柳井工

S55 単 竹原桂子 山陽女 木下美紀子 山陽女 相賀里香 山陽女 合田なおみ 山陽女

複 竹原・木下 山陽女 相賀・原田 山陽女 合田・浮田 山陽女 笠井・岩尾 岩陽

単 中本　　広 境港工 田原暢也 山口 久山雅之 東岡工 練尾晋一 水島工

10 複 沖　・高橋 柳井工 練尾・日谷 水島工 貝原・三村 倉敷工 久山・中須賀 東岡工

S56 単 原田明子 山陽女 相賀里香 山陽女 浮田美代子 山陽女 星野由美子 松江商

複 岡　・原田 山陽女 相賀・浮田 山陽女 溝辺・守川 岩陽 星野・石富 松江商

単 高橋和也 柳井工 沖　　貞雄 柳井工 綱嶋淳二 加茂川 浜田一也 境

11 複 高橋和・沖 柳井工 中須賀・白政 東岡工 久米・中村 水島工 坂野・綱嶋 加茂川

S57 単 轟　美智子 山陽女 福田正子 倉敷中 河内富子 山陽女 俵　　まり 下関南

複 轟　・河内 山陽女 渋谷・角田 境 日下・国清 西大寺 田中・杉村 米子西

単 今東　　建 西大寺 田中伸幸 柳井工 山根章裕 西大寺 景山　　潤 米子北

12 複 山崎・田中 柳井工 河野・広谷 徳山 貝原・坪井 水島工 内山・山下 国泰寺

S58 単 坂井純子 山陽女 近常直美 山陽女 竹原純子 山陽女 俵　　まり 下関南

複 近常・竹原 山陽女 坂井・諏訪 山陽女 横田・橋本 総社 俵　・渡辺　 下関南

単 田中伸幸 柳井工 景山　　潤 米子北 渡辺茂樹 境 山下　　聡 国泰寺

13 複 田中・森本 柳井工 河野・広谷 徳山 北山・中村 境港工 景山潤・景山卓 米子北

S59 単 星野実智代 松江商 近常直美 山陽女 紀井晴美 山陽女 西林昭子 山陽女

複 近常・竹原 山陽女 大木・西林 山陽女 平尾・紀井 山陽女 野々村・池沢 米子西

単 渡辺茂樹 境 内富　　進 柳井工 金子義治 柳井工 河面哲郎 国泰寺

14 複 内富・金子 柳井工 吉田・金田 瀬戸南 小川・四枝 倉敷工 河面・本堂 国泰寺

S60 単 西林昭子 山陽女 紀井晴美 山陽女 村田浩子 新南陽 竹歳文子 倉吉西

複 西林・紀井 山陽女 松王・人見 山陽女 片岡・　岡 山陽女 久光・宇土 鈴峯女

単 平尾昌也 瀬戸南 横田豊和 水島工 近藤正俊 柳井工 金子義信 下関中工

15 複 田中・近藤 柳井工 吉岡・　柳 柳井工 福田・松田 玉野光南 金子・河原 下関中工

S61 単 松王香音里 山陽女 岡　　良依 山陽女 中川裕規 山陽女 久光由紀 鈴峯女

複 岡　・片岡 山陽女 近藤・渡辺 山陽女 松王・人見 山陽女 藤井・寺嶋 高森

岡部五月（山陽女子）が全国大会へ。

橋本敏邦・武者也寸志が全国大会へ。

原田美智子・日原禎子が全国大会へ。

平田重男（倉敷工業）が全国大会へ。

藤原道弘・片岡正之（倉敷工業）が全国大会へ。

久保田義弘（柳井工業）が全国大会へ。

喜良明文・川原美信（柳井工業）が全国大会へ。

峰政ひとみ（山陽女子）が全国大会へ。

橋本千春・高木和子（山陽女子）が全国大会へ。

武良進吾（境）が全国大会へ。

山本　浩・早川広志（境港工業）が全国大会へ。

森下真紀（山陽女子）が全国大会へ。

小野典子・藤原さつき（倉敷中央）が全国大会へ。

松島万子・天野真理（山陽女子）が全国大会へ。

串田有子・皿井由美子（山陽女子）が全国大会へ。

山根敏弘（府中）が全国大会へ。

田辺克巳・千葉直郎（府中）が全国大会へ。

原田美和（山陽女子）が全国大会へ。

梶田百枝・田辺淑子（山陽女子）が全国大会へ。

亀山　正（境港工業）が全国大会へ。

中居功治・喜多村一彦（境港工業）が全国大会へ。

松島万子（山陽女子）が全国大会へ。

回 種目

栄 光 の 記 録 ・ 個 人 戦 （ 中 国 選 抜 ）

第1回は47年度に開催
３位２位優勝



氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名

単 平尾昌也 瀬戸南 勝部賢治 大東 白神和彦 水島工 柳　　宏幸 柳井工

16 複 吉岡・　柳 柳井工 内富・遠藤 柳井工 福田・松田 玉野光南 勝部・野々村 大東

S62 単 出原直美 山陽女 渡部美香 山陽女 佐藤由香 山陽女 山東美穂 徳山

複 佐藤・渡部 山陽女 平井・土井 境 中村・那須 西大寺 足立・石堂 鈴峯女

単 遠藤正徳 柳井工 三辻邦章 瀬戸南 石本一豊 岡山理附 木村雄一 柳井工

17 複 遠藤・木村 柳井工 石本・野田 岡山理附 石井・石田 玉野光南 内藤・三辻 瀬戸南

S63 単 横田裕子 山陽女 佐藤直子 鈴峯女 藤原清美 翠松 渡邊美穂 翠松

複 渡邊・藤原 翠松 横田・畝山 山陽女 此元・羽原 翠松 藤井・西町 高森

単 棟居秀行 柳井工 三辻邦章 瀬戸南 石丸直人 倉吉工 武内敏寿 柳井工

18 複 棟居・武内 柳井工 秋元・生島 徳山工 坂口・松倉 倉敷工 山川・仁井 玉野光南

元 単 門脇めぐみ 境 杉本真紀子 翠松 竹中理恵 玉野光南 西町由紀 高森

複 佐藤・前野 鈴峯女 住矢・佐藤 山陽女 門脇め・高塚 境 門脇あ・安田 境

単 相本浩一 柳井工 中山　　整 柳井工 柳　　孝三 柳井工 新田英治 下関中工

19 複 相本・中山 柳井工 谷　・永尾 柳井工 福田・田村 松江西 小田・平塩 安芸

H2 単 住矢美幸 山陽女 佐藤由紀 山陽女 佐藤純子 山陽女 門脇めぐみ 境

複 佐藤由・住矢 山陽女 高岡・佐藤純 山陽女 藤原・安原 翠松 福井・鈴木 鈴峯女

単 柳　　孝三 柳井工 草井　　篤 瀬戸南 守安孝二 倉敷工 堀江賢二郎 水島工

20 複 柳　・中山 柳井工 田中・堀江 水島工 草井・杉山 瀬戸南 甲　　・岡崎 西大寺

H3 単 松王峰代子 山陽女 三井寛子 山口中 岡野峰子 山陽女 森山恵子 鈴峯女

複 山口・長門 山陽女 松王・住矢 山陽女 岡野・堀内 山陽女 轟　・神宝 山陽女

単 草井　　篤 瀬戸南 楢原功士 倉敷工 水野泰也 広島電 杉島　　誠 岡山城東

21 複 中村・内田 下関中工 楢原・三宅 倉敷工 河本・霜村 由良育英 水野・　　林 広島電

H4 単 松王峰代子 山陽女 住矢直美 山陽女 神宝朝子 山陽女 鐘築順子 山陽女

複 松王・住矢 山陽女 鐘築・重光 山陽女 太田・山口 山陽女 森川・藤田 鈴峯女

単 楢原功士 倉敷工 山野井幸二 柳井工 霜村栄一 由良育英 西本康宏 倉敷工

22 複 楢原・三宅 倉敷工 三宅・三宅 水島工 富山・勝部 大東 土谷・板持 大東

H5 単 加藤美香 山陽女 柏野雅美 山陽女 須々木　恵 山陽女 雄龍あゆみ 山陽女

複 雄龍・須々木 山陽女 加藤・赤澤 山陽女 菱川・白木 翠松 佐藤・次田 山陽女

単 千葉和浩 松江西 松川大記 倉敷工 土谷一秀 大東 勝部啄治 大東

23 複 勝部・土谷 大東 池田・宮澤 瀬戸南 村橋・米川 柳井工 千葉・森山 松江西

H6 単 加藤美香 山陽女 次田尚美 山陽女 赤澤景子 山陽女 新多祥子 鈴峯女

複 次田・赤澤 山陽女 新多・枡本 鈴峯女 藤井・谷口 瀬戸南 田井・雄龍 山陽女

単 米川真司 柳井工 松川大記 倉敷工 山口優介 米子西 森山　　渉 松江西

24 複 塚田・岡村 倉敷工 松川・柴田 倉敷工 吉田・田中 水島工 遠藤・田辺 倉敷工

H7 単 枡本　　愛 鈴峯女 新多祥子 鈴峯女 村上菜穂子 鳥取東 宇野佳緒里 山陽女

複 宇野・雄龍 山陽女 新多・枡本 鈴峯女 須藤・福井 翠松 野口・内藤 鈴峯女

単 西岡大宗 瀬戸南 村松壮一 野田学園 花本大地 祇園北 中原利通 山口

25 複 時原・山本 安佐北 村松・宮岡 野田学園 田中・渡邉 水島工 田村・山本 祇園北

H8 単 山本素子 翠松 日野由希江 境 川田弘美 山口中 稲子田朝美 中村女

複 三好・川田 山口中 西山・中塚 翠松 河野・信江 倉敷商 福井・山本 翠松

単 関本　　稔 安佐北 宗田武大 西大寺 下前陽平 安佐北 山本逸夫 祇園北

26 複 下前・関本 安佐北 渡邉・倉岡 水島工 花本・成相 祇園北 小瀧・山本 安佐北

H9 単 日野由希江 境 守屋仁美 山陽女 黒川真子 大東 谷口貴美 山陽女

複 井山・谷口貴 山陽女 守屋・岩田 山陽女 小田・谷口智 山陽女 石田・中村 桜が丘

単 窪田基弘 水島工 多田和生 安佐北 黒川裕也 大東 川上大輔 大東

27 複 大橋・青井 水島工 窪田・竹内 水島工 木村・岡瀧 米子西 守安・時光 総社

H10 単 谷口貴美 山陽女 守屋仁美 山陽女 今川喬子 境 柏野則子 山陽女

複 守屋・谷口 山陽女 岡田・堀江 鈴峯女 安村・保井 桜が丘 三輪・中村 中村女

単 佐伯浩一 水島工 永井大吉 水島工 川上大輔 大東 黒川裕也 大東

28 複 佐伯・麻生 水島工 竹内・永井 水島工 黒木・浅原 水島工 川上・黒川 大東

H11 単 安村枝穂 桜が丘 堀江知代 鈴峯女 中村貴美子 中村女 里川　　緑 広島国際

複 堀江・橋本 鈴峯女 安村・保井 桜が丘 中村・西村 中村女 今川・森山 境

単 佐伯浩一 水島工 麻生将豊 水島工 永井大吉 水島工 新宅地塩 安佐北

29 複 佐伯・麻生 水島工 永井・浅原 水島工 竹光章・竹光唯 柳井工 内藤・米澤 柳井工

H12 単 里川　　緑 広島国際 松繁依里 熊毛北 松尾杏澄 熊毛北 岡崎あかね 山陽女

複 三木・緒方 山陽女 末吉・森山 境 宇多村・土田 山口 松繁・松尾 熊毛北

単 竹光唯至 柳井工 田中　　翔 水島工 米田裕之 大東 三島幸寛 松江商

30 複 米田･秦岡 大東 山縣・三﨑 下関中工 末吉・柏木 境港工 伊東・松本 安佐北

H13 単 周　　　艶 桜が丘 川下彩香 鈴峯女 浅原さゆり 笠岡商 松尾杏澄 熊毛北

複 浅原・黒田 笠岡商 周　・高橋 桜が丘 藤原・信組絵 倉吉工 松尾・末長 熊毛北

単 山平直輝 柳井工 竹中裕紀 倉吉工 河野亮輔 柳井工 松尾光平 柳井工

31 複 河野・山平康 柳井工 松本・堀 水島工 前川・栗栖 国泰寺 松尾・橋本 柳井工

H14 単 周　　　艶 桜が丘 浅原さゆり 笠岡商 江角真美子 鈴峯女 藤原由衣 倉吉工

複 浅原・黒田 笠岡商 周・霜山 桜が丘 川下・江角 鈴峯女 藤原・馬野 倉吉工

３位
回 種目

優勝 ２位



氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名

単 佐伯祐行 水島工 松尾光平 柳井工 橋本侑二 柳井工 山平直輝 柳井工

32 複 橋本・山平直 柳井工 三宅・石井 水島工 相原・川崎 国泰寺 玄行・福原 松江北

H15 単 落合智世 鈴峯女 近藤雅子 米子西 三宅司 山陽女 戸田さよ子 国泰寺

複 霜山・宮野 桜が丘 三宅・入江 山陽女 野口・宮崎 山陽女 細田・岩田 大東

単 佐伯祐行 水島工 三宅達也 水島工 石井敏之 水島工 福原将太 松江北

33 複 三宅・佐伯 水島工 石井・米元 水島工 黒川・藤原 水島工 服部・秋元 西大寺

H16 単 落合智世 鈴峯女 紙川美津恵 柳井工 岩田佳菜江 大東 戸田さよ子 国泰寺

複 落合・岡田 鈴峯女 沖・紙川 柳井工 三宅・入江 山陽女 中尾・藤川 倉敷中央

単 渡邊一磨 水島工 湯谷亮介 鳥取工 中野良祐 水島工 吉本直樹 柳井工

34 複 湯谷・山本 鳥取工 中野・渡邊 水島工 石原・吉本 柳井工 和田・角田 松江北

H17 単 柳亭郁実 清水ヶ丘 藤井綾香 熊毛北 花本陽菜 熊毛北 末吉志織 米子北

複 中尾・藤川 倉敷中央 藤井・逸見 熊毛北 岡崎・藤原 山陽女 岡本・実光 倉敷中央

単 渡邊一磨 水島工 吉本直樹 柳井工 斉尾聡宏 鳥取工 森本貴則 倉吉総産

35 複 渡邊・末吉 水島工 角田・仁島 松江北 吉本・上原 柳井工 仲井・引田 倉吉総産

H18 単 戸田みよ子 鈴峯女 実光鮎佳 倉敷中央 土江奈津子 松徳学院 柳亭郁実 清水ヶ丘

複 岡本・実光 倉敷中央 末吉・早川 米子北 土江・城市 松徳学院 松尾・角田 西大寺

単 大和一輝 広島桜が丘 土井悠也 広島城北 清水優貴 鳥取工 逢澤良亮 水島工

36 複 磯江・中島 鳥取工 小山・田中 大東 田中・林谷 米子北 秋友・田村 柳井商工

H19 単 土江奈津子 松徳学院 山本ゆかり 松徳学院 中原由貴 倉吉東 宇津木由佳 倉吉東

複 土江・城市 松徳学院 鈴木・河村 熊毛北 神部・石田 徳山商工 豊田・吉廣 清水ヶ丘

単 逢澤良亮 水島工 土井悠也 広島城北 青見　亮 柳井商工 田村　翼 柳井商工

37 複 安田・高地 水島工 青木・中島 鳥取工 池本・森田 米子北 林谷・田中 米子北

H20 単 山本ゆかり 松徳学院 河村美咲 徳山高専 伊丹美佐子 倉敷中央 田中杏奈 鈴峯女

複 井田・石原 鳥取敬愛 逢澤・河野 倉敷南 若杉・安部 境 藤井・福井 米子北

単 矢野嵩也 水島工 渡邊尊之 水島工 福原忠宣 松江北 山﨑大嗣 大東

38 複 山下・怒田 水島工 宇山・池本 米子北 井田・野々村 大東 保木・飛高 柳井商工

H21 単 井田詩織 鳥取敬愛 濱崎真衣 松徳学院 角田佳穂 山陽女 小見山和 倉敷中央

複 奥村・公受 松徳学院 井田・上前 米子北 角田・大林 山陽女 津江田・吉村 熊毛北

単 福田卓郎 水島工 長谷川隆章 水島工 山﨑大嗣 大東 飛高健太郎 柳井商工

39 複 飛高・藤本 柳井商工 山﨑・加藤 大東 長谷川・矢部 水島工 福田・武井 水島工

H22 単 公受美帆 松徳学院 濱崎真衣 松徳学院 岡﨑梨紗 倉敷中央 田岸美幸 清水ヶ丘

複 濱崎・公受 松徳学院 岡﨑・秋田 倉敷中央 森山・小山 大東 三島・飯塚 松徳学院

単 福田卓郎 水島工 林谷理貴 米子北 桐田啓吾 柳井商工 古城　晃 水島工

40 複 林谷・松本 米子北 武井・大島 水島工 渡邉・古城 水島工 中野・湯谷 鳥取敬愛

H23 単 櫻本絢子 鳥取敬愛 田岸美幸 清水ヶ丘 岡﨑梨紗 倉敷中央 加藤美幸 倉敷中央

複 櫻本・三橋 鳥取敬愛 田岸・菊地 清水ヶ丘 加藤・黒澤 倉敷中央 岡﨑・秋田 倉敷中央

単 湯谷郁斗 鳥取敬愛 井田淳貴 大東 森田慎司 米子北 桐田和樹 柳井商工

41 複 岡本・大島 水島工 渡邉・古城 水島工 中野・湯谷 鳥取敬愛 小村・井田 大東

H24 単 加藤美幸 倉敷中央 福本涼香 柳井商工 菅野菜々 松徳学院 畑　由衣香 鳥取敬愛

複 森永・福本 柳井商工 辻・矢上 柳井商工 重信・露口 柳井商工 加藤・黒澤 倉敷中央

単 中原拓也 米子北 桐田和樹 柳井商工 中永大輝 水島工 宮本康平 安芸府中

42 複 吉崎・桐田 柳井商工 岩永・上阪 柳井商工 平田・中永 水島工 三宅・藤井 水島工

H25 単 池内萌絵 松徳学院 菅野菜々 松徳学院 井上美沙 倉敷中央 杉原理沙 安芸府中

複 辻・矢上 柳井商工 池内・三島 松徳学院 木村・村田 鳥取敬愛 大林・丸山 倉敷中央

単 山下恭平 水島工業 岩永　廉 柳井商工 赤田尚輝 米子松蔭 奧山晃輔 水島工業

43 複 奧山・山下 水島工業 西原・米田 米子松蔭 時吉・坂本 水島工業 上阪・岩永 柳井商工

H26 単 池内萌絵 松徳学院 宮崎詩織 松徳学院 香山未帆 倉敷中央 青山栞子 倉敷中央

複 池内・三島 松徳学院 村谷・曽我部 松徳学院 西村・新田 柳井商工 小林・佐藤 倉敷中央

単 山下恭平 水島工業 坂本泰晟 水島工業 西川　薫 水島工業 井上健太 水島工業

44 複 山下・井上 水島工業 西川・坂本 水島工業 澄川・藤川 水島工業 奥山・野瀬 岡山城東

H27 単 香山未帆 倉敷中央 青山栞子 倉敷中央 森川紗彩華 山陽女子 岩永　鈴 柳井商工

複 青山・香山 倉敷中央 武田・花田 倉敷中央 若林・森川 山陽女子 井手・野島 倉敷中央

単 一井亮太 水島工業 松下修基 鳥取敬愛 田中幸人 広島城北 藤井　凌 水島工業

45 複 一井・藤井 水島工業 武井・山川 水島工業 栗木・福間 柳井商工 中井・高桑 倉敷翠松

H28 単 岩永　鈴 柳井商工 水津優衣 柳井商工 淺井和奏 柳井商工 柳井咲耶 柳井商工

複 岩永・水津 柳井商工 森川・寺尾 山陽女子 今滝・藤原 倉敷中央 西村・宮内 柳井商工

単 一井亮太 水島工業 藤井　凌 水島工業 佐野未希也 水島工業 山川　翼 水島工業

46 複 一井・藤井 水島工業 福間・栗木 柳井商工 武井・山川 水島工業 田中・柴﨑 広島城北

H29 単 善家百合子 山陽女子 中原　桜 倉敷中央 日野智然 柳井商工 芦田奈美希 倉敷中央

複 鎌田・寺尾 山陽女子 山部・善家 山陽女子 今滝・藤原 倉敷中央 芦田・奥寺 倉敷中央
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