
男子学校対抗戦の部

順

位

学校名

1 安 芸 府 中

2 広 島 城 北

3 安 古 市

3 祇 園 北

5 福 山 工 業

5 近 大 福 山

5 福 山 誠 之 館

5 宮 島 工 業

女子学校対抗戦の部

順

位

学校名

1 安 芸 府 中

2 安 古 市

3 高 陽

3 舟 入

5 清 水 ヶ 丘

5 広 島 国 泰 寺

5 海 田

5 福 山 明 王 台

※　３位の学校のうち、中国大会出場校は、代表決定戦を行い選出しました。

男子個人戦の部

順

位

学校名

順

位

シングルス 学校名 備　　　考

1 藤井　湧真(3) ・ 宮本　康平(2) 安 芸 府 中 1 藤井　湧真(3) 安 芸 府 中 全国総体・中国大会出場

2 小川　知仁(3) ・ 久敷　晃大(3) 広 島 城 北 2 宮本　康平(2) 安 芸 府 中 全国総体・中国大会出場

3 立石　新(3) ・ 岩崎　俊(3) 安 古 市 3 大西　建慶(1) 崇 徳 中国大会出場

3 溝手　守(3) ・ 沖田　圭太(3) 宮 島 工 業 3 小川　知仁(3) 広 島 城 北 中国大会出場

5 佐藤　圭(3) ・ 野浪　慧(1) 広 島 城 北 5 久敷　晃大(3) 広 島 城 北

5 吉貞　亮治(3) ・ 松浦　良(2) 基 町 5 村上　昌吾(3) 市 立 福 山

5 河本　悠樹(2) ・ 藤井　理樹(2) 安 芸 府 中 5 永島　拓巳(1) 高 陽

5 森下　大貴(3) ・ 三島　範之(3) 福 山 工 業 5 林　健太(3) 呉 三 津 田

9 岡本　周平(2) ・ 吉川　和志(2) 福山明王台 9 田原　寛也(3) 西 条 農 業

9 加藤　和也(3) ・ 吉川　直志(3) 福山誠之館 9 岩崎　俊(3) 安 古 市

9 藤井　勇輔(3) ・ 塩出　聖也(3) 福 山 工 業 9 新開　篤史(2) 安 古 市

9 豆田　康徳(3) ・ 大西　建慶(1) 崇 徳 9 金森　和偉(3) 祇 園 北

9 村上　昌吾(3) ・ 本村　駿弥(3) 市 立 福 山 9 溝手　守(3) 宮 島 工 業

9 大束　　新(3) ・ 山中　悠矢(3) 広 島 井 口 9 森下　大貴(3) 福 山 工 業

9 新竹　淳平(3) ・ 森　信介(3) 安 芸 府 中 9 佐藤　圭(3) 広 島 城 北

9 大迫　徹(3) ・ 山根　明央(3) 廿 日 市 9 立石　新(3) 安 古 市

女子個人戦の部

順

位

学校名

順

位

シングルス 学校名 備　　　考

1 小田　沙弥香(3) ・ 大橋　梨乃(3) 安 芸 府 中 1 小田　沙弥香(3) 安 芸 府 中 全国総体・中国大会出場

2 杉原　理沙(2) ・ 堀田　莉菜(2) 安 芸 府 中 2 大橋　梨乃(3) 安 芸 府 中 全国総体・中国大会出場

3 山本　絵美(3) ・ 明山　あすか(3) 清 水 ヶ 丘 3 杉原　理沙(2) 安 芸 府 中 中国大会出場

3 永島　風香(3) ・ 松本　佳奈(2) 高 陽 3 松岡　由依(3) 安 芸 府 中 中国大会出場

5 松井　佑納(3) ・ 山本　結菜(3) 広島国泰寺 5 永島　風香(3) 高 陽

5 梅野　いずみ(1) ・ 川本　菜美(1) 高 陽 5 畑　奏絵(3) 安 芸 府 中

5 川本　麻由佳(2) ・ 森田　美音(2) 安 古 市 5 山本　絵美(3) 清 水 ヶ 丘

5 畑　奏絵(3) ・ 松岡　由依(3) 安 芸 府 中 5 山田　真実(2) 市 立 福 山

9 村上　知奈津(3) ・ 森川　裕美子(2) 基 町 9 蓬莱　春花(2) 鈴 峯 女 子

9 渡邊　香奈(3) ・ 蓬莱　春花(2) 鈴 峯 女 子 9 松井　佑納(3) 広島国泰寺

9 豊田　実央(3) ・ 秋山　　咲(1) 福山明王台 9 三上　憂(1) 高 陽

9 井上　真莉菜(3) ・ 向田　奈未(3) 安 芸 府 中 9 川本　麻由佳(2) 安 古 市

9 小仙　紗弓(3) ・ 矢野　冬柚子(3) 海 田 9 川本　菜美(1) 高 陽

9 上本　千絢(3) ・ 福永　和沙(2) 広島国泰寺 9 古谷　まい(2) 因 島

9 濱本　愛(3) ・ 高路地　優(3) 舟 入 9 松本　佳奈(2) 高 陽

9 土居　美香子(2) ・ 中川　くるみ(1) 五 日 市 9 濱本　愛(3) 舟 入

ダブルス

ダブルス

全国総体・中国大会出場

中国大会出場

中国大会出場

中国大会出場

第４５回広島県高等学校バドミントン個人選手権大会

兼　第５６回中国高等学校バドミントン選手権大会

第６６回全国高等学校総合体育大会バドミントン競技会広島県予選会

総　　　合　　　成　　　績

備　　　考

全国総体・中国大会出場

中国大会出場

備　　　考



3 3

3 3

0 0

0 1

3 3 1 3

3 3

1 1

1 0

3 0 0 0

3 3

2 3 3 3

3 3

3 3

1 3 3 0

3 棄権

0 0

0

0 0 3 3

1 1

3 0

2 1 1 2

3 3

3 3

2 3 0 3

3 1

3 1 3 0

0 0

1 3

3 0 1 3

1 1

3 0

3 3

0 3 0 3

1 3

3 1

0 0 2 2

3 2

3 0 1 3

0 0

1 1 3 3

3 3

2 3 3 1

0 0

3 3

3 3

3 3

16

17

28 福 山 葦 陽

近 大 福 山

50

呉 宮 原29 広 島 観 音

58 広 島 市 工

廿 日 市 西

7 三 原

43

41

12 因 島

広 島 県 工

銀 河 学 院 40

9

26 大 門 56

３位決定戦

27 五 日 市 57 広島国泰寺

崇 徳

54 舟 入

25 修 道

24 尾 道 北

55

広23 総 合 技 術

22 広 大 附 属 52 呉 高 専

53

呉 工 業

51 県 立 広 島

19 尾 道 東 49 宮 島 工 業

20 廿 日 市

21

48 大 竹18 吉 田

高 陽 東

広 島 工 大 47 安 芸 南

武 田13

広 島 な ぎ さ

45 高 陽

14 国 際 学 院

15

基 町 46

市 立 福 山

44

府 中

呉 三 津 田

安 西

広 島 城 北

盈 進 39 福山明王台

広島桜が丘

8 福 山 工 業 38

42

11

10

6 尾 道

安 佐 北

4

5

平成２５年度広島県高等学校総合体育大会

男子学校対抗戦結果

（H25.6.2　記録　花岡　理）

福山誠之館1

2

3 戸 手

沼 田

33
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安 芸 府 中 31

35広 大 福 山

三 次 34

60
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安 古 市
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呉 港

37 西 条 農 業

36

広 陵

可 部

祇

園

北

安
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市

30 祇 園 北
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5

呉 三 津 田

33

安 芸 府 中 32

36 広 大 福 山宮 島 工 業

37

安 田 女 子 35 暁の星女子

進 徳 女 子6 近 大 福 山

西 条 農 業

4

2

3 広 島 市 商

神 辺

34

平成２５年度広島県高等学校総合体育大会

女子学校対抗戦結果

（H25.6.2　記録　花岡　理）

安 古 市1

11

呉 宮 原

38

8 鈴 峯 女 子 39

庄 原 実 業

広 陵

広 島 井 口

国 際 学 院

海 田

府 中 40

福 山 商 業 41

43 福山誠之館

清 水 ヶ 丘

45

基 町13 広島桜が丘

広 島 観 音

46

18 大 竹

広島国泰寺 47

廿 日 市 48 福山明王台

49 武 田

尾 道 北

52 戸 手

19 安 西 50 広

20 大 門

市 立 呉23 総 合 技 術

22 松 永 53 呉 高 専

因 島

55 市 立 福 山

25 五 日 市

24 庄 原 格 致

三 原

27 広 島 な ぎ さ 58 安 芸 南

26 銀 河 学 院 57

県 立 広 島

10

7 盈 進

44

42

12 廿 日 市 西

可 部

9

14 祇 園 北

15

56

54

21 尾 道

51

16

17

62 舟 入

舟

入

28 福 山 葦 陽 59 尾 道 東

60 高 陽 東

61

29 沼 田

安 佐 北

高

陽

30 三 次

31 高 陽
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平成平成平成平成２５２５２５２５年度県総体試合結果年度県総体試合結果年度県総体試合結果年度県総体試合結果((((男子男子男子男子ダブルスダブルスダブルスダブルス））））

1111 藤藤藤藤 井井井井 湧湧湧湧 真真真真 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 宮宮宮宮 本本本本 康康康康 平平平平 (2)(2)(2)(2) ))))(((( 安安安安 芸芸芸芸 府府府府 中中中中 )))) 32323232

))))(((( 広広広広 島島島島 観観観観 音音音音

・・・・

竹竹竹竹 岡岡岡岡 準準準準 矢矢矢矢 (2)(2)(2)(2)

(((( 市市市市 立立立立 福福福福 山山山山村村村村 上上上上 昌昌昌昌 吾吾吾吾 (3)(3)(3)(3) 本本本本 村村村村 駿駿駿駿 弥弥弥弥 (3)(3)(3)(3)

・・・・森森森森 野野野野 翔翔翔翔 太太太太 (3)(3)(3)(3)

((((

2222 森森森森 原原原原 康康康康 太太太太 (2)(2)(2)(2) ・・・・ 福福福福 島島島島 敦敦敦敦 弥弥弥弥 (2)(2)(2)(2) (((( 市市市市 立立立立 福福福福 山山山山 )))) 33333333

)))) ・・・・ 山山山山 中中中中 将将将将 彦彦彦彦 (3)(3)(3)(3)34343434 横横横横 田田田田 達達達達 矢矢矢矢 (3)(3)(3)(3)宮宮宮宮 島島島島 工工工工 業業業業((((3333 松松松松 浦浦浦浦 健健健健 介介介介 (2)(2)(2)(2) ・・・・ 小小小小 竹竹竹竹 伸伸伸伸 (2)(2)(2)(2)

4444 岡岡岡岡 上上上上 亮亮亮亮 輔輔輔輔 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 北北北北 村村村村 将将将将 輝輝輝輝 (3)(3)(3)(3) (((( 高高高高 陽陽陽陽 東東東東 真真真真 川川川川 滉滉滉滉 平平平平 (3)(3)(3)(3))))) 35353535 分分分分 島島島島 亮亮亮亮 太太太太 (3)(3)(3)(3) ・・・・

))))

(((( 三三三三 次次次次

宮宮宮宮 島島島島 工工工工 業業業業

))))

))))

広広広広 島島島島 なななな ぎぎぎぎ ささささ

5555 笠笠笠笠 井井井井 健健健健 太太太太 郎郎郎郎 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 田田田田 中中中中 聖聖聖聖 也也也也 (2)(2)(2)(2) ((((36363636(((( 尾尾尾尾 道道道道 )))) 溝溝溝溝 手手手手 守守守守 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 沖沖沖沖 田田田田 圭圭圭圭 太太太太 (3)(3)(3)(3)

廿廿廿廿 日日日日 市市市市 西西西西 ))))

6666 前前前前 田田田田 夢夢夢夢 月月月月 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 空空空空 本本本本 聖聖聖聖 矢矢矢矢 (3)(3)(3)(3) 福福福福 山山山山 誠誠誠誠 之之之之 館館館館 ))))木木木木 村村村村 起起起起 大大大大 (2)(2)(2)(2) ・・・・

7777 岡岡岡岡 本本本本 周周周周 平平平平 (2)(2)(2)(2) ・・・・ 吉吉吉吉 川川川川 和和和和 志志志志 (2)(2)(2)(2)

(((( 広広広広 陵陵陵陵

38383838

))))

(((( 福福福福 山山山山 明明明明 王王王王 台台台台 ))))

((((37373737 小小小小 濱濱濱濱 裕裕裕裕 典典典典 (2)(2)(2)(2)

高高高高 田田田田 一一一一 騎騎騎騎 (2)(2)(2)(2) ・・・・ 松松松松 山山山山 敬敬敬敬 大大大大 (1)(1)(1)(1) ((((

広広広広 島島島島 井井井井 口口口口 ))))

8888 金金金金 森森森森 和和和和 偉偉偉偉 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 柏柏柏柏 迫迫迫迫 万万万万 哉哉哉哉 (2)(2)(2)(2) 呉呉呉呉 宮宮宮宮 原原原原 ))))川川川川 石石石石 武武武武 幸幸幸幸 (2)(2)(2)(2) ・・・・

9999 岩岩岩岩 城城城城 健健健健 太太太太 (2)(2)(2)(2) ・・・・ 田田田田 邊邊邊邊 亘亘亘亘 希希希希 (2)(2)(2)(2)

(((( 祇祇祇祇 園園園園 北北北北

40404040

))))

(((( 府府府府 中中中中 ))))

((((39393939 大大大大 村村村村 昌昌昌昌 史史史史 (2)(2)(2)(2)

大大大大 束束束束 新新新新 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 山山山山 中中中中 悠悠悠悠 矢矢矢矢 (3)(3)(3)(3) ((((

西西西西 条条条条 農農農農 業業業業 ))))

10101010 佐佐佐佐 藤藤藤藤 圭圭圭圭 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 野野野野 浪浪浪浪 慧慧慧慧 (1)(1)(1)(1) 総総総総 合合合合 技技技技 術術術術 ))))豊豊豊豊 成成成成 祐祐祐祐 如如如如 (3)(3)(3)(3) ・・・・

11111111 林林林林 健健健健 太太太太 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 坂坂坂坂 本本本本 悠悠悠悠 輔輔輔輔 (2)(2)(2)(2)

(((( 広広広広 島島島島 城城城城 北北北北

42424242

))))

(((( 呉呉呉呉 三三三三 津津津津 田田田田

((((43434343

))))

((((41414141 大大大大 坪坪坪坪 龍龍龍龍 也也也也 (3)(3)(3)(3)

田田田田 原原原原 寛寛寛寛 也也也也 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 藤藤藤藤 原原原原 大大大大 輝輝輝輝 (3)(3)(3)(3) ((((

修修修修 道道道道 ))))

12121212 前前前前 濱濱濱濱 亮亮亮亮 太太太太 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 永永永永 島島島島 拓拓拓拓 巳巳巳巳 (1)(1)(1)(1) 福福福福 山山山山 葦葦葦葦 陽陽陽陽 ))))井井井井 上上上上 湧湧湧湧 聖聖聖聖 (3)(3)(3)(3) ・・・・

平平平平 松松松松 裕裕裕裕 太太太太 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 佐佐佐佐 々々々々 木木木木 貴貴貴貴 章章章章 (3)(3)(3)(3) ((((4444444413131313 後後後後 藤藤藤藤 直直直直 哉哉哉哉 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 高高高高 橋橋橋橋 直直直直 也也也也 (3)(3)(3)(3) (((( 尾尾尾尾 道道道道 北北北北 ))))

14141414 中中中中 田田田田 有有有有 哉哉哉哉 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 小小小小 谷谷谷谷 賢賢賢賢 紀紀紀紀 (3)(3)(3)(3)

山山山山 下下下下 博博博博 嗣嗣嗣嗣 (3)(3)(3)(3)(((( 高高高高 陽陽陽陽 ))))

))))

樋樋樋樋 口口口口 翼翼翼翼 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 細細細細 谷谷谷谷 賢賢賢賢 斗斗斗斗 (3)(3)(3)(3) (((( 尾尾尾尾 道道道道 東東東東 ))))

藤藤藤藤 木木木木 隆隆隆隆 太太太太 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 世世世世 良良良良 駿駿駿駿 樹樹樹樹 (3)(3)(3)(3) (((( 府府府府 中中中中45454545(((( 舟舟舟舟 入入入入 ))))

15151515 加加加加 藤藤藤藤 和和和和 也也也也 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 吉吉吉吉 川川川川 直直直直 志志志志 (3)(3)(3)(3) (((( 福福福福 山山山山 誠誠誠誠 之之之之 館館館館 )))) 46464646

))))

17171717 石石石石 田田田田 勝勝勝勝 紀紀紀紀 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 多多多多 田田田田 希希希希 (3)(3)(3)(3) ((((

(((( 安安安安 芸芸芸芸 府府府府 中中中中47474747 河河河河 本本本本 悠悠悠悠 樹樹樹樹 (2)(2)(2)(2)

森森森森 信信信信 介介介介 (3)(3)(3)(3) ((((

16161616 馬馬馬馬 屋屋屋屋 原原原原 諒諒諒諒 一一一一 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 池池池池 田田田田 晴晴晴晴 貴貴貴貴 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 藤藤藤藤 井井井井 理理理理 樹樹樹樹 (2)(2)(2)(2)近近近近 大大大大 福福福福 山山山山 ))))

安安安安 芸芸芸芸 南南南南 )))) 48484848

((((

18181818 池池池池 本本本本 祐祐祐祐 希希希希 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 三三三三 好好好好 大大大大 和和和和 (3)(3)(3)(3)

安安安安 芸芸芸芸 府府府府 中中中中 ))))

山山山山 下下下下 直直直直 輝輝輝輝 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 望望望望 月月月月 雄雄雄雄 斗斗斗斗 (2)(2)(2)(2) (((( 近近近近 大大大大 福福福福 山山山山 ))))

新新新新 竹竹竹竹 淳淳淳淳 平平平平 (3)(3)(3)(3) ・・・・

(((( 三三三三 次次次次 )))) 49494949

(((( 基基基基 町町町町 )))) 5050505019191919 吉吉吉吉 貞貞貞貞 亮亮亮亮 治治治治 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 松松松松 浦浦浦浦 良良良良 (2)(2)(2)(2) 安安安安 古古古古 市市市市 ))))

中中中中 本本本本 祐祐祐祐 人人人人 (2)(2)(2)(2) ((((

河河河河 村村村村 知知知知 宏宏宏宏 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 新新新新 開開開開 篤篤篤篤 史史史史 (2)(2)(2)(2) ((((

小小小小 林林林林 史史史史 典典典典 (2)(2)(2)(2) ・・・・ 三三三三 原原原原 ))))

(((( 祇祇祇祇 園園園園 北北北北

20202020 藤藤藤藤 井井井井 勇勇勇勇 輔輔輔輔 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 塩塩塩塩 出出出出 聖聖聖聖 也也也也 (3)(3)(3)(3) (((( 福福福福 山山山山 工工工工 業業業業 )))) 51515151

松松松松 岡岡岡岡 駿駿駿駿 冶冶冶冶 (1)(1)(1)(1) (((()))) 5252525221212121 長長長長 江江江江 紀紀紀紀 幸幸幸幸 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 井井井井 崎崎崎崎 優優優優 吾吾吾吾 (3)(3)(3)(3)

22222222 畑畑畑畑 本本本本 雅雅雅雅 貴貴貴貴 (2)(2)(2)(2) ・・・・ 川川川川 藤藤藤藤 諒諒諒諒 也也也也 (2)(2)(2)(2)

国国国国 際際際際 学学学学 院院院院 ))))

古古古古 川川川川 大大大大 貴貴貴貴 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 吉吉吉吉 本本本本 怜怜怜怜 央央央央 (3)(3)(3)(3) (((( 呉呉呉呉 工工工工 業業業業 ))))

田田田田 中中中中 宏宏宏宏 樹樹樹樹 (3)(3)(3)(3) ・・・・

(((( 呉呉呉呉 宮宮宮宮 原原原原 )))) 53535353

(((( 西西西西 条条条条 農農農農 業業業業 )))) 5454545423232323 高高高高 阪阪阪阪 清清清清 史史史史 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 戸戸戸戸 田田田田 翔翔翔翔 太太太太 (3)(3)(3)(3) 広広広広 島島島島 工工工工 大大大大 ))))

三三三三 島島島島 範範範範 之之之之 (3)(3)(3)(3) ((((

今今今今 津津津津 圭圭圭圭 輔輔輔輔 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 水水水水 谷谷谷谷 龍龍龍龍 大大大大 (3)(3)(3)(3) ((((

森森森森 下下下下 大大大大 貴貴貴貴 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 福福福福 山山山山 工工工工 業業業業 ))))

(((( 広広広広 島島島島 城城城城 北北北北

24242424 井井井井 上上上上 和和和和 輝輝輝輝 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 福福福福 元元元元 大大大大 夢夢夢夢 (3)(3)(3)(3) (((( 総総総総 合合合合 技技技技 術術術術 )))) 55555555

澤澤澤澤 井井井井 一一一一 真真真真 (3)(3)(3)(3) (((()))) 5656565625252525 谷谷谷谷 龍龍龍龍 星星星星 (1)(1)(1)(1) ・・・・ 中中中中 稲稲稲稲 涼涼涼涼 (1)(1)(1)(1)

26262626 入入入入 江江江江 嘉嘉嘉嘉 紀紀紀紀 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 村村村村 上上上上 佳佳佳佳 大大大大 (1)(1)(1)(1)

福福福福 山山山山 誠誠誠誠 之之之之 館館館館 ))))

今今今今 井井井井 達達達達 夢夢夢夢 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 太太太太 田田田田 翼翼翼翼 (3)(3)(3)(3) (((( 祇祇祇祇 園園園園 北北北北 ))))

沖沖沖沖 島島島島 遼遼遼遼 (3)(3)(3)(3) ・・・・

(((( 盈盈盈盈 進進進進 )))) 57575757

(((( 崇崇崇崇 徳徳徳徳 )))) 5858585827272727 豆豆豆豆 田田田田 康康康康 徳徳徳徳 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 大大大大 西西西西 建建建建 慶慶慶慶 (1)(1)(1)(1)

廿廿廿廿 日日日日 市市市市 ))))

河河河河 崎崎崎崎 星星星星 輝輝輝輝 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 堀堀堀堀 本本本本 敬敬敬敬 一一一一 郎郎郎郎 (3)(3)(3)(3) (((( 広広広広 ))))

山山山山 根根根根 明明明明 央央央央 (3)(3)(3)(3) ((((大大大大 迫迫迫迫 徹徹徹徹 (3)(3)(3)(3) ・・・・(((( 戸戸戸戸 手手手手 )))) 5959595928282828 畠畠畠畠 山山山山 和和和和 也也也也 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 三三三三 宅宅宅宅 牧牧牧牧 徒徒徒徒 (3)(3)(3)(3)

29292929 中中中中 塚塚塚塚 陽陽陽陽 哉哉哉哉 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 木木木木 下下下下 征征征征 吾吾吾吾 (2)(2)(2)(2)

崇崇崇崇 徳徳徳徳 ))))

小小小小 森森森森 翔翔翔翔 太太太太 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 千千千千 田田田田 久久久久 通通通通 (3)(3)(3)(3) (((( 府府府府 中中中中 ))))

谷谷谷谷 村村村村 航航航航 平平平平 (3)(3)(3)(3) ・・・・30303030 中中中中 山山山山 亮亮亮亮 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 横横横横 井井井井 秀秀秀秀 俊俊俊俊 (3)(3)(3)(3)

(((( 安安安安 古古古古 市市市市

)))) 60606060(((( 広広広広 島島島島 桜桜桜桜 がががが 丘丘丘丘

（（（（HHHH25252525．．．．6666．．．．8888　　　　記録記録記録記録　　　　花岡花岡花岡花岡　　　　理理理理））））

広広広広 島島島島 城城城城 北北北北 ))))

村村村村 上上上上 拓拓拓拓 哉哉哉哉 (3)(3)(3)(3) ((((

・・・・

(((( 広広広広 )))) 61616161

※※※※「「「「1111」」」」とととと表示表示表示表示があるものはがあるものはがあるものはがあるものは「「「「2222----1111」」」」そのそのそのその他他他他はははは「「「「2222----0000」」」」ですですですです。。。。

小小小小 川川川川 知知知知 仁仁仁仁 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 久久久久 敷敷敷敷 晃晃晃晃 大大大大 (3)(3)(3)(3) ((((31313131 立立立立 石石石石 新新新新 (3)(3)(3)(3) )))) 62626262岩岩岩岩 崎崎崎崎 俊俊俊俊 (3)(3)(3)(3)
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1111

1111

1111

1111

1111

1111

平成平成平成平成２５２５２５２５年度県総体試合結果年度県総体試合結果年度県総体試合結果年度県総体試合結果((((女子女子女子女子ダブルスダブルスダブルスダブルス））））

1111 小小小小 田田田田 沙沙沙沙 弥弥弥弥 香香香香 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 大大大大 橋橋橋橋 梨梨梨梨 乃乃乃乃 (3)(3)(3)(3) ))))(((( 安安安安 芸芸芸芸 府府府府 中中中中 )))) 32323232

))))(((( 庄庄庄庄 原原原原 格格格格 致致致致

・・・・

山山山山 田田田田 美美美美 香香香香 (3)(3)(3)(3)

(((( 安安安安 古古古古 市市市市

((((

2222 井井井井 上上上上 美美美美 紀紀紀紀 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 赤赤赤赤 木木木木 美美美美 紀紀紀紀 (3)(3)(3)(3) ((((

茶茶茶茶 木木木木 夏夏夏夏 帆帆帆帆 (3)(3)(3)(3)五五五五 日日日日 市市市市

川川川川 本本本本 麻麻麻麻 由由由由 佳佳佳佳 (2)(2)(2)(2) 森森森森 田田田田 美美美美 音音音音 (2)(2)(2)(2)

・・・・島島島島 田田田田 彬彬彬彬 帆帆帆帆 (3)(3)(3)(3)

((((

府府府府 中中中中 )))) 33333333

)))) 34343434

4444 村村村村 上上上上 知知知知 奈奈奈奈 津津津津 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 森森森森 川川川川 裕裕裕裕 美美美美 子子子子 (2)(2)(2)(2)

((((3333 髙髙髙髙 岡岡岡岡 由由由由 季季季季 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 吉吉吉吉 岡岡岡岡 莉莉莉莉 穂穂穂穂 (3)(3)(3)(3)

基基基基 町町町町 吉吉吉吉 山山山山 莉莉莉莉 香香香香 (2)(2)(2)(2))))) 35353535 横横横横 山山山山 歩歩歩歩 美美美美 (3)(3)(3)(3) ・・・・

小小小小 仙仙仙仙 紗紗紗紗 弓弓弓弓 (3)(3)(3)(3)

))))

(((( 福福福福 山山山山 葦葦葦葦 陽陽陽陽

海海海海 田田田田

))))

))))

広広広広 島島島島 井井井井 口口口口・・・・ 大大大大 束束束束 晶晶晶晶 (3)(3)(3)(3)

36363636(((( 盈盈盈盈 進進進進 ))))5555 古古古古 屋屋屋屋 映映映映 実実実実 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 児児児児 玉玉玉玉 美美美美 月月月月 (2)(2)(2)(2)

6666 湯湯湯湯 藤藤藤藤 美美美美 咲咲咲咲 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 小小小小 川川川川 光光光光 希希希希 (3)(3)(3)(3)

・・・・ 矢矢矢矢 野野野野 冬冬冬冬 柚柚柚柚 子子子子 (3)(3)(3)(3)

祇祇祇祇 園園園園 北北北北 ))))

尾尾尾尾 道道道道 ))))

((((

鴫鴫鴫鴫 田田田田 澪澪澪澪 奈奈奈奈 (3)(3)(3)(3) ・・・・

7777 佐佐佐佐 古古古古 理理理理 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 日日日日 野野野野 瑠瑠瑠瑠 璃璃璃璃 香香香香 (3)(3)(3)(3)

(((( 安安安安 芸芸芸芸 南南南南

38383838

))))

(((( 呉呉呉呉 宮宮宮宮 原原原原 ))))

((((37373737 中中中中 島島島島 晴晴晴晴 香香香香 (2)(2)(2)(2)

小小小小 田田田田 虹虹虹虹 歩歩歩歩 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 加加加加 茂茂茂茂 彩彩彩彩 里里里里 紗紗紗紗 (3)(3)(3)(3) ((((

市市市市 立立立立 福福福福 山山山山 ))))原原原原 智智智智 恵恵恵恵 理理理理 (3)(3)(3)(3) ・・・・8888 松松松松 井井井井 佑佑佑佑 納納納納 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 山山山山 本本本本 結結結結 菜菜菜菜 (3)(3)(3)(3)

9999 大大大大 田田田田 春春春春 菜菜菜菜 (2)(2)(2)(2) ・・・・ 神神神神 原原原原 美美美美 範範範範 (3)(3)(3)(3)

((((39393939 山山山山 田田田田 真真真真 実実実実 (2)(2)(2)(2)

谷谷谷谷 綾綾綾綾 乃乃乃乃 (3)(3)(3)(3) ・・・・40404040

))))

(((( 呉呉呉呉 三三三三 津津津津 田田田田 ))))

(((( 広広広広 島島島島 国国国国 泰泰泰泰 寺寺寺寺

10101010 大大大大 柳柳柳柳 友友友友 佳佳佳佳 莉莉莉莉 (2)(2)(2)(2) ・・・・ 三三三三 上上上上 憂憂憂憂 (1)(1)(1)(1)

横横横横 段段段段 かかかか なななな ええええ (2)(2)(2)(2) ((((

盈盈盈盈 進進進進 ))))

可可可可 部部部部 ))))

呉呉呉呉 宮宮宮宮 原原原原 ))))

(((( 高高高高 陽陽陽陽

42424242

))))

11111111 井井井井 上上上上 未未未未 夕夕夕夕 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 小小小小 林林林林 礼礼礼礼 佳佳佳佳 (2)(2)(2)(2)

((((41414141 山山山山 形形形形 茜茜茜茜 (2)(2)(2)(2)

谷谷谷谷 本本本本 有有有有 希希希希 (3)(3)(3)(3) ・・・・

緑緑緑緑 谷谷谷谷 望望望望 (3)(3)(3)(3) ・・・・

(((( 市市市市 立立立立 福福福福 山山山山

((((43434343

))))

12121212 古古古古 谷谷谷谷 まままま いいいい (2)(2)(2)(2) ・・・・ 岡岡岡岡 野野野野 真真真真 歩歩歩歩 (2)(2)(2)(2)

光光光光 藤藤藤藤 恵恵恵恵 子子子子 (3)(3)(3)(3) ((((

高高高高 陽陽陽陽 東東東東 ))))

広広広広 島島島島 国国国国 泰泰泰泰 寺寺寺寺 ))))

角角角角 豊豊豊豊 美美美美 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 坂坂坂坂 本本本本 汐汐汐汐 音音音音 (3)(3)(3)(3) ((((4444444413131313 平平平平 田田田田 朱朱朱朱 音音音音 (2)(2)(2)(2) ・・・・ 升升升升 光光光光 真真真真 梨梨梨梨 菜菜菜菜 (3)(3)(3)(3) (((( 舟舟舟舟 入入入入 ))))

福福福福 永永永永 和和和和 沙沙沙沙 (2)(2)(2)(2)(((( 因因因因 島島島島 )))) 上上上上 本本本本 千千千千 絢絢絢絢 (3)(3)(3)(3) ・・・・

14141414 日日日日 田田田田 萌萌萌萌 々々々々 香香香香 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 田田田田 中中中中 沙沙沙沙 季季季季 (3)(3)(3)(3) ))))

峯峯峯峯 松松松松 紗紗紗紗 那那那那 (2)(2)(2)(2) ・・・・ 竹竹竹竹 本本本本 恵恵恵恵 (2)(2)(2)(2) (((( 三三三三 原原原原 ))))

大大大大 成成成成 くくくく るるるる みみみみ (2)(2)(2)(2) ・・・・ 谷谷谷谷 貞貞貞貞 彩彩彩彩 乃乃乃乃 (2)(2)(2)(2)

(((( 鈴鈴鈴鈴 峯峯峯峯 女女女女 子子子子

(((( 福福福福 山山山山 明明明明 王王王王 台台台台45454545(((( 福福福福 山山山山 明明明明 王王王王 台台台台 ))))

15151515 渡渡渡渡 邊邊邊邊 香香香香 奈奈奈奈 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 蓬蓬蓬蓬 莱莱莱莱 春春春春 花花花花 (2)(2)(2)(2) )))) 46464646

))))

17171717 村村村村 上上上上 志志志志 織織織織 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 灰灰灰灰 谷谷谷谷 美美美美 希希希希 (3)(3)(3)(3) ((((

(((( 安安安安 芸芸芸芸 府府府府 中中中中

松松松松 本本本本 佳佳佳佳 奈奈奈奈 (2)(2)(2)(2) ((((

16161616 梅梅梅梅 野野野野 いいいい ずずずず みみみみ (1)(1)(1)(1) ・・・・ 川川川川 本本本本 菜菜菜菜 美美美美 (1)(1)(1)(1) ・・・・ 堀堀堀堀 田田田田 莉莉莉莉 菜菜菜菜 (2)(2)(2)(2)

48484848

(((( 47474747 杉杉杉杉 原原原原 理理理理 沙沙沙沙 (2)(2)(2)(2)高高高高 陽陽陽陽 ))))

三三三三 原原原原 ))))

18181818 田田田田 上上上上 花花花花 菜菜菜菜 子子子子 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 岡岡岡岡 田田田田 理理理理 沙沙沙沙 (3)(3)(3)(3) (((( 市市市市 立立立立 福福福福 山山山山 )))) 49494949 広広広広 ))))

永永永永 島島島島 風風風風 香香香香 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 高高高高 陽陽陽陽 ))))

平平平平 岩岩岩岩 みみみみ ゆゆゆゆ きききき (3)(3)(3)(3) ・・・・ 濱濱濱濱 口口口口 明明明明 日日日日 香香香香 (2)(2)(2)(2) ((((

19191919 加加加加 賀賀賀賀 眞眞眞眞 歩歩歩歩 (1)(1)(1)(1) ・・・・ 竹竹竹竹 野野野野 真真真真 由由由由 (1)(1)(1)(1) (((( 安安安安 芸芸芸芸 府府府府 中中中中 )))) 50505050 小小小小 田田田田 いいいい つつつつ きききき (2)(2)(2)(2) ・・・・ 落落落落 海海海海 里里里里 咲咲咲咲 (1)(1)(1)(1) (((( 広広広広 陵陵陵陵 ))))

村村村村 上上上上 莉莉莉莉 奈奈奈奈 (2)(2)(2)(2) ((((20202020 河河河河 口口口口 幸幸幸幸 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 清清清清 水水水水 菜菜菜菜 月月月月 (3)(3)(3)(3) 尾尾尾尾 道道道道 東東東東 ))))

(((( 三三三三 次次次次

(((( 広広広広 島島島島 市市市市 商商商商 垣垣垣垣 内内内内 美美美美 由由由由 紀紀紀紀 (3)(3)(3)(3) ・・・・)))) 51515151

三三三三 吉吉吉吉 祐祐祐祐 希希希希 (3)(3)(3)(3) (((()))) 52525252

22222222 小小小小 田田田田 美美美美 征征征征 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 奥奥奥奥 田田田田 美美美美 穂穂穂穂 (2)(2)(2)(2)

21212121 原原原原 田田田田 瑠瑠瑠瑠 衣衣衣衣 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 河河河河 村村村村 裕裕裕裕 希希希希 (3)(3)(3)(3) 戸戸戸戸 手手手手 ))))

本本本本 村村村村 麻麻麻麻 菜菜菜菜 (2)(2)(2)(2) ・・・・ 密密密密 林林林林 奈奈奈奈 央央央央 (2)(2)(2)(2) (((( 基基基基 町町町町 ))))

亀亀亀亀 山山山山 実実実実 穂穂穂穂 (3)(3)(3)(3) ・・・・

盈盈盈盈 進進進進 ))))

(((( 広広広広 島島島島 国国国国 泰泰泰泰 寺寺寺寺 )))) 53535353

(((( 福福福福 山山山山 明明明明 王王王王 台台台台 )))) 5454545423232323 豊豊豊豊 田田田田 実実実実 央央央央 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 秋秋秋秋 山山山山 咲咲咲咲 (1)(1)(1)(1) 松松松松 葉葉葉葉 美美美美 甫甫甫甫 香香香香 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 佐佐佐佐 藤藤藤藤 純純純純 菜菜菜菜 (2)(2)(2)(2) ((((

24242424 井井井井 上上上上 真真真真 莉莉莉莉 菜菜菜菜 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 向向向向 田田田田 奈奈奈奈 未未未未 (3)(3)(3)(3) 舟舟舟舟 入入入入 ))))

(((( 総総総総 合合合合 技技技技 術術術術

(((( 安安安安 芸芸芸芸 府府府府 中中中中 高高高高 路路路路 地地地地 優優優優 (3)(3)(3)(3) ((((濱濱濱濱 本本本本 愛愛愛愛 (3)(3)(3)(3) ・・・・)))) 55555555

中中中中 川川川川 くくくく るるるる みみみみ (1)(1)(1)(1) (((()))) 56565656

26262626 石石石石 川川川川 郁郁郁郁 子子子子 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 金金金金 尾尾尾尾 真真真真 伎伎伎伎 (3)(3)(3)(3)

土土土土 居居居居 美美美美 香香香香 子子子子 (2)(2)(2)(2) ・・・・25252525 下下下下 郡郡郡郡 優優優優 美美美美 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 亀亀亀亀 田田田田 晴晴晴晴 華華華華 (3)(3)(3)(3)

)))) 58585858

五五五五 日日日日 市市市市 ))))

田田田田 丸丸丸丸 若若若若 奈奈奈奈 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 三三三三 宅宅宅宅 舞舞舞舞 (3)(3)(3)(3) (((( 神神神神 辺辺辺辺 ))))(((( 戸戸戸戸 手手手手 )))) 57575757

梶梶梶梶 本本本本 琳琳琳琳 愛愛愛愛 (3)(3)(3)(3) ・・・・

27272727 遠遠遠遠 藤藤藤藤 愛愛愛愛 理理理理 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 香香香香 川川川川 弥弥弥弥 代代代代 (3)(3)(3)(3) 二二二二 神神神神 沙沙沙沙 梨梨梨梨 亜亜亜亜 (2)(2)(2)(2) ・・・・(((( 広広広広 島島島島 観観観観 音音音音 広広広広 島島島島 市市市市 商商商商 ))))

西西西西 岡岡岡岡 瑞瑞瑞瑞 穂穂穂穂 (2)(2)(2)(2) (((( 清清清清 水水水水 ヶヶヶヶ 丘丘丘丘 ))))

井井井井 上上上上 玲玲玲玲 実実実実 (2)(2)(2)(2) ((((

28282828 坂坂坂坂 本本本本 碧碧碧碧 海海海海 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 畑畑畑畑 山山山山 明明明明 日日日日 菜菜菜菜 (2)(2)(2)(2) (((( 福福福福 山山山山 誠誠誠誠 之之之之 館館館館 )))) 59595959

29292929 秦秦秦秦 野野野野 望望望望 (2)(2)(2)(2) ・・・・ 平平平平 原原原原 茉茉茉茉 由由由由 子子子子 (2)(2)(2)(2)

30303030 香香香香 川川川川 文文文文 香香香香 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 津津津津 雲雲雲雲 夏夏夏夏 美美美美 (3)(3)(3)(3)

沼沼沼沼 田田田田 ))))

友友友友 村村村村 祐祐祐祐 希希希希 (2)(2)(2)(2) ・・・・ 福福福福 山山山山 誠誠誠誠 之之之之 館館館館 ))))

安安安安 本本本本 瑞瑞瑞瑞 歩歩歩歩 (2)(2)(2)(2) ・・・・ 遠遠遠遠 藤藤藤藤 弥弥弥弥 奈奈奈奈 (3)(3)(3)(3) ((((

(((( 清清清清 水水水水 ヶヶヶヶ 丘丘丘丘

)))) 60606060(((( 広広広広 島島島島 井井井井 口口口口

（（（（HHHH25252525．．．．6666．．．．8888　　　　記録記録記録記録　　　　花岡花岡花岡花岡　　　　理理理理））））

安安安安 芸芸芸芸 府府府府 中中中中 ))))

片片片片 山山山山 里里里里 美美美美 (2)(2)(2)(2) ((((

・・・・

(((( 廿廿廿廿 日日日日 市市市市 )))) 61616161

※※※※「「「「1111」」」」とととと表示表示表示表示があるものはがあるものはがあるものはがあるものは「「「「2222----1111」」」」そのそのそのその他他他他はははは「「「「2222----0000」」」」ですですですです。。。。

畑畑畑畑 奏奏奏奏 絵絵絵絵 (3)(3)(3)(3) ・・・・ 松松松松 岡岡岡岡 由由由由 依依依依 (3)(3)(3)(3) ((((31313131 山山山山 本本本本 絵絵絵絵 美美美美 (3)(3)(3)(3) )))) 62626262明明明明 山山山山 ああああ すすすす かかかか (3)(3)(3)(3)
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棄権棄権棄権棄権
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棄権棄権棄権棄権

1111 1111

1111 1111

1111

1111

2222 ))))

45454545 小小小小 川川川川 知知知知 仁仁仁仁 (3)(3)(3)(3) ((((

平成平成平成平成２５２５２５２５年度県総体試合結果年度県総体試合結果年度県総体試合結果年度県総体試合結果((((男子男子男子男子シングルスシングルスシングルスシングルス））））

（（（（HHHH25252525．．．．6666．．．．9999　　　　記録記録記録記録　　　　花岡花岡花岡花岡　　　　理理理理））））

1111 藤藤藤藤 井井井井 湧湧湧湧 真真真真 (3)(3)(3)(3) (((( 安安安安 芸芸芸芸 府府府府 中中中中

呉呉呉呉 宮宮宮宮 原原原原

広広広広 島島島島 城城城城 北北北北

三三三三 好好好好 智智智智 己己己己 (3)(3)(3)(3) (((( 盈盈盈盈 進進進進

))))

((((

46464646 新新新新 竹竹竹竹 淳淳淳淳 平平平平 (3)(3)(3)(3)香香香香 川川川川 貴貴貴貴 明明明明 (3)(3)(3)(3) (((( 広広広広 島島島島 国国国国 泰泰泰泰 寺寺寺寺 安安安安 芸芸芸芸 府府府府 中中中中(((())))

))))

澤澤澤澤 井井井井 一一一一 真真真真 (3)(3)(3)(3) (((())))

(((( 祇祇祇祇 園園園園 北北北北

))))

)))) 48484848 長長長長 江江江江 紀紀紀紀 幸幸幸幸 (3)(3)(3)(3)

5555

畑畑畑畑 本本本本 雅雅雅雅 貴貴貴貴 (2)(2)(2)(2))))) 474747473333

宮宮宮宮 島島島島 工工工工 業業業業

盈盈盈盈 進進進進

4444 福福福福 元元元元 大大大大 夢夢夢夢 (3)(3)(3)(3) (((( 総総総総 合合合合 技技技技 術術術術

)))) 村村村村 上上上上 佳佳佳佳 大大大大 (1)(1)(1)(1)

((((

福福福福 山山山山 誠誠誠誠 之之之之 館館館館川川川川 石石石石 武武武武 幸幸幸幸 (2)(2)(2)(2) (((( 呉呉呉呉 宮宮宮宮 原原原原

50505050

49494949 ))))

51515151

))))

6666 田田田田 原原原原 寛寛寛寛 也也也也 (3)(3)(3)(3) (((( 西西西西 条条条条 農農農農 業業業業 )))) ))))溝溝溝溝 手手手手 守守守守 (3)(3)(3)(3)

小小小小 森森森森 翔翔翔翔 太太太太 (3)(3)(3)(3) (((( 府府府府 中中中中

52525252

))))

8888 田田田田 中中中中 宏宏宏宏 樹樹樹樹 (3)(3)(3)(3) (((( 国国国国 際際際際 学学学学 院院院院 )))) ))))((((

((((7777

54545454 千千千千 田田田田 久久久久 通通通通 (3)(3)(3)(3) ((((

呉呉呉呉 工工工工 業業業業

((((53535353 山山山山 中中中中 悠悠悠悠 矢矢矢矢 (3)(3)(3)(3)

古古古古 川川川川 大大大大 貴貴貴貴 (3)(3)(3)(3)

広広広広 島島島島 井井井井 口口口口9999 野野野野 村村村村 源源源源 己己己己 (3)(3)(3)(3) (((( 市市市市 立立立立 呉呉呉呉 ))))

府府府府 中中中中

尾尾尾尾 道道道道

))))

10101010 和和和和 田田田田 直直直直 土土土土 (3)(3)(3)(3) (((( 五五五五 日日日日 市市市市 )))) ))))

55555555

56565656 永永永永 島島島島 拓拓拓拓 巳巳巳巳 (1)(1)(1)(1) ((((

((((11111111 馬馬馬馬 屋屋屋屋 原原原原 諒諒諒諒 一一一一 (3)(3)(3)(3) (((( 近近近近 大大大大 福福福福 山山山山

高高高高 陽陽陽陽

))))

12121212 岡岡岡岡 本本本本 周周周周 平平平平 (2)(2)(2)(2) (((( 福福福福 山山山山 明明明明 王王王王 台台台台 )))) ))))

)))) 田田田田 中中中中 聖聖聖聖 也也也也 (2)(2)(2)(2)

58585858 本本本本 村村村村 駿駿駿駿 弥弥弥弥 (3)(3)(3)(3) ((((

57575757 大大大大 坪坪坪坪 龍龍龍龍 也也也也 (3)(3)(3)(3) (((( 総総総総 合合合合 技技技技 術術術術13131313 沖沖沖沖 田田田田 圭圭圭圭 太太太太 (3)(3)(3)(3) (((( 宮宮宮宮 島島島島 工工工工 業業業業 ))))

市市市市 立立立立 福福福福 山山山山

安安安安 芸芸芸芸 府府府府 中中中中

))))

14141414 木木木木 村村村村 起起起起 大大大大 (2)(2)(2)(2) (((( 福福福福 山山山山 誠誠誠誠 之之之之 館館館館 )))) ))))

59595959

60606060 吉吉吉吉 川川川川 和和和和 志志志志 (2)(2)(2)(2) ((((

((((15151515 土土土土 屋屋屋屋 智智智智 寛寛寛寛 (3)(3)(3)(3) (((( 高高高高 陽陽陽陽 東東東東

福福福福 山山山山 明明明明 王王王王 台台台台

))))

16161616 横横横横 井井井井 秀秀秀秀 俊俊俊俊 (3)(3)(3)(3) (((( 広広広広 )))) ))))

)))) 藤藤藤藤 井井井井 理理理理 樹樹樹樹 (2)(2)(2)(2)

62626262 吉吉吉吉 貞貞貞貞 亮亮亮亮 治治治治 (3)(3)(3)(3) ((((

61616161 平平平平 松松松松 裕裕裕裕 太太太太 (3)(3)(3)(3) (((( 修修修修 道道道道17171717 岩岩岩岩 崎崎崎崎 俊俊俊俊 (3)(3)(3)(3) (((( 安安安安 古古古古 市市市市 ))))

基基基基 町町町町

三三三三 次次次次

))))

18181818 井井井井 上上上上 湧湧湧湧 聖聖聖聖 (3)(3)(3)(3) (((( 福福福福 山山山山 葦葦葦葦 陽陽陽陽 )))) ))))

63636363

64646464 扇扇扇扇 元元元元 将将将将 吾吾吾吾 (3)(3)(3)(3) ((((

((((19191919 塩塩塩塩 谷谷谷谷 侑侑侑侑 平平平平 (2)(2)(2)(2) (((( 尾尾尾尾 道道道道

広広広広 島島島島 工工工工 大大大大

))))

20202020 中中中中 田田田田 有有有有 哉哉哉哉 (3)(3)(3)(3) (((( 舟舟舟舟 入入入入 )))) ))))

)))) 分分分分 島島島島 亮亮亮亮 太太太太 (3)(3)(3)(3)

66666666 森森森森 下下下下 大大大大 貴貴貴貴 (3)(3)(3)(3) ((((

65656565 堀堀堀堀 本本本本 敬敬敬敬 一一一一 郎郎郎郎 (3)(3)(3)(3) (((( 広広広広21212121 水水水水 戸戸戸戸 晶晶晶晶 大大大大 (3)(3)(3)(3) (((( 吉吉吉吉 田田田田 ))))

福福福福 山山山山 工工工工 業業業業

福福福福 山山山山 誠誠誠誠 之之之之 館館館館

))))

22222222 久久久久 敷敷敷敷 晃晃晃晃 大大大大 (3)(3)(3)(3) (((( 広広広広 島島島島 城城城城 北北北北 )))) ))))

67676767

68686868 岡岡岡岡 上上上上 亮亮亮亮 輔輔輔輔 (3)(3)(3)(3) ((((

((((23232323 大大大大 西西西西 建建建建 慶慶慶慶 (1)(1)(1)(1) (((( 崇崇崇崇 徳徳徳徳

高高高高 陽陽陽陽 東東東東

))))

24242424 岩岩岩岩 城城城城 健健健健 太太太太 (2)(2)(2)(2) (((( 府府府府 中中中中 )))) ))))

)))) 加加加加 藤藤藤藤 和和和和 也也也也 (3)(3)(3)(3)

70707070 森森森森 原原原原 康康康康 太太太太 (2)(2)(2)(2) ((((

69696969 笠笠笠笠 井井井井 健健健健 太太太太 郎郎郎郎 (3)(3)(3)(3) (((( 尾尾尾尾 道道道道25252525 河河河河 崎崎崎崎 星星星星 輝輝輝輝 (3)(3)(3)(3) (((( 広広広広 ))))

市市市市 立立立立 福福福福 山山山山

広広広広 島島島島 城城城城 北北北北

))))

26262626 横横横横 井井井井 力力力力 也也也也 (3)(3)(3)(3) (((( 総総総総 合合合合 技技技技 術術術術 )))) ))))

71717171

72727272 松松松松 岡岡岡岡 駿駿駿駿 冶冶冶冶 (1)(1)(1)(1) ((((

((((佐佐佐佐 藤藤藤藤 圭圭圭圭 (3)(3)(3)(3)27272727 吉吉吉吉 川川川川 直直直直 志志志志 (3)(3)(3)(3) (((( 福福福福 山山山山 誠誠誠誠 之之之之 館館館館

))))

国国国国 際際際際 学学学学 院院院院

))))

28282828 小小小小 林林林林 史史史史 典典典典 (2)(2)(2)(2) (((( 三三三三 原原原原 )))) ))))

))))

)))) ))))

宮宮宮宮 島島島島 工工工工 業業業業29292929 真真真真 川川川川 滉滉滉滉 平平平平 (3)(3)(3)(3) (((( 三三三三 次次次次

74747474 樋樋樋樋 口口口口 翼翼翼翼 (3)(3)(3)(3) ((((30303030 野野野野 浪浪浪浪 慧慧慧慧 (1)(1)(1)(1) (((( 広広広広 島島島島 城城城城 北北北北 尾尾尾尾 道道道道 東東東東

広広広広 島島島島 県県県県 工工工工75757575

))))73737373 江江江江 口口口口 英英英英 樹樹樹樹 (3)(3)(3)(3) ((((

))))

(((( ウウウウ ェェェェ ルルルル ネネネネ スススス

76767676 山山山山 下下下下 博博博博 嗣嗣嗣嗣 (3)(3)(3)(3)

香香香香 川川川川 精精精精 吾吾吾吾 (2)(2)(2)(2) )))))))) ((((

福福福福 山山山山 葦葦葦葦 陽陽陽陽

((((

((((

呉呉呉呉 三三三三 津津津津 田田田田

31313131 野野野野 村村村村 大大大大 将将将将 (2)(2)(2)(2)

立立立立 石石石石 新新新新 (3)(3)(3)(3)

32323232 入入入入 江江江江 嘉嘉嘉嘉 紀紀紀紀 (3)(3)(3)(3) (((( 盈盈盈盈 進進進進 ))))

77777777 林林林林 健健健健 太太太太 (3)(3)(3)(3)安安安安 古古古古 市市市市 ))))

35353535 坂坂坂坂 本本本本 大大大大 喜喜喜喜 (3)(3)(3)(3) 銀銀銀銀 河河河河 学学学学 院院院院((((

33333333 新新新新 開開開開 篤篤篤篤 史史史史 (2)(2)(2)(2) (((( ))))

34343434 金金金金 森森森森 和和和和 偉偉偉偉 (3)(3)(3)(3) (((( 祇祇祇祇 園園園園 北北北北 )))) ))))安安安安 古古古古 市市市市((((78787878

)))))))) ((((

((((

藤藤藤藤 木木木木 隆隆隆隆 太太太太 (3)(3)(3)(3) 府府府府 中中中中79797979

))))80808080 戸戸戸戸 田田田田 翔翔翔翔 太太太太 (3)(3)(3)(3) 西西西西 条条条条 農農農農 業業業業

))))

38383838

36363636 大大大大 束束束束 新新新新 (3)(3)(3)(3) (((( 広広広広 島島島島 井井井井 口口口口 ))))

82828282 池池池池 本本本本 祐祐祐祐 希希希希 (3)(3)(3)(3)

81818181 柏柏柏柏 迫迫迫迫 万万万万 哉哉哉哉 (2)(2)(2)(2)37373737 石石石石 川川川川 雄雄雄雄 也也也也 (2)(2)(2)(2) (((( 基基基基 町町町町

塩塩塩塩 出出出出 聖聖聖聖 也也也也 (3)(3)(3)(3) (((( 福福福福 山山山山 工工工工 業業業業 ))))

))))祇祇祇祇 園園園園 北北北北((((

))))

))))三三三三 次次次次

近近近近 大大大大 福福福福 山山山山池池池池 田田田田 晴晴晴晴 貴貴貴貴 (3)(3)(3)(3) ((((

((((

83838383

40404040 大大大大 村村村村 昌昌昌昌 史史史史 (2)(2)(2)(2) (((( 呉呉呉呉 宮宮宮宮 原原原原

39393939 河河河河 本本本本 悠悠悠悠 樹樹樹樹 (2)(2)(2)(2) (((( 安安安安 芸芸芸芸 府府府府 中中中中

))))総総総総 合合合合 技技技技 術術術術井井井井 上上上上 和和和和 輝輝輝輝 (3)(3)(3)(3) ((((

福福福福 山山山山 工工工工 業業業業 ))))

42424242 戸戸戸戸 塚塚塚塚 大大大大 輔輔輔輔 (3)(3)(3)(3) (((( 総総総総 合合合合 技技技技 術術術術 ))))

高高高高 陽陽陽陽

86868686 ((((

((((

88888888

))))

))))

))))

85858585 藤藤藤藤 井井井井 勇勇勇勇 輔輔輔輔 (3)(3)(3)(3) (((())))

84848484

))))

43434343 87878787 森森森森 川川川川 陽陽陽陽 康康康康 (3)(3)(3)(3)

))))

))))

41414141 前前前前 濱濱濱濱 亮亮亮亮 太太太太 (3)(3)(3)(3) ((((

宮宮宮宮 本本本本 康康康康 平平平平 (2)(2)(2)(2) ((((

広広広広寺寺寺寺 岡岡岡岡 龍龍龍龍 (2)(2)(2)(2)

安安安安 芸芸芸芸 府府府府 中中中中

※※※※「「「「1111」」」」とととと表示表示表示表示があるものはがあるものはがあるものはがあるものは「「「「2222----1111」」」」そのそのそのその他他他他はははは「「「「2222----0000」」」」ですですですです。。。。

五五五五 日日日日 市市市市 ))))

44444444 村村村村 上上上上 昌昌昌昌 吾吾吾吾 (3)(3)(3)(3) (((( 市市市市 立立立立 福福福福 山山山山

松松松松 浦浦浦浦 健健健健 介介介介 (2)(2)(2)(2) (((( 宮宮宮宮 島島島島 工工工工 業業業業
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広広広広 島島島島 観観観観 音音音音 ))))

44444444 杉杉杉杉 原原原原 理理理理 沙沙沙沙 (2)(2)(2)(2) (((( 安安安安 芸芸芸芸 府府府府 中中中中

村村村村 上上上上 知知知知 奈奈奈奈 津津津津 (3)(3)(3)(3) (((( 基基基基 町町町町

))))

))))

41414141 安安安安 本本本本 瑞瑞瑞瑞 歩歩歩歩 (2)(2)(2)(2) ((((

松松松松 岡岡岡岡 由由由由 依依依依 (3)(3)(3)(3) ((((

尾尾尾尾 道道道道 北北北北平平平平 彩彩彩彩 乃乃乃乃 (3)(3)(3)(3)

安安安安 芸芸芸芸 府府府府 中中中中

43434343 87878787 香香香香 川川川川 弥弥弥弥 代代代代 (3)(3)(3)(3) (((())))

))))

沼沼沼沼 田田田田

86868686

)))) 88888888

42424242 光光光光 藤藤藤藤 恵恵恵恵 子子子子 (3)(3)(3)(3) (((( 盈盈盈盈 進進進進

))))

))))

戸戸戸戸 手手手手 ))))

((((

85858585 亀亀亀亀 山山山山 実実実実 穂穂穂穂 (3)(3)(3)(3) ((((

))))安安安安 古古古古 市市市市森森森森 田田田田 美美美美 音音音音 2)2)2)2) ((((84848484

83838383

40404040 垣垣垣垣 内内内内 美美美美 由由由由 紀紀紀紀 (3)(3)(3)(3) (((( 尾尾尾尾 道道道道 東東東東 ))))

39393939 小小小小 仙仙仙仙 紗紗紗紗 弓弓弓弓 (3)(3)(3)(3) (((( 海海海海 田田田田

))))広広広広((((

))))

))))福福福福 山山山山 葦葦葦葦 陽陽陽陽

広広広広 島島島島 市市市市 商商商商清清清清 水水水水 菜菜菜菜 月月月月 (3)(3)(3)(3) ((((

((((

))))

38383838 石石石石 川川川川 郁郁郁郁 子子子子 (3)(3)(3)(3) (((( 戸戸戸戸 手手手手 )))) 82828282 吉吉吉吉 山山山山 莉莉莉莉 香香香香 (2)(2)(2)(2)

81818181 平平平平 岩岩岩岩 みみみみ ゆゆゆゆ きききき (3)(3)(3)(3)37373737 角角角角 豊豊豊豊 美美美美 (3)(3)(3)(3) (((( 高高高高 陽陽陽陽 東東東東

)))) ))))80808080 佐佐佐佐 藤藤藤藤 純純純純 菜菜菜菜 (2)(2)(2)(2) 盈盈盈盈 進進進進36363636 岡岡岡岡 田田田田 理理理理 沙沙沙沙 (3)(3)(3)(3) (((( 市市市市 立立立立 福福福福 山山山山 ((((

滝滝滝滝 口口口口 彩彩彩彩 香香香香 (3)(3)(3)(3) 三三三三 次次次次79797979

78787878

)))))))) ((((呉呉呉呉 三三三三 津津津津 田田田田

))))

34343434 川川川川 本本本本 麻麻麻麻 由由由由 佳佳佳佳 (2)(2)(2)(2) (((( 安安安安 古古古古 市市市市 )))) ))))舟舟舟舟 入入入入((((

((((

33333333 横横横横 段段段段 かかかか なななな ええええ (2)(2)(2)(2) ((((

35353535 大大大大 田田田田 春春春春 菜菜菜菜 (2)(2)(2)(2)

濱濱濱濱 本本本本 愛愛愛愛 (3)(3)(3)(3)

32323232 毛毛毛毛 利利利利 光光光光 瑠瑠瑠瑠 菜菜菜菜 (3)(3)(3)(3) (((( 舟舟舟舟 入入入入 ))))

77777777 松松松松 本本本本 佳佳佳佳 奈奈奈奈 (2)(2)(2)(2)呉呉呉呉 宮宮宮宮 原原原原 ))))

))))

(((( 府府府府 中中中中

76767676 坂坂坂坂 本本本本 汐汐汐汐 音音音音 (3)(3)(3)(3)

((((

((((

高高高高 陽陽陽陽

31313131 谷谷谷谷 本本本本 美美美美 希希希希 (2)(2)(2)(2)

高高高高 陽陽陽陽 東東東東

福福福福 山山山山 明明明明 王王王王 台台台台

呉呉呉呉 宮宮宮宮 原原原原75757575 佐佐佐佐 古古古古 理理理理 (3)(3)(3)(3) )))))))) ((((

))))

30303030 有有有有 浦浦浦浦 可可可可 那那那那 子子子子 (2)(2)(2)(2) (((( 神神神神 辺辺辺辺 )))) ))))

三三三三 原原原原29292929 中中中中 島島島島 晴晴晴晴 香香香香 (2)(2)(2)(2)

((((

73737373 村村村村 上上上上 志志志志 織織織織 (3)(3)(3)(3) (((((((( 尾尾尾尾 道道道道

74747474 大大大大 成成成成 くくくく るるるる みみみみ (2)(2)(2)(2)

))))

)))) ))))

)))) 西西西西 岡岡岡岡 瑞瑞瑞瑞 穂穂穂穂 82)82)82)82)

28282828 三三三三 上上上上 憂憂憂憂 (1)(1)(1)(1) (((( 高高高高 陽陽陽陽 72727272 堀堀堀堀 田田田田 莉莉莉莉 菜菜菜菜 (2)(2)(2)(2) 安安安安 芸芸芸芸 府府府府 中中中中

))))27272727 小小小小 林林林林 礼礼礼礼 佳佳佳佳 (2)(2)(2)(2) (((( 市市市市 立立立立 福福福福 山山山山

))))

26262626 原原原原 田田田田 瑠瑠瑠瑠 衣衣衣衣 (3)(3)(3)(3) (((( 三三三三 次次次次 ))))

((((

((((

広広広広 島島島島 国国国国 泰泰泰泰 寺寺寺寺

清清清清 水水水水 ヶヶヶヶ 丘丘丘丘

))))

71717171

盈盈盈盈 進進進進25252525 岡岡岡岡 本本本本 彩彩彩彩 希希希希 (1)(1)(1)(1) (((( 清清清清 水水水水 ヶヶヶヶ 丘丘丘丘

70707070 上上上上 本本本本 千千千千 絢絢絢絢 (3)(3)(3)(3) ((((

))))

24242424 森森森森 内内内内 美美美美 羽羽羽羽 (2)(2)(2)(2) (((( 国国国国 際際際際 学学学学 院院院院 )))) ))))

23232323 畑畑畑畑 奏奏奏奏 絵絵絵絵 (3)(3)(3)(3) (((( 安安安安 芸芸芸芸 府府府府 中中中中 )))) 山山山山 田田田田 真真真真 実実実実 (2)(2)(2)(2)

(((())))

68686868 中中中中 田田田田 奈奈奈奈 々々々々 (1)(1)(1)(1)

69696969 谷谷谷谷 本本本本 有有有有 希希希希 (3)(3)(3)(3)

))))

22222222 豊豊豊豊 田田田田 実実実実 央央央央 (3)(3)(3)(3) (((( 福福福福 山山山山 明明明明 王王王王 台台台台 ))))

((((

((((

安安安安 芸芸芸芸 府府府府 中中中中

市市市市 立立立立 福福福福 山山山山

安安安安 佐佐佐佐 北北北北

))))

67676767

盈盈盈盈 進進進進21212121 彦彦彦彦 田田田田 星星星星 香香香香 (3)(3)(3)(3) (((( 海海海海 田田田田

66666666 大大大大 橋橋橋橋 梨梨梨梨 乃乃乃乃 (3)(3)(3)(3) ((((

))))

20202020 島島島島 田田田田 彬彬彬彬 帆帆帆帆 (3)(3)(3)(3) (((( 庄庄庄庄 原原原原 格格格格 致致致致 )))) ))))

19191919 岡岡岡岡 野野野野 真真真真 歩歩歩歩 (2)(2)(2)(2) (((( 因因因因 島島島島 )))) 渡渡渡渡 邊邊邊邊 香香香香 奈奈奈奈 (3)(3)(3)(3)

(((())))

64646464 鴫鴫鴫鴫 田田田田 澪澪澪澪 奈奈奈奈 (3)(3)(3)(3)

65656565 児児児児 玉玉玉玉 美美美美 月月月月 (2)(2)(2)(2)

))))

18181818 松松松松 井井井井 佑佑佑佑 納納納納 (3)(3)(3)(3) (((( 広広広広 島島島島 国国国国 泰泰泰泰 寺寺寺寺 ))))

((((

((((

庄庄庄庄 原原原原 格格格格 致致致致

鈴鈴鈴鈴 峯峯峯峯 女女女女 子子子子

尾尾尾尾 道道道道

))))

63636363

高高高高 陽陽陽陽17171717 明明明明 山山山山 ああああ すすすす かかかか (3)(3)(3)(3) (((( 清清清清 水水水水 ヶヶヶヶ 丘丘丘丘

62626262 田田田田 中中中中 智智智智 映映映映 (2)(2)(2)(2) ((((

))))

16161616 古古古古 屋屋屋屋 映映映映 実実実実 (3)(3)(3)(3) (((( 盈盈盈盈 進進進進 )))) ))))

15151515 小小小小 田田田田 いいいい つつつつ きききき (2)(2)(2)(2) (((( 広広広広 陵陵陵陵 )))) 小小小小 田田田田 虹虹虹虹 歩歩歩歩 (3)(3)(3)(3)

(((())))

60606060 横横横横 山山山山 歩歩歩歩 美美美美 (3)(3)(3)(3)

61616161 梅梅梅梅 野野野野 いいいい ずずずず みみみみ (1)(1)(1)(1)

))))

14141414 灰灰灰灰 谷谷谷谷 美美美美 希希希希 (3)(3)(3)(3) (((( 三三三三 原原原原 ))))

((((

((((

市市市市 立立立立 福福福福 山山山山

祇祇祇祇 園園園園 北北北北

福福福福 山山山山 葦葦葦葦 陽陽陽陽

))))

59595959

海海海海 田田田田13131313 松松松松 岡岡岡岡 菜菜菜菜 穂穂穂穂 (2)(2)(2)(2) (((( 福福福福 山山山山 誠誠誠誠 之之之之 館館館館

58585858 原原原原 智智智智 恵恵恵恵 理理理理 (3)(3)(3)(3) ((((

))))

12121212 永永永永 島島島島 風風風風 香香香香 (3)(3)(3)(3) (((( 高高高高 陽陽陽陽 )))) ))))

11111111 蓬蓬蓬蓬 莱莱莱莱 春春春春 花花花花 (2)(2)(2)(2) (((( 鈴鈴鈴鈴 峯峯峯峯 女女女女 子子子子 )))) 川川川川 本本本本 菜菜菜菜 美美美美 (1)(1)(1)(1)

(((())))

56565656 古古古古 谷谷谷谷 まままま いいいい (2)(2)(2)(2)

57575757 矢矢矢矢 野野野野 冬冬冬冬 柚柚柚柚 子子子子 (3)(3)(3)(3)

))))

10101010 三三三三 吉吉吉吉 祐祐祐祐 希希希希 (3)(3)(3)(3) (((( 戸戸戸戸 手手手手 ))))

((((

((((

市市市市 立立立立 呉呉呉呉

高高高高 陽陽陽陽

因因因因 島島島島

))))

55555555

神神神神 辺辺辺辺9999 遠遠遠遠 藤藤藤藤 愛愛愛愛 理理理理 (3)(3)(3)(3) (((( 広広広広 島島島島 観観観観 音音音音

54545454 久久久久保保保保田田田田 真真真真由由由由美美美美 (3)(3)(3)(3) ((((

安安安安 芸芸芸芸 府府府府 中中中中

))))

8888 村村村村 上上上上 莉莉莉莉 奈奈奈奈 (2)(2)(2)(2) (((( 尾尾尾尾 道道道道 東東東東 )))) ))))((((

((((

(((())))

7777 井井井井 上上上上 未未未未 夕夕夕夕 (3)(3)(3)(3) (((( 市市市市 立立立立 福福福福 山山山山

52525252

53535353 田田田田 丸丸丸丸 若若若若 奈奈奈奈 (3)(3)(3)(3)

井井井井 上上上上 真真真真 莉莉莉莉 菜菜菜菜 (3)(3)(3)(3)

51515151

))))

6666 高高高高 路路路路 地地地地 優優優優 (3)(3)(3)(3) (((( 舟舟舟舟 入入入入 )))) ))))平平平平 田田田田 朱朱朱朱 音音音音 (2)(2)(2)(2)50505050

49494949

舟舟舟舟 入入入入

))))

戸戸戸戸 手手手手

4444 茶茶茶茶 木木木木 夏夏夏夏 帆帆帆帆 (3)(3)(3)(3) (((( 広広広広 島島島島 井井井井 口口口口

)))) 金金金金 尾尾尾尾 真真真真 伎伎伎伎 (3)(3)(3)(3)

((((

福福福福 山山山山 明明明明 王王王王 台台台台5555

3333

))))

秋秋秋秋 山山山山 咲咲咲咲 (1)(1)(1)(1) (((())))

(((( 五五五五 日日日日 市市市市

谷谷谷谷 綾綾綾綾 乃乃乃乃 (3)(3)(3)(3) (((( 呉呉呉呉 宮宮宮宮 原原原原

緑緑緑緑 谷谷谷谷 望望望望 (3)(3)(3)(3) (((( 可可可可 部部部部 高高高高 陽陽陽陽 東東東東(((())))

))))

)))) 48484848 土土土土 居居居居 美美美美 香香香香 子子子子 (2)(2)(2)(2)

下下下下 郡郡郡郡 優優優優 美美美美 (3)(3)(3)(3))))) 47474747

2222

安安安安 芸芸芸芸 府府府府 中中中中

総総総総 合合合合 技技技技 術術術術

清清清清 水水水水 ヶヶヶヶ 丘丘丘丘

古古古古 谷谷谷谷 杏杏杏杏 子子子子 (3)(3)(3)(3) (((( 福福福福 山山山山 葦葦葦葦 陽陽陽陽

))))

((((

46464646 ))))

45454545 山山山山 本本本本 絵絵絵絵 美美美美 (3)(3)(3)(3) ((((

福福福福 島島島島 光光光光 鯉鯉鯉鯉 (2)(2)(2)(2)

平成平成平成平成２５２５２５２５年度県総体試合結果年度県総体試合結果年度県総体試合結果年度県総体試合結果((((女子女子女子女子シングルスシングルスシングルスシングルス））））

（（（（HHHH25252525．．．．6666．．．．9999　　　　記録記録記録記録　　　　花岡花岡花岡花岡　　　　理理理理））））

1111 小小小小 田田田田 沙沙沙沙 弥弥弥弥 香香香香 (3)(3)(3)(3) ((((


