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本部役員　　　　　　２９名

区分 氏　名 備　　考

団長 神出　　亨

副団長 重野　陽一

総監督 久保田文也

総務 山本　航三 県民スポーツ担当

〃 水野　功明 競技スポーツ担当

〃 吉長　孝治 生涯スポーツ担当

〃 河野　裕二 強化委員長

〃 白井　孝司 企画委員長

〃 京オ　　昭 広報副委員長

〃 武鑓　　守 強化副委員長

〃 下村　英士 強化副委員長

〃 坂田　和子 普及振興副委員長

〃 小原　博文 広島県教育委員会スポーツ振興課長

〃 坂手　照憲

〃 有下　功一

〃 福富　茂樹

〃 黒田　康弘 広島県教育委員会スポーツ振興課課長代理

〃 堂本ひさ美

〃 藤井　　剛 広島県教育委員会スポーツ振興課スポーツ推進係長

〃 中島　　章 広島県教育委員会スポーツ振興課指導主事

〃 石村　智之 　　　〃

〃 吉松　千穂 　　　〃

〃 奥村健太郎 　　　〃

〃 和田　惇一

顧問 下﨑　邦明

〃 林　　正夫
(一財)広島県水泳連盟会長
(一財)広島県剣道連盟会長

〃 加藤　義明

〃 小川　司徳

〃 鶴　　　衛

　　〃　　　　　　　理事

　　〃　　　　　　　評議員

　　〃　　　　　　　　〃

　　　〃　　　　　　　スポーツ医・科学副委員長

　　〃　　　　　　　副会長

　　〃　　　　　　　参与

広島県高等学校体育連盟事務局次長

広島県中学校体育連盟理事長

(公財)広島県体育協会顧問

　　〃　　　　　　　理事

　　〃　　　　　　　常務理事

　　〃　　　　　　　理事

　　〃　　　　　　　参与

　　〃　　　　　　　理事

(公財)広島県体育協会総務副委員長

　　〃　　　　　　　副会長

　　〃　　　　　　　　〃

　　〃　　　　　　　　〃

　　〃　　　　　　　主任

所属・役職等

(公財)広島県体育協会会長

　　〃　　　　　　　専務理事

　　〃　　　　　　　常務理事

　　〃　　　　　　　常務理事

　　〃　　　　　　　事務局長

　　〃　　　　　　　評議員

　　〃　　　　　　　〃

(公財)広島県体育協会顧問
広島県教育委員会教育長

　　〃　　　　　　　強化委員

　　〃　　　　　　　強化副委員長

- 3 -



陸上
　　　　　監督２名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 松谷　清志 48 広島県立広島皆実高等学校（教）
〃 大林　和彦 53 広島県立西条農業高等学校（教）

成年男子　　　　　　選手４名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
選手 山縣　亮太 25 セイコーホールディングスＡＣ 100ｍ、ﾘﾚｰ
〃 高山　峻野 23 ゼンリン 110ｍＨ、ﾘﾚｰ
〃 真野　友博 21 福岡大学 走高跳
〃 松尾　隆雅 19 東洋大学 ﾘﾚｰ

成年女子　　　　　　選手５名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
選手 湯淺佳那子 20 日本体育大学 100ｍ、ﾘﾚｰ
〃 池崎　愛里 19 順天堂大学 800ｍ、400ｍ
〃 福部　真子 21 日本体育大学 100ｍＨ、ﾘﾚｰ
〃 渡邊　　茜 26 丸和運輸機関 ﾊﾝﾏｰ投
〃 沖　　佳織 24 愛知教育大学院 ﾘﾚｰ

少年男子　　　　　　選手１３名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
選手 山本　　陣 17 広島県立広島皆実高等学校 Ａ100ｍ、ﾘﾚｰ
〃 天野　伊織 17 広島国際学院高等学校 Ａ400ｍ
〃 伊豫田達弥 17 広島市立舟入高等学校 Ａ5000ｍ
〃 菅　颯一郎 18 広島県立神辺旭高等学校 Ａ棒高跳
〃 藤原　陸登 17 広島県立福山工業高等学校 Ａ走幅跳
〃 出海　　将 18 広島県立西条農業高等学校 Ａやり投
〃 小林　　青 18 広島県立祇園北高等学校 共通800ｍ
〃 福本　　廉 17 広島県立広島皆実高等学校 共通110ｍＨ、ﾘﾚｰ
〃 安立　雄斗 16 広島工業大学高等学校 共通三段跳
〃 山中　太智 16 広島県立広島皆実高等学校 Ｂ100ｍ、ﾘﾚｰ
〃 倉本　玄太 16 広島県立世羅高等学校 Ｂ3000ｍ、ﾘﾚｰ
〃 乃美　裕介 16 広島県立尾道北高等学校 Ｂ走幅跳、ﾘﾚｰ
〃 大地　智也 16 広島県立神辺旭高等学校 Ｂ砲丸投

少年女子　　　　　　選手７名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
選手 鐘築　静花 16 広島県立宮島工業高等学校 Ａ100ｍ、ﾘﾚｰ
〃 平岡　美帆 16 広島市立舟入高等学校 Ａ3000ｍ、ﾘﾚｰ
〃 梅田　夏季 18 山陽高等学校 Ａ走幅跳、ﾘﾚｰ
〃 永尾　志穂 15 広島県立広島皆実高等学校 Ｂ100ｍ、ﾘﾚｰ
〃 上田　万葵 15 広島市立舟入高等学校 Ｂ800ｍ、ﾘﾚｰ
〃 荒谷　弥希 16 広島県立神辺旭高等学校 Ｂ走幅跳
〃 樫原　沙紀 15 広島県立呉三津田高等学校 共通1500ｍ

サッカー
少年男子　監督１名　選手１６名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 岩成　智和 41 ㈱サンフレッチェ広島
選手 青木　　陸 16 広島県立吉田高等学校
〃 疋田　勝人 16 広島県立広島皆実高等学校
〃 佐藤　幸生 16 広島県立吉田高等学校
〃 長澤　瑞紀 16 　　　〃
〃 田中　博貴 16 広島県立広島皆実高等学校
〃 土肥　航大 16 広島県立吉田高等学校
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〃 有光　空大 16 　　　〃
〃 細谷　航平 15 　　　〃
〃 棚田　　颯 16 　　　〃
〃 大堀亮之介 16 　　　〃
〃 鮎川　　峻 16 　　　〃
〃 来須　浩希 16 広島県立広島皆実高等学校
〃 影山　兼三 16 広島県立吉田高等学校
〃 岡本　拓海 16 広島県立広島皆実高等学校
〃 石上　　航 15 広島県立吉田高等学校
〃 西川　　歩 16 　　　〃

テニス
成年女子　監督１名　選手２名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 武田　守弘 43 福山平成大学(教) 少年男子監督兼務
選手 石井あづさ 20 園田学園女子大学
〃 川本　桃子 21 　　〃

少年男子　　　　　　選手２名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
選手 秋吉　大地 17 広島なぎさ高等学校
〃 田中謙太朗 16 広陵高等学校

少年女子　監督１名　選手２名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 磯村　　忍 44 やすいそ庭球部
選手 酒井　　凛 16 広陵高等学校
〃 丸古　陽女 14 比治山女子中学校

ボート
成年男子　監督１名　選手２名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 河本　真志 23 ㈱マツダＥ＆Ｔ 成年女子監督兼務
選手 野本　耕司 22 ㈱中冷 ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ
〃 蓮池　泰成 21 ㈱ニッポー 　　〃

成年女子　　　　　　選手１名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
選手 越智　　櫻 23 太田記念病院 ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ

少年男子　監督１名　選手３名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 林　　周平 24 広島県立広島工業高等学校（教）
選手 佐伯　真博 18 広島工業大学高等学校 ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ
〃 嘉屋　春樹 18 広島県立宮島工業高等学校 　　〃
〃 大田　　龍 17 　　　〃 ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ

ホッケー
成年女子（監督１名）選手１４名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督兼選手 大田　昭子 31 コカ・コーラウエスト㈱
選手 菅原　　梢 27 　　　〃
〃 錦織　えみ 24 　　　〃
〃 佐藤　　圭 24 　　　〃
〃 金藤　祥子 24 　　　〃
〃 田中　泉樹 25 　　　〃
〃 藤井　美沙 24 　　　〃
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〃 三橋　亜記 28 　　　〃
〃 中尾明日香 23 　　　〃
〃 山田　明季 24 　　　〃
〃 湯田　葉月 28 　　　〃
〃 笠原　佳乃 26 　　　〃
〃 辻井　紫歩 23 　　　〃
〃 加藤　彰子 29 　　　〃

ボクシング
成年男子　監督１名　選手５名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 松尾　耕司 53 崇徳高等学校（教）
選手 大橋　　洸 20 法政大学 ﾌﾗｲ級
〃 黒田虎之介 21 　　〃 ﾗｲﾄ級
〃 原田　直樹 21 東洋大学 ｳｪﾙﾀｰ級
〃 原田　健太 19 　　〃 ﾐﾄﾞﾙ級
〃 坂本　拓海 19 日本大学 ﾗｲﾄﾍﾋﾞｰ級

成年女子　監督１名　選手１名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 山本　保義 60 広陵高等学校（教）
選手 新本　亜也 30 ㈲美づ葉 ﾌﾗｲ級

バレーボール
成年男子６人制　監督１名　選手１２名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 平馬　慶太 33 ＪＴサンダーズ
選手 安永　拓弥 27 　　　〃
〃 安井　勇誠 30 　　　〃
〃 筧本　翔昂 30 　　　〃
〃 塚崎　祐平 31 　　　〃
〃 吉岡　光大 25 　　　〃
〃 中島　健太 26 　　　〃
〃 久原　大輝 25 　　　〃
〃 八子　大輔 28 　　　〃
〃 深津　旭弘 30 　　　〃
〃 金子　聖輝 19 　　　〃
〃 井上　　航 23 　　　〃
〃 ﾛｼﾞｬｰｽﾞ海 23 　　　〃

少年男子　監督１名　選手１２名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 山口　聖史 44 盈進高等学校（教）
選手 真柄　拓実 18 崇徳高等学校
〃 児玉　知樹 17 　　　〃
〃 髙田　直希 18 　　　〃
〃 加藤　魁斗 18 広島県立神辺旭高等学校
〃 鈴木　颯人 18 崇徳高等学校
〃 井上　輝之 18 　　　〃
〃 樋内　竜也 16 　　　〃
〃 本村　竜大 17 広島県立高陽東高等学校
〃 髙山　智也 17 崇徳高等学校
〃 阿羅田忠勝 17 　　　〃
〃 高木啓士郎 16 　　　〃
〃 岸田　健吾 16 盈進高等学校
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体操
少年男子　監督１名　選手５名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 渡邉　稔宜 39 崇徳高等学校（教）
選手 酒井　純哉 17 崇徳高等学校
〃 勝乗　志音 18 広陵高等学校
〃 奥　　朝陽 15 崇徳中学校
〃 香藤　信梧 18 崇徳高等学校
〃 松重　　秀 14 広島市立五日市南中学校

少年女子　監督１名　選手５名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 佐々木靖武 32 成美ジムクラブ
選手 國武弥乃理 17 広島修道大学附属鈴峯女子高等学校

〃 出口　絵梨 17 　　　〃
〃 宮　　萌果 18 　　　〃
〃 兼村　侑花 17 　　　〃
〃 北山　琴望 16 山陽女子学園高等学校

新体操　少年女子　監督１名　選手５名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 詫間　　茜 36 広島修道大学附属鈴峯女子高等学校（教）

選手 南　　愛音 17 広島修道大学附属鈴峯女子高等学校

〃 細川　そら 16 　　　〃
〃 本田　湖子 17 　　　〃
〃 藤井　玲圭 17 　　　〃
〃 神原　穂映 17 　　　〃

バスケットボール
成年女子　監督１名　選手１１名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 松尾　晋典 39 広島文化学園大学（教）
選手 鍵本　郁子 26 広島県立西条特別支援学校（教）
〃 児玉　聖美 24 楽々園郵便局
〃 萱嶋　沙羅 23 東京海上日動火災保険㈱
〃 岩原　未歩 23 呉市立吉浦中学校（教）
〃 中島明香里 21 広島大学
〃 大枝　綾子 22 大阪体育大学
〃 上長　美菜 21 　　〃
〃 小笠　海穂 22 日本大学
〃 木村　夏菜 22 広島文化学園大学
〃 伊藤さつき 22 武庫川女子大学
〃 山永　友美 21 倉敷芸術科学大学

レスリング
成年男子　監督１名　選手６名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 熊倉　伸正 48 広島県立広島国泰寺高等学校（教）

選手 柏田　直紀 22 専修大学 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ61㎏
〃 末本　隼哉 22 神奈川大学 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ74㎏
〃 藤田　侑志 24 広島県立賀茂高等学校（教） ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ59㎏
〃 近藤　頼太 21 明治大学 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ71㎏
〃 坂野　修平 25 ㈱ＴＳＳプロダクション ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ85㎏
〃 小林　拓真 20 日本大学 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ98㎏
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少年男子　監督１名　選手７名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 中森　昭平 52 広島県立三次高等学校（教）
選手 義田　省悟 17 広島国際学院高等学校 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ50㎏
〃 原田悠太朗 17 広島県立広島国泰寺高等学校 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ60㎏
〃 石丸椋太郎 17 広島県立三次高等学校 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ66㎏
〃 河名真偉斗 17 　　　〃 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ55㎏
〃 平田　拳士 17 　　　〃 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ74㎏
〃 向井　識起 17 広島国際学院高等学校 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ84㎏
〃 道免　陸哉 17 広島県立三次高等学校 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ96㎏

女子　　　　　　　　選手１名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
選手 持田　真希 19 国士舘大学 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ53㎏

セーリング
成年男子　監督１名　選手４名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 小菅　正幸 45 ㈱砂原組 成年監督
選手 澤村　和慶 31 九州旅客鉄道㈱ 470級
〃 岩井　　陸 20 九州大学 　〃
〃 佐藤　誠記 33 三親電材㈱ 国体ｳｲﾝﾄﾞｻｰﾌｨﾝ級
〃 前田　博志 49 マツダ㈱ ﾚｰｻﾞｰ級

成年女子　　　　　　選手３名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
選手 髙橋　友里 31 マツダ㈱ ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級
〃 田村　愛子 31 ㈱広島銀行 　　〃
〃 濵田　華帆 26 福山市役所 ﾚｰｻﾞｰﾗｼﾞｱﾙ級

少年男子　監督１名　選手３名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 井川　史朗 49 マツダ㈱ 少年監督
選手 河井　伶央 16 広島県立広島国泰寺高等学校 420級
〃 高森　伶也 16 広島県立総合技術高等学校 　〃
〃 前田　海陽 15 広島県立広島高等学校 ﾚｰｻﾞｰﾗｼﾞｱﾙ級

少年女子　　　　　　選手３名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
選手 小菅　　楓 15 広島市立安佐中学校 420級
〃 橋本　歩波 15 広島市立広島中等教育学校 　〃
〃 松尾　　華 16 広島修道大学附属鈴峯女子高等学校 ﾚｰｻﾞｰﾗｼﾞｱﾙ級

ウエイトリフティング
成年男子　監督１名　選手４名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 松井　雅和 58 広島県立戸手高等学校（教） 少年男子監督兼務
選手 羽田　真人 25 (公財)福山市体育振興事業団 53㎏級
〃 高盛　大輔 31 広島県立沼隈特別支援学校（教） 56㎏級
〃 杉内　　稔 33 ㈲金子石材店 62㎏級
〃 小藤　修宏 43 広島県立宮島工業高等学校（教） 69㎏級

少年男子　　　　　　選手３名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
選手 荻原　航太 16 広島県立戸手高等学校 56㎏級
〃 若林亜利夢 17 　　　〃 62㎏級
〃 常盤　龍矢 17 　　　〃 69㎏級
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ハンドボール
成年男子　監督１名　選手１２名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 中山　　剛 48 湧永製薬㈱
選手 志水　孝行 34 　　〃
〃 助安　功成 23 　　〃
〃 福田　将太 24 　　〃
〃 東江　太輝 28 　　〃
〃 今井　昭仁 34 　　〃
〃 仁平　昌利 29 　　〃
〃 中浦　成崇 29 　　〃
〃 成田　幸平 28 　　〃
〃 野村　浩輝 27 　　〃
〃 佐藤　智仁 32 　　〃
〃 子安　貴之 25 　　〃
〃 荻原　良太 26 　　〃

成年女子　監督１名　選手１２名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 吉近　充洋 65 広島女子スポーツクラブ
選手 板野　　陽 24 ㈱イズミ
〃 角屋　里帆 26 　　〃
〃 石川　紗衣 22 　　〃
〃 堀川　真奈 23 　　〃
〃 眞継　麻礼 24 ㈱ゆめカード
〃 三田　未稀 22 　　〃
〃 青山　紗弓 24 ㈱イズミテクノ
〃 門谷　　舞 26 ㈱ゆめカード
〃 石田　紗貴 27 ㈱イズミテクノ
〃 高山　智恵 26 ㈱イズミ
〃 高森　妙子 36 　　〃
〃 中村　桃子 22 ㈱イズミテクノ

自転車
成年男子　監督１名　選手４名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 神野　　勝 44 ㈱ヒロテック
選手 吉田　智志 41 呉市役所 ＫＥ、ＴＰ
〃 野中　竜馬 28 KINAN Cycling Team ＰＲ、ＴＰ
〃 河賀　雄大 25 復建調査設計㈱ ＫＭ、ＴＰ、ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
〃 岡部　祐太 21 日本体育大学 ＳＨ、ＴＰ、ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

女子　　　　　　　　選手２名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
選手 岡本亜耶子 39 広島国際大学（教） ＫＥ、ＴＳ
〃 中原　恭恵 31 東光造園㈱ ＳＨ、ＴＳ

少年男子　監督１名　選手５名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 岸川健太郎 29 広島市立広島工業高等学校（教）
選手 川元　蛍詩 18 広島市立広島工業高等学校 ＫＥ、ＴＳ
〃 井上　　駿 17 　　　〃 ＳＨ、ＴＳ、ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
〃 黒瀬浩太郎 17 崇徳高等学校 ＳＰ、ＴＳ
〃 島津　尚弥 17 　　　〃 ＰＲ、ＴＰ、ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
〃 町田　太我 17 山陽高等学校 ＫＭ、ＴＳ
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ソフトテニス
成年男子　監督１名　選手５名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 堀　　晃大 34 NTTﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ中国支店
選手 丸中　大明 24 NTTﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｸﾉ中国支店
〃 長江　光一 29 NTTﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｱｸﾄ中国支店
〃 船水　雄太 23 NTTﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｱｸﾄ中国支店
〃 林　　大喜 24 NTTﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ中国支店
〃 村上　雄人 29 西日本電信電話㈱中国事業本部

成年女子　監督１名　選手５名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 中堀　成生 45 NTTﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ中国支店
選手 尾上　胡桃 20 日本体育大学
〃 梶原　萌乃 19 國學院大學
〃 福田　茉畝 18 神戸松蔭女子学院大学
〃 矢多部美弥 18 　　　〃
〃 岡部　友里 21 日本基準寝具㈱

少年男子　監督１名　選手５名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 宇根田浩昭 41 尾道高等学校（教）
選手 丸山　　章 17 尾道高等学校
〃 小田　龍翔 17 　　　〃
〃 平野　瑠衣 16 広島翔洋高等学校
〃 竹本　　彪 16 　　　〃
〃 大橋　　涼 17 広島県立神辺旭高等学校

少年女子　監督１名　選手５名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 新本　弘司 56 広島修道大学附属鈴峯女子高等学校（教）

選手 森本　彩鼓 17 広島修道大学附属鈴峯女子高等学校

〃 笠井菜々子 18 　　　〃
〃 奥田　結依 18 　　　〃
〃 白木　璃子 17 　　　〃
〃 廣澤　真衣 17 　　　〃

卓球
成年男子　監督１名　選手３名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 茂谷　幸弘 48 Ｔera賀茂塾
選手 横山　　輝 25 原田鋼業㈱
〃 中林　滉貴 24 　　〃
〃 船本　将志 21 明治大学

成年女子　監督１名　選手３名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 松岡　俊志 55 中国電力㈱
選手 土井みなみ 28 　　〃
〃 宋　　恵佳 22 　　〃
〃 成本　綾海 22 　　〃

少年男子　監督１名　選手３名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 佐藤　　潤 48 広島県立広島商業高等学校（教）
選手 田坂宗次郎 16 武田高等学校
〃 次藤　　歩 15 広島県立広島商業高等学校
〃 生塩　健太 17 近畿大学附属広島高等学校福山校
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少年女子　監督１名　選手３名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 中島　健太 34 進徳女子高等学校（教）
選手 竹内　嘉菜 18 JOCエリートアカデミー
〃 枝廣　　瞳 16 進徳女子高等学校
〃 平田　梨花 16 　　〃

軟式野球
成年男子　監督１名　選手１５名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 今野　孝行 35 佐川急便㈱
選手 迫　　洋児 35 　　　〃
〃 梅原　伸亮 34 　　　〃
〃 黒﨑　拳也 23 三原看護専門学校
〃 濱先　脩平 23 佐川急便㈱
〃 中村　大貴 23 　　　〃
〃 石谷圭一郎 31 　　　〃
〃 福島　将二 23 三原看護専門学校
〃 川本　義弘 24 医療法人仁康会老人保健施設桃源の郷

〃 北山　義英 28 佐川急便㈱
〃 村上　幾也 19 　　　〃
〃 三橋　申雅 27 　　　〃
〃 中川　彰人 27 医療法人仁康会小泉病院
〃 高見　悠己 20 佐川急便㈱
〃 熊谷　治人 22 三原看護専門学校
〃 宇根田　将 29 佐川急便㈱

相撲
成年男子　監督１名　選手３名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 西原　利尚 52 中国四国農政局
選手 長尾　光真 28 三井金属㈱竹原製煉所 先鋒
〃 谷中　　尚 22 九州情報大学 中堅
〃 谷﨑　大樹 29 広島県立竹原高等学校（教） 大将

少年男子　監督１名　選手５名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 江本　良時 55 広島県立竹原高等学校（教）
選手 村上　光起 18 尾道高等学校 先鋒
〃 古田　賢悟 16 広島県立竹原高等学校 二陣
〃 齋原　　大 17 　　　〃 中堅
〃 花岡　功一 18 　　　〃 副将
〃 寺尾　拓真 17 盈進高等学校 大将

馬術
成年　　　監督２名　選手５名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 成瀬　　明 70 エンゼル乗馬クラブ

ﾎｰｽﾏﾈｼﾞｬｰ 眞田　　慎 38 眞田ライディングクラブ
選手 眞田　　凌 23 　　　〃 ｽﾋﾟｰﾄﾞｱﾝﾄﾞﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ競技、ﾀﾞｰﾋﾞｰ競技

〃 佐藤　浩之 41 ㈱ＪＢ北広島乗馬クラブ 国体大障害飛越競技、ﾄｯﾌﾟｽｺｱ競技

〃 成瀬亜紀子 37 エンゼル乗馬クラブ 標準障害飛越競技、二段階障害飛越競技

〃 佐藤　智美 45 ㈱ＪＢ北広島乗馬クラブ ﾄｯﾌﾟｽｺｱ競技

〃 村上　弘子 18 京都橘大学 ﾀﾞｰﾋﾞｰ競技

- 11 -



少年　　　　　　　　選手３名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
選手 藤本　将人 16 修道高等学校 ﾀﾞｰﾋﾞｰ競技、団体障害飛越競技､ｽﾋﾟｰﾄﾞｱﾝﾄﾞﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ競技

〃 神保　俊介 14 修道中学校 二段階障害飛越競技、ﾄｯﾌﾟｽｺｱ競技、団体障害飛越競技

〃 瀬戸　祐樹 17 広島県立西条農業高等学校 団体障害飛越競技

フェンシング

成年男子（監督１名）選手３名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督兼選手 髙橋　正徳 51 シーピー化成㈱

選手 谷本　静哉 22 龍谷大学

〃 清胤　慶英 19 　　〃

柔道
成年男子　監督１名　選手５名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 田坂　武志 59 広島県警察
選手 一面　　護 21 流通経済大学 先鋒
〃 末木　貴将 22 筑波大学 次鋒
〃 平田　　純 28 広島刑務所 中堅
〃 飯田　健伍 24 京葉瓦斯㈱ 副将
〃 香川　大吾 20 東海大学 大将

女子　　　監督１名　選手５名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 川口　絵美 37 広陵高等学校（教）
選手 小木曽桃華 18 広島県立広島皆実高等学校 先鋒
〃 島谷　真央 19 広島大学 次鋒
〃 中尾　華奈 17 広陵高等学校 中堅
〃 本田　詩乃 16 広島県立広島皆実高等学校 副将
〃 磯崎　佳歩 20 広島大学 大将

少年男子　監督１名　選手５名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 加美　富章 47 崇徳高等学校（教）
選手 出口　嘉人 18 崇徳高等学校 先鋒
〃 松山　葵偉 18 近畿大学附属広島高等学校福山校 次鋒
〃 山本　寛生 18 崇徳高等学校 中堅
〃 神垣　和也 17 　　〃 副将
〃 長岡　季空 18 　　〃 大将

ソフトボール
少年男子　監督１名　選手１３名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 小川　直文 41 広島県立御調高等学校（教）
選手 宮本　海斗 17 広島県立御調高等学校
〃 奥川　諒介 16 　　　〃
〃 佐々本集斗 17 　　　〃
〃 平盛　正悟 17 広島県立尾道商業高等学校
〃 芦田竜之介 18 広島県立御調高等学校
〃 若林　崚太 17 　　　〃
〃 斎木　玲於 18 　　　〃
〃 藤原　綜俊 18 　　　〃
〃 桒田　和佳 16 　　　〃
〃 草本　明聡 18 呉市立呉高等学校
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〃 藤原　琢磨 16 広島県立御調高等学校
〃 久留飛光亮 17 　　　〃
〃 平岡　直樹 18 近畿大学附属広島高等学校東広島校

バドミントン
少年男子　監督１名　選手３名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 相良　展広 39 広島城北高等学校（教）
選手 田中　翔眞 18 尾道高等学校
〃 柴崎　　凌 16 広島城北高等学校
〃 田中　幸人 17 　　〃

ライフル射撃
成年男子　監督１名　選手３名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 馬渡　　崇 45 ㈱ＮＴＴドコモ中国支社
選手 林　　克也 55 広島県立加計高等学校（教） 10mS60M、10mP60M
〃 森川　清司 33 広島県警察本部 AP60M
〃 中重　　勝 54 　　　〃 CP60M、CP30M

成年女子　　　　　　選手３名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
選手 中重　美和 47 広島県ﾗｲﾌﾙ射撃協会 50m3x20W、50mP60W
〃 馬渡由香里 46 東和環境科学㈱技術センター 10mS40W、10mP40W
〃 石脇　恵美 29 広島県警察本部 AP40W

少年男子　　　　　　選手１名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
選手 小野川直樹 18 広島県立加計高等学校 10mS60JM

少年女子　　　　　　選手２名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
選手 武本　英莉 16 広島県立加計高等学校 10mS40JW
〃 門口　莉奈 17 　　　〃 BRS40JW、BRS20JW

剣道
成年男子（監督１名）選手５名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督兼選手 山中　章義 55 広島拘置所 大将
選手 本間　建成 22 広島刑務所 先鋒
〃 加藤　正矢 27 広島県警察 次鋒
〃 福岡　伸二 39 広島拘置所 中堅
〃 奥森　貞雄 50 　　　〃 副将

ラグビーフットボール
成年男子（監督１名）選手１１名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督兼選手 清原　謙次 47 中国電力㈱
選手 前田　　純 35 マツダ㈱
〃 村澤　大洋 24 　　〃
〃 大木　寿之 23 中国電力㈱
〃 守谷　徹郎 30 　　〃
〃 稲田　佳之 32 　　〃
〃 京田　俊輔 32 　　〃
〃 藤代　裕彦 36 広島学院中学校・高等学校（教）
〃 頼近　孝行 34 広島県立安芸南高等学校（教）
〃 宇治宮　塁 27 ㈱大栄クリーナー
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〃 齋藤遼太郎 24 マツダ㈱

山岳
成年男子　監督１名　選手２名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 大畠　修子 59 広島県山岳連盟
選手 中野　　稔 33 ㈱ＣＥＲＯ
〃 錦織　瀬奈 20 県立広島大学

成年女子　監督１名　選手２名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 錦織　宏美 46 中国電力㈱
選手 山下　真由 20 日本体育大学
〃 錦織　美里 18 県立広島大学

少年男子　監督１名　選手２名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 西部　伸也 62 広島県立呉昭和高等学校（教）
選手 香川　　丈 16 広島県立安芸府中高等学校
〃 内田　　燿 15 呉港高等学校

カヌー
　　　　　監督１名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 深田　泰正 48 安芸高田市役所

成年女子　　　　　　選手１名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
選手 坪田　　恵 27 自衛隊体育学校 ｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ

少年男子　　　　　　選手１名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
選手 深田　康平 17 広島県立吉田高等学校 ｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ

アーチェリー
成年男子　監督１名　選手３名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 金川　真二 60 広島県立賀茂高等学校（教） 少年男子監督兼務
選手 河田　悠希 20 日本体育大学
〃 菊地　栄樹 31 ㈱エディオン
〃 岩田　　歩 24 　　　〃

成年女子　監督１名　選手３名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 三木　典子 52 広島県立可部高等学校（教） 少年女子監督兼務
選手 松本　彩音 22 ㈱エディオン
〃 吉山　　唯 20 長崎国際大学
〃 末迫　春乃 20 関西学院大学

少年男子　　　　　　選手３名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
選手 金子　領真 18 広島県立可部高等学校
〃 奥田　彪斗 17 広島県立広島工業高等学校
〃 吉山　　遼 18 広島県立佐伯高等学校

少年女子　　　　　　選手３名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等）
選手 川元けいと 17 広島県立佐伯高等学校
〃 各和　亜美 16 広島県立海田高等学校
〃 吉岡　美空 17 広島県立可部高等学校
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空手道
成年男子　監督１名　選手４名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等）
監督 松元　和昭 49 シモハナ物流㈱
選手 車地　泰治 21 山梨学院大学 形
〃 有貞　　涼 22 近畿大学工学部 組手中量級
〃 杉原　隆弘 21 　　　〃 組手軽量級
〃 藤井　和哉 30 陸上自衛隊朝霞駐屯地体育学校 組手重量級

成年女子　　　　　　選手２名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
選手 南本　愛良 20 同志社大学 形
〃 石田　真帆 20 九州産業大学 組手

少年男子　　　　　　選手２名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等）
選手 大畠虎太郎 18 広島県立海田高等学校 形
〃 橋本　達輝 17 呉港高等学校 組手

少年女子　　　　　　選手１名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等）
選手 田上　乙風 16 如水館高等学校 組手

銃剣道
成年男子（監督１名）選手３名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督兼選手 河端　勇樹 29 陸上自衛隊海田市
選手 岩切　健太 42 　　　〃
〃 土居　祐介 27 　　　〃 　

クレー射撃
成年　　（監督１名）選手６名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督兼選手 小林　守太 73 ㈲ケアーサービス因島 トラップ
選手 上森　　隆 45 ㈱ＪＶＣケンウッド・公共産業システム 　〃
〃 水木　勝幸 61 （広島市南区山城町） 　〃
〃 猪原　　優 66 農業 スキート
〃 藤井　則行 61 介護福祉サービス㈱ 　〃
〃 脇屋　　昂 27 クレトイシ㈱ 　〃

なぎなた
成年女子　監督１名　選手３名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 吉田由香里 59 住化アグロ製造㈱
選手 福田さつき 39 比治山女子高等学校（教） 大将
〃 足立　朱穂 25 ㈱敷信村農吉 中堅
〃 岡崎香奈子 46 広島県なぎなた連盟 先鋒

少年女子　　　　　　選手２名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
選手 大上みなみ 17 比治山女子高等学校 演技
〃 久保田菜央 18 　　　〃 　〃
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ボウリング
成年男子　監督１名　選手４名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 高橋　忠夫 71 （福山市幕山台）
選手 中塩　貴倫 36 第一物産㈱
〃 難波江康雄 49 廣本鉄工所㈱
〃 星川　　創 21 広島国際学院大学
〃 大岡　明百 49 呉市上下水道局

成年女子　監督１名　選手４名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 石井　浩次 62 ＪＦＥプラントエンジ㈱
選手 石本　美来 20 岡山商科大学
〃 門田　裕美 51 福山市立山手小学校（教）
〃 畠田佳世子 25 ＪＦＥ瀬戸内海ゴルフ倶楽部
〃 小川美由希 41 妹尾病院

少年男子　監督１名　選手２名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 藤岡　秀美 67 （広島市安芸区）
選手 宮脇　秀輔 18 広島桜が丘高等学校
〃 山本　智哉 16 広島県立広島観音高等学校

少年女子　監督１名　選手２名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 木原　梨香 57 東広島北部学校給食センター
選手 細戸　千聖 18 広陵高等学校
〃 淺田　杏菜 17 広島県立宮島工業高等学校

ゴルフ

成年男子　　　　　　選手３名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考

選手 金谷　拓実 19 東北福祉大学

〃 清川　　亨 20 中央学院大学

〃 富永　暁登 20 大阪学院大学

女子　　　監督１名　選手３名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考

監督 里　　太介 37 広陵高等学校（教）

選手 垣　　優菜 18 広島国際学院高等学校

〃 栗原　　愛 16 　　　〃

〃 藪下　真衣 19 同志社大学

少年男子　監督１名　選手３名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考

監督 森　健太郎 37 広島国際学院高等学校（教）

選手 関藤　侑嗣 17 広島国際学院高等学校

〃 金岡　奎吾 17 　　　〃

〃 吉田　好輝 17 　　　〃
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特別競技
高等学校野球

硬式　監督１名　責任教師１名　選手１６名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 中井　哲之 55 広陵高等学校（教）

責任教師 市場　直輝 52 　　　〃
選手 平元銀次郎 18 広陵高等学校
〃 中村　奨成 18 　　　〃
〃 大橋　昇輝 18 　　　〃
〃 吉岡　広貴 17 　　　〃
〃 松岡　直輝 18 　　　〃
〃 丸山　壮史 18 　　　〃
〃 加川　大樹 18 　　　〃
〃 谷口　秀斗 18 　　　〃
〃 高田　誠也 18 　　　〃
〃 山本　雅也 17 　　　〃
〃 平本　一輝 18 　　　〃
〃 植村　亮太 18 　　　〃
〃 佐藤　勇治 18 　　　〃
〃 高田　桐利 17 　　　〃
〃 村上　嘉一 18 　　　〃
〃 岩本　淳太 18 　　　〃
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