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本部役員　　　　　　２９名

区分 氏　名 備　　考

団長 神出　　亨

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 生涯スポーツ担当

〃 河野　裕二 競技スポーツ担当

〃 白井　孝司 企画委員長

〃 渡辺　勇一 広報委員長

〃 武鑓　　守 強化副委員長

〃 下村　英士 強化副委員長

〃 玉井　尚樹 普及振興副委員長

〃 堂本ひさ美 強化副委員長

〃 眞藤　邦彦

〃 小原　博文 広島県スポーツ推進課長

〃 有下　功一

〃 福富　茂樹

〃 福田　吉晴 広島県スポーツ推進課参事

〃 山縣　　透

〃 藤井　　剛 広島県スポーツ推進課競技スポーツ推進ＧＬ

〃 中島　　章 広島県スポーツ推進課主査

〃 吉松　千穂 　　　〃

〃 奥村健太郎 　　　〃

〃 吉岡　智厚 　　　〃

〃 原田　実季

顧問 湯﨑　英彦

〃 平川　理恵

〃 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

〃 重野　陽一

〃 小川　司徳

〃 鶴　　　衛 　　〃　　　　　　　評議員

　　〃　　　　　　　副会長

(公財)広島県体育協会顧問
広島県知事

(公財)広島県体育協会顧問
広島県教育委員会教育長

　　〃　　　　　　　　〃

　　〃　　　　　　　副会長

　　〃　　　　　　　　〃

　　〃　　　　　　　　〃

所属・役職等

(公財)広島県体育協会会長

　　〃　　　　　　　常務理事

　　〃　　　　　　　常務理事

　　〃　　　　　　　理事

　　〃　　　　　　　専務理事

(公財)広島県体育協会総務副委員長

(公財)広島県体育協会顧問

　　〃　　　　　　　理事

　　〃　　　　　　　常務理事

　　〃　　　　　　　理事

　　〃　　　　　　　理事

　　〃　　　　　　　参与

　　〃　　　　　　　事務局長

　　〃          　　指導者養成副委員長

　　〃　　　　　　　評議員

　　〃　　　　　　　主事

　　〃　　　　　　　強化副委員長

広島県高等学校体育連盟事務局次長

　　〃　　　　　　　理事

広島県中学校体育連盟理事長

　　〃　　　　　　　強化委員
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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 49 広島県立広島皆実高等学校（教）
〃 大林　和彦 54 広島県立西条農業高等学校（教）

成年男子　　　　　　選手５名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
選手 山縣　亮太 26 セイコーホールディングスＡＣ 100ｍ、ﾘﾚｰ
〃 山本　　諒 22 ユメオミライ 400mＨ、ﾘﾚｰ
〃 真野　友博 22 福岡大学 走高跳
〃 道上　雅晃 23 ＧＯＬＤＹ’Ｓ　ＧＹＭ やり投
〃 松尾　隆雅 20 東洋大学 ﾘﾚｰ

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 湯淺佳那子 21 日本体育大学 100ｍ、ﾘﾚｰ
〃 神田　菜摘 20 福岡大学 走高跳
〃 木村　文子 30 エディオン 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 井澤　竜二 17 広島県立広島皆実高等学校 Ａ100ｍ、ﾘﾚｰ
〃 天野　伊織 18 広島国際学院高等学校 Ａ400ｍ、ﾘﾚｰ
〃 中野　翔太 17 広島県立世羅高等学校 Ａ5000ｍ
〃 荒谷　修平 17 広島県立神辺旭高等学校 Ａ400mＨ
〃 福永　雅紀 17 広島工業大学高等学校 Ａ棒高跳
〃 藤原　陸登 18 広島県立福山工業高等学校 Ａ走幅跳
〃 泊　　美裕 17 広島県立西条農業高等学校 Ａハンマー投
〃 福本　　廉 18 広島県立広島皆実高等学校 共通110ｍＨ、ﾘﾚｰ
〃 桐木　紳吾 18 広島県立広島工業高等学校 共通走高跳
〃 安立　雄斗 17 広島工業大学高等学校 共通三段跳
〃 後藤　達樹 16 崇徳高等学校 Ｂ100ｍ、ﾘﾚｰ
〃 吉本　真啓 16 広島県立世羅高等学校 Ｂ3000ｍ、ﾘﾚｰ
〃 迫田　力也 16 広島県立西条農業高等学校 Ｂ砲丸投

少年女子　　　　　　選手８名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
選手 鐘築　静花 17 広島県立宮島工業高等学校 Ａ100ｍ、ﾘﾚｰ
〃 平岡　美帆 17 広島市立舟入高等学校 Ａ3000ｍ
〃 樫原　沙紀 16 広島県立呉三津田高等学校 共通800ｍ
〃 藤原　めい 18 広島県立西条農業高等学校 共通400mＨ
〃 雪岡　美咲 18 広島県立安芸高等学校 共通円盤投
〃 脇坂　里桜 15 府中町立府中緑ヶ丘中学校 Ｂ100ｍ、ﾘﾚｰ
〃 福永　楓花 16 安田女子高等学校 Ｂ1500m
〃 浅木都紀葉 14 広島市立口田中学校 Ｂ100mＨ、ﾘﾚｰ

サッカー
女子　　　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 岩田　純児 41 広島文教女子大学（教）
選手 田中　幸奈 23 大和市役所
〃 渡辺　薫乃 21 広島国際大学
〃 河井　美月 18 新潟医療福祉大学
〃 万力　安純 16 山陽女学園高等部
〃 櫻林亜佐子 26 パソ・ア・パソ法律事務所
〃 杉原　萌香 20 広島文教女子大学

- 4 -

MB-F-1
タイプライタ
哉

MB-F-1
テキスト ボックス
GOLD'S GYM



〃 高島　絢音 17 広島文教女子大学附属高等学校
〃 中塚　沙希 19 神奈川大学
〃 筬島　彩佳 21 セブンスター南江戸
〃 齋原みず稀 20 広島大学
〃 足立英梨子 25 ㈱フレスタ
〃 亀田　　恵 26 ㈱広島東洋カープ
〃 長野　栞奈 19 広島大学
〃 福永　紗良 18 飛鳥未来高等学校
〃 玉田　愛理 18 　　　〃

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 42 ㈱サンフレッチェ広島
選手 平野　　碧 16 広島県立吉田高等学校
〃 下田　倫也 16 広島県瀬戸内高等学校
〃 松本　太一 15 広島県立吉田高等学校
〃 石上　　航 16 　　　〃
〃 関　　祐斗 16 　　　〃
〃 竹内　崇人 16 　　　〃
〃 福﨑　伶青 15 　　　〃
〃 伊藤　太陽 16 　　　〃
〃 菅野　翔斗 15 　　　〃
〃 山根　成留 16 広島県立広島皆実高等学校
〃 閑田　隼人 16 　　　〃
〃 熊田　粋太 16 　　　〃
〃 末次　　颯 16 広島県立吉田高等学校
〃 内海　陽樹 16 　　　〃
〃 佐野　陸歩 16 　　　〃
〃 隅田　遼吾 15 広島県立広島皆実高等学校

テニス
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 武田　守弘 44 広島文化学園大学（教） 成年女子監督兼務
選手 樋口廣太郎 19 早稲田大学
〃 岡﨑　大倭 19 甲南大学

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 小池　颯紀 21 園田学園女子大学
〃 石井あづさ 21 　　　〃

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 磯村　　忍 45 やすいそ庭球部 少年女子監督兼務
選手 田中謙太朗 17 広陵高等学校
〃 秋吉　大地 18 広島なぎさ高等学校

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 酒井　　凜 17 広陵高等学校
〃 丸古　陽女 15 山陽女学園高等部

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 24 ㈱マツダＥ＆Ｔ 成年女子監督兼務
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選手 佐伯　真博 19 東京経済大学 ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ
〃 嘉屋　春樹 19 日本大学 　　〃

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 24 大田記念病院(福山RC) 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 32 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱
選手 中村　瑛香 22 　　　〃
〃 錦織　えみ 25 　　　〃
〃 藤林　千子 22 　　　〃
〃 浅井　悠由 22 　　　〃
〃 辻井　紫歩 25 　　　〃
〃 金藤　祥子 25 　　　〃
〃 三橋　亜記 29 　　　〃
〃 藤井　美沙 25 　　　〃
〃 河村　元美 22 　　　〃
〃 湯田　葉月 29 　　　〃
〃 松本　夏波 23 　　　〃
〃 田中　泉樹 26 　　　〃
〃 加藤　彰子 30 　　　〃

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 山本　保義 61 広陵高等学校（教）
選手 増田　　陸 21 立教大学 ﾌﾗｲ級
〃 大橋　　洸 21 法政大学 ﾊﾞﾝﾀﾑ級
〃 田村　勇人 32 大竹ボクシングクラブ ﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ級
〃 原田　直樹 22 東洋大学 ｳｪﾙﾀｰ級
〃 坂本　拓海 20 日本大学 ﾗｲﾄﾍﾋﾞｰ級

少年男子　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 松尾　耕司 54 崇徳高等学校（教）
〃 信本　　巌 37 崇徳高等学校（教）
選手 保坂　瑞紀 17 崇徳高等学校 ﾗｲﾄﾌﾗｲ級
〃 梶原　　嵐 15 　　〃 ﾌﾗｲ級
〃 安田　聖典 17 広陵高等学校 ﾊﾞﾝﾀﾑ級
〃 梶原　武蔵 17 崇徳高等学校 ﾗｲﾄ級
〃 黒田丈二朗 16 　　〃 ｳｪﾙﾀｰ級

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 34 ＪＴサンダーズ
選手 安永　拓弥 28 　　　〃
〃 中島　健太 27 　　　〃
〃 久原　大輝 26 　　　〃
〃 八子　大輔 29 　　　〃
〃 ﾛｼﾞｬｰｽﾞ海 24 　　　〃
〃 小野寺太志 22 　　　〃
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〃 井上慎一朗 23 　　　〃
〃 武智　洸史 22 　　　〃
〃 唐川　大志 26 　　　〃
〃 金子　聖輝 20 　　　〃
〃 熊倉　　允 22 　　　〃
〃 合田　心平 26 　　　〃

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 45 盈進高等学校（教）
選手 樋内　竜也 17 崇徳高等学校
〃 本村　竜大 18 広島県立高陽東高等学校
〃 阿羅田忠勝 18 崇徳高等学校
〃 髙山　智也 18 　　　〃
〃 岸田　健吾 17 盈進高等学校
〃 平田　陽大 17 崇徳高等学校
〃 岡野　健生 17 　　　〃
〃 箕本　修斗 16 　　　〃
〃 平山　健太 16 　　　〃
〃 髙木啓士郎 17 　　　〃
〃 安原　　大 17 広島工業大学高等学校
〃 和島　滉貴 17 崇徳高等学校

少年女子　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 閑田　敏幸 49 広島市立沼田高等学校(教)
選手 齋藤野乃花 18 広島市立沼田高等学校
〃 閑田　千尋 16 　　　〃
〃 中尾　奈蘭 18 　　　〃
〃 瀧口　莉乃 17 　　　〃
〃 篠原　美咲 18 進徳女子高等学校
〃 笠原　愛菜 16 広島市立沼田高等学校
〃 阿羅田安莉 16 　　　〃
〃 白須　理央 18 広島桜が丘高等学校
〃 塚本　夢叶 18 安田女子高等学校
〃 神田　　桜 16 広島市立沼田高等学校
〃 増元　奎京 17 　　　〃
〃 齊藤　　愛 17 　　　〃

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 佐々木靖武 33 成美ジムクラブ
選手 北山　琴望 17 山陽女学園高等部
〃 箱﨑　若葉 15 広島県立因島高等学校
〃 舟橋　弥里 16 尾道高等学校
〃 梅木　唯伊 16 広島修道大学附属鈴峯女子高等学校

〃 梅尾梨々花 16 広島県立千代田高等学校

バスケットボール
少年男子　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 枝長　弘幸 44 広島県立廿日市高等学校（教）
選手 山口　由稀 18 広島県立皆実高等学校
〃 石原　奏志 18 　　〃
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〃 共田　賢人 18 呉港高等学校
〃 國藤　雅弥 18 　　〃
〃 ｶﾎﾞﾝｺﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ 16 広島県瀬戸内高等学校
〃 阿井　勝海 18 呉港高等学校
〃 三谷桂司朗 17 広島県立皆実高等学校
〃 阿部　優月 17 　　〃
〃 大福谷和馬 16 　　〃
〃 東　蒼一朗 17 　　〃
〃 塩見　晃希 17 呉港高等学校

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 中本　将生 37 広島市立温品中学校（教）
選手 河名真偉斗 18 専修大学 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ57㎏
〃 瀬戸　峻佑 20 九州共立大学 ﾌﾘｽﾀｲﾙ61㎏
〃 末本　隼哉 23 安芸高田市消防本部 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ74㎏
〃 道免　陸哉 18 明治大学 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ125㎏
〃 坂野　修平 26 ㈱ＴＳＳプロダクション ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ87㎏
〃 山中　　彬 19 中央大学 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ97㎏

少年男子　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 49 広島県立広島国泰寺高等学校（教）

選手 原田　　一 16 広島県立三次高等学校 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ51㎏
〃 義田　省悟 18 広島国際学院高等学校 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ55㎏
〃 岡田　健瑠 17 　　　〃 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ60㎏
〃 加藤　光貴 18 　　　〃 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ92㎏
〃 山田　雄大 15 　　　〃 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ65㎏
〃 和田　　聡 16 広島県立三次高等学校 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ71㎏

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 20 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 井川　史朗 50 マツダ㈱ 成年監督
選手 佐藤　誠記 34 三親電材㈱ 国体ｳｲﾝﾄﾞｻｰﾌｨﾝ級
〃 澤村　和慶 32 九州旅客鉄道㈱ 470級
〃 槇原　　覚 20 広島商船高等専門学校 　〃
〃 前田　博志 50 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 32 マツダ㈱ ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級
〃 田村　愛子 32 ㈱広島銀行 　　〃
〃 濵田　華帆 27 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 小菅　正幸 46 ㈱砂原組 少年監督
選手 村上　真輝 17 広島県立広島国泰寺高等学校 420級
〃 本﨑　修太 16 　　　〃 　〃
〃 前田　海陽 16 広島県立広島高等学校 ﾚｰｻﾞｰﾗｼﾞｱﾙ級
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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 16 広島県立広島国泰寺高等学校 420級
〃 橋本　歩波 16 広島市立広島中等教育学校 　〃
〃 松尾　　華 17 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３名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 松井　雅和 59 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 26 ㈱エス企画 56㎏級
〃 杉内　　稔 34 ㈲金子石材店 62㎏級
〃 松本　良則 35 ｼｬｲｱｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 77㎏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 17 広島県立戸手高等学校 56㎏級
〃 常盤　龍矢 18 　　　〃 62㎏級
〃 若林亜利夢 18 　　　〃 69㎏級

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 45 ㈱ヒロテック
選手 河賀　雄大 26 復建調査設計㈱ ＰＲ、ＴＰ
〃 岡部　祐太 22 日本体育大学 ＳＨ、ＴＰ、ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
〃 中村　圭祐 20 鹿屋体育大学 ＫＥ、ＴＰ、ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
〃 黒瀬浩太郎 18 鹿屋体育大学 ＫＭ、ＴＳ

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 40 広島国際大学（教） ＳＨ、ＴＳ
〃 吉岡　詩織 23 日本競輪学校 ＫＥ、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 30 広島市立広島工業高等学校（教）
選手 吉岡　竜太 18 広島市立広島工業高等学校 ＫＥ、ＴＳ
〃 松原　颯祐 17 　　　〃 ＰＲ、ＴＳ、ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
〃 町田　太我 18 山陽高等学校 ＫＭ、ＴＰ、ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
〃 池田　　諒 18 　　　〃 ＳＨ、ＴＰ
〃 白井優太朗 17 崇徳高等学校 ＳＰ、ＴＳ

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 35 NTTﾋﾞｼﾞﾈｽｱｿｼｴ西日本中国支店
選手 長江　光一 30 NTTﾋﾞｼﾞﾈｽｱｿｼｴ西日本中国支店
〃 丸中　大明 25 NTTﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｸﾉ中国支店
〃 村上　雄人 30 NTTﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ中国支店
〃 林　　大喜 25 　　　〃
〃 船水　雄太 24 NTTﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｱｸﾄ中国支店

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 46 NTTﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ中国支店
選手 高橋　乃綾 21 (一財)どんぐり財団
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〃 半谷　美咲 23 ㈱亀の家　アザレア千代田
〃 田辺　恵理 21 (一財)どんぐり財団
〃 小林　美咲 25 　　　〃
〃 尾上　胡桃 21 日本体育大学

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 57 広島修道大学附属鈴峯女子高等学校（教）

選手 浅見今日子 16 広島修道大学附属鈴峯女子高等学校

〃 武市明香里 16 　　　〃
〃 濱島　怜奈 15 広島修道大学附属鈴峯女子中学校
〃 岡野萌々子 16 広島翔洋高等学校
〃 岡野　若奈 16 　　　〃

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 中野　祐介 34 福山市役所
選手 横山　　輝 26 原田鋼業㈱
〃 松浦　佑紀 25 　　〃
〃 船本　将志 22 日野自動車㈱

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 56 中国電力㈱
選手 宋　　恵佳 23 　　〃
〃 成本　綾海 23 　　〃
〃 庄司　有貴 23 　　〃

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 35 進徳女子高等学校（教）
選手 枝廣　　瞳 17 進徳女子高等学校
〃 平田　梨花 17 　　〃
〃 泉田　朱音 17 　　〃

軟式野球
成年男子　（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
監督兼選手 高田　瑠星 23 造幣局広島支局
選手 谷岡　惇矢 33 　　　〃
〃 松浦優希也 22 　　　〃
〃 田中　健太 34 　　　〃
〃 久木田将太 23 　　　〃
〃 前平　一誠 21 　　　〃
〃 平岡　　卓 25 　　　〃
〃 松野　清孝 27 　　　〃
〃 野村　佳祐 32 　　　〃
〃 江草　浩司 33 　　　〃
〃 小田原彰里 20 　　　〃
〃 栗栖　亮太 28 　　　〃
〃 胤森　典悟 38 　　　〃
〃 野影　耀太 19 　　　〃
〃 前田　和平 24 　　　〃
〃 力田　洋平 24 広島ガス㈱
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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 53 中国四国農政局
選手 田原　勇也 23 タイム㈱ 先鋒
〃 谷中　　尚 23 ㈱JPビジネスサービス 中堅
〃 村松　裕介 24 磐梯興業㈱ 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 56 広島県立竹原高等学校（教）
選手 古田　賢悟 17 広島県立竹原高等学校 先鋒
〃 松本　裕希 17 　　　〃 二陣
〃 寺尾　拓真 18 盈進高等学校 中堅
〃 齋原　　大 18 広島県立竹原高等学校 副将
〃 進藤　冬椰 16 　　　〃 大将

馬術
成年　　　監督２名　選手４名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 成瀬　　明 71 エンゼル乗馬クラブ

ﾎｰｽﾏﾈｼﾞｬｰ 眞田　　慎 39 眞田ライディングクラブ
選手 佐藤　浩之 42 ㈱ＪＢ北広島乗馬クラブ 国体大障害飛越競技、ｽﾋﾟｰﾄﾞｱﾝﾄﾞﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ競技

〃 神保　健一 50 ㈱神保 ﾄｯﾌﾟｽｺｱ競技

〃 佐藤　智美 46 ㈱ＪＢ北広島乗馬クラブ ﾀﾞｰﾋﾞｰ競技、ﾄｯﾌﾟｽｺｱ競技

〃 成瀬亜紀子 38 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

少年　　　　　　　　選手２名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
選手 藤本　将人 17 修道高等学校 標準障害飛越競技、二段階障害飛越競技､ﾘﾚｰ競技

〃 神保　俊介 15 　　　〃 ﾀﾞｰﾋﾞｰ競技、ﾄｯﾌﾟｽｺｱ競技、ﾘﾚｰ競技

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 52 シーピー化成㈱

選手 清胤　慶英 20 龍谷大学

〃 髙橋　祐登 21 愛知工業大学

柔道
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 38 広陵高等学校（教）
選手 道法　志歩 18 広陵高等学校 先鋒
〃 檜垣由利奈 20 帝京大学 次鋒
〃 西川みはる 16 広島県立広島皆実高等学校 中堅
〃 吉田　智美 17 広陵高等学校 副将
〃 磯崎　佳歩 21 広島大学 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 42 広島県立御調高等学校(教)
選手 久留飛光亮 18 広島県立御調高等学校
〃 奥川　諒介 17 　　　〃
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〃 沖野　祐弥 16 　　　〃
〃 住田　新太 17 　　　〃
〃 中辻　尽志 17 　　　〃
〃 桒田　和佳 17 　　　〃
〃 藤原　琢磨 17 　　　〃
〃 田尾　哲哉 17 　　　〃
〃 佐伯　颯太 18 　　　〃
〃 藤井　秀哉 18 広島県立宮原高等学校
〃 樋本　康生 16 広島県立御調高等学校
〃 末田　征也 17 近畿大学附属広島高等学校東広島校

〃 神笠　太洋 17 　　　〃

バドミントン
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 本山　宏士 42 府中町役場
選手 谷村　高宏 24 トヨタ自動車㈱
〃 横段　和昇 24 ㈱体育社
〃 中田　政秀 22 中央大学

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 菊田　健一 35 広島ガス㈱
選手 平井　亜紀 26 　　〃
〃 亀田　　楓 27 　　〃
〃 喜岡　奈美 20 　　〃

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 赤川　雅美 53 安田女子高等学校（教）
選手 竹内　優梨 17 広島県瀬戸内高等学校
〃 中丸　　凜 16 安田女子高等学校
〃 奥本　真愛 16 広島県瀬戸内高等学校

弓道
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 中路　詔二 75 呉市弓道連盟
選手 大野　　梢 34 ㈱白ゆり
〃 片山真由子 42 福山市弓道連盟
〃 西内　愛梨 21 広島工業大学

ライフル射撃
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 馬渡　　崇 46 ㈱ドコモＣＳ中国
選手 向井田真行 36 東京化成販売㈱ 50mP60M、50mK20M
〃 庄野　静真 19 比治山大学 10mS60M、10mP60M
〃 中重　　勝 55 広島県警察 AP60M
〃 藤井　将太 30 　　　〃 CP60M、CP30M

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 中重　美和 48 広島県ﾗｲﾌﾙ射撃協会 50m3x20W、50mP60W
〃 馬渡由香里 47 東和環境科学㈱技術センター 10mS40W、10mP40W
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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 金尾　真海 17 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 17 広島県立加計高等学校 10mS40JW
〃 門口　莉奈 18 　　　〃 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 前野　　宏 58 三井住友銀行広島支店 大将
選手 福居　義久 21 国士舘大学 先鋒
〃 森原　　諒 30 広島県警察 次鋒
〃 有場　賢輔 38 広島拘置所 中堅
〃 杉山　　彰 49 中国管区警察学校 副将

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

監督兼選手 河内　維穂 43 広島市立国泰寺中学校（教） 大将
選手 名越　友美 24 広島県警察 先鋒
〃 大道　恵美 35 田中電機工業㈱ 中堅

ラグビーフットボール
成年男子　監督１名　選手１０名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 伴田　義信 62 マツダ㈱
選手 頼近　孝行 35 広島県立安芸南高等学校（教）
〃 前田　　純 36 マツダ㈱
〃 黒川　勝平 30 中国電力㈱
〃 伊東竜一郎 24 ㈱広島銀行
〃 藤岡孝志郎 34 マツダ㈱
〃 脇坂　亮平 33 マツダ㈱
〃 守谷　徹郎 31 中国電力㈱
〃 清原　佑成 29 アクサ生命㈱
〃 藤代　裕彦 37 広島学院中学校・高等学校（教）
〃 岸　　拓実 27 広島県立安芸南高等学校（教）

少年男子　監督１名　選手２３名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考
監督 河野　一彦 54 広島県立広島工業高等学校（教）
選手 吉本　滋起 18 尾道高等学校
〃 中村　駿介 18 広島県立広島工業高等学校
〃 陣内　源斗 17 尾道高等学校
〃 藤原　　能 17 　　　〃
〃 中川　　亮 18 　　　〃
〃 鹿田　元気 17 広島県立広島工業高等学校
〃 西尾　鴻志 18 尾道高等学校
〃 南野　亨太 18 　　　〃
〃 今井虎太郎 18 　　　〃
〃 松尾　海成 17 　　　〃
〃 臼井　拓人 17 広島県立広島工業高等学校
〃 石堂　泰基 18 尾道高等学校
〃 梁川　賢吉 16 　　　〃
〃 髙武　俊輔 18 　　　〃
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〃 新和田　錬 18 　　　〃
〃 赤迫　実樹 17 　　　〃
〃 金岡　蒼太 18 　　　〃
〃 澤田壮太郎 16 　　　〃
〃 石井　颯太 17 広島県立広島工業高等学校
〃 石田　龍吾 17 尾道高等学校
〃 梁井　大希 16 　　　〃
〃 辻谷　明真 18 広島県立福山誠之館高等学校
〃 髙野　海大 18 尾道高等学校

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 錦織　宏美 47 中国電力㈱
選手 中野　　稔 34 ㈱ＣＥＲＯ
〃 錦織　瀬奈 21 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 延近　昌彦 38 広島化成㈱
選手 千原　　悠 16 広島県立安芸府中高等学校
〃 内田　　燿 16 呉港高等学校

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 大畠　修子 60 広島県・山岳ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ連盟
選手 岡崎　　遥 16 広島国際学院高等学校
〃 石井　杏奈 14 福山市立大門中学校

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 49 安芸高田市役所

成年男子　　　　　　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 18 日本体育大学 ｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ

アーチェリー
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 戸田　敦大 47 広島県立広島工業高等学校（教） 少年男子監督兼務
選手 松本　彩音 23 ㈱エディオン
〃 戸田佳菜子 20 長崎国際大学
〃 本　邑里 18 近畿大学

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 伊藤　魁晟 14 北区立稲付中学校 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ
〃 土居野　樹 18 広島県立広島工業高等学校
〃 西川　柊也 17 広島県立佐伯高等学校

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） 備　　考
監督 松元　和昭 50 シモハナ物流㈱
選手 大畠虎太郎 19 近畿大学工学部 形
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〃 杉原　弘隆 22 ＪＦＥスチール㈱ 組手軽量級
〃 本田　　光 32 自衛隊体育学校 組手中量級
〃 有貞　　涼 23 広島県警察学校 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 21 同志社大学 形
〃 石田　真帆 21 九州産業大学 組手

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 橋本　達輝 18 呉港高等学校 組手

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 坂本　杏南 18 広島県立海田高等学校 形
選手 田上　乙風 17 如水館高等学校 組手

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 60 住化アグロ製造㈱
選手 福田さつき 40 比治山女子高等学校（教） 大将
〃 岩中　彩乃 19 愛媛大学 中堅
〃 足立　朱穂 26 ㈱敷信村農吉 先鋒

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 大上みなみ 18 比治山女子高等学校 大将
〃 高橋　更紗 16 　　　〃 中堅
〃 佐藤　心美 16 広島修道大学附属鈴峯女子高等学校 先鋒

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 72 （福山市幕山台）
選手 星川　　創 22 広島国際学院大学
〃 森本　海成 23 IGL医療福祉専門学校
〃 石川　慎二 34 ＪＦＥ西日本ジーエス㈱
〃 中塩　貴倫 37 第一物産㈱

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 63 ＪＦＥプラントエンジ㈱
選手 石本　美来 21 岡山商科大学
〃 難波江美佐 42 深川医療器㈱
〃 門田　裕美 52 福山市立山手小学校（教）
〃 小川美由希 42 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 68 （広島市安芸区）
選手 井上　巧眞 16 如水館高等学校
〃 山本　智哉 17 広島県立広島観音高等学校

ゴルフ

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 里　　太介 38 広陵高等学校（教）
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選手 吉田　好輝 18 日本大学

〃 富永　暁登 21 大阪学院大学

〃 清川　　亨 21 中央学院大学

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 栗原　　愛 17 広島国際学院高等学校

〃 栗原　　幸 15 熊野町立熊野東中学校

〃 岡本　陽菜 16 広島国際学院高等学校

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 小川　隆文 67 広島県ゴルフ協会

選手 唐下　明徒 16 広島県瀬戸内高等学校

〃 寺西　遼馬 16 広島国際学院高等学校

〃 笠原　　瑛 17 広島県瀬戸内高等学校

トライアスロン

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 長崎　隼太 35 広島県トライアスロン協会

選手 小林　　歩 28 ㈱ONOMICHI U2

〃 池田　康智 22 中央大学

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 森田　芳彦 26 広島県立西条農業高等学校（教）

選手 池田　麻貴 22 九州大学

〃 二分　陽子 36 佐川急便㈱

特別競技
高等学校野球

軟式　監督１名　責任教師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 岡本　浩二 53 広島新庄高等学校（教）

責任教師 寺部　成則 50 広島新庄高等学校（教）
選手 寺部　　有 17 広島新庄高等学校
〃 金山　晃士 17 　　　〃
〃 洲濱　公輝 17 　　　〃
〃 鈴木　拓眞 18 　　　〃
〃 中原　秀斗 17 　　　〃
〃 下森　太生 15 　　　〃
〃 村上誠一郎 16 　　　〃
〃 佐々木友透 17 　　　〃
〃 水重　　陸 18 　　　〃
〃 高田　一鉄 17 　　　〃
〃 岩本　歩生 17 　　　〃
〃 竹邊　佑朔 18 　　　〃
〃 頼政　　空 17 　　　〃
〃 栗栖　翔太 16 　　　〃
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