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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 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

〃 佐々木英夫 スポーツ医・科学委員長

〃 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

〃 仁井　恭子 広島県スポーツ推進課長

〃 平田　　篤

〃 福田　吉晴 広島県スポーツ推進課参事

〃 山縣　　透

〃 坊田　祐基 広島県スポーツ推進課競技スポーツ推進ＧＬ

〃 吉松　千穂 広島県スポーツ推進課主査

〃 奥村健太郎 　　　〃

〃 吉岡　智厚 　　　〃

〃 志村　　祐 　　　〃

〃 原田　実季

顧問 田邉　昌彦

〃 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

〃 小川　司徳

〃 鶴　　　衛

　　〃　　　　　　　理事

所属・役職等

(公財)広島県体育協会会長

　　〃　　　　　　　副会長

　　〃　　　　　　　専務理事

　　〃　　　　　　　常務理事

　　〃　　　　　　　常務理事

　　〃　　　　　　　常務理事

　　〃　　　　　　　理事

　　〃　　　　　　　理事

　　〃　　　　　　　参与

　　〃　　　　　　　参与

　　〃　　　　　　　　〃

　　〃　　　　　　　理事

　　〃　　　　　　　理事

　　〃          　　指導者養成副委員長

　　〃　　　　　　　評議員

広島県高等学校体育連盟理事長

(公財)広島県体育協会総務副委員長

　　〃　　　　　　　事務局長

　　〃　　　　　　　強化副委員長

　　〃　　　　　　　強化委員

　　〃　　　　　　　　〃

　　〃　　　　　　　　〃

　　〃　　　　　　　評議員

　　〃　　　　　　　主事

広島県副知事

(公財)広島県体育協会顧問
広島県教育委員会教育長

(公財)広島県体育協会顧問

　　〃　　　　　　　副会長
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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 50 広島県立広島皆実高等学校（教）

〃 佐々木道徳 48 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 松尾　隆雅 21 東洋大学 100ｍ、ﾘﾚｰ

〃 北木　裕太 20 日本体育大学 110ｍＨ、ﾘﾚｰ

〃 西塔　拓己 26 愛知製鋼 10000ｍ競歩

〃 安立　雄斗 18 福岡大学 三段跳、ﾘﾚｰ

〃 道上　雅晃 24 GOLD'S GYM やり投

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 湯淺佳那子 22 日本体育大学 100ｍ、ﾘﾚｰ

〃 神田　菜摘 21 福岡大学 走高跳、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 後藤　達樹 17 崇徳高等学校 Ａ100ｍ、ﾘﾚｰ

〃 石谷　心路 17 広島県立神辺旭高等学校 Ａ400ｍ、ﾘﾚｰ

〃 倉本　玄太 18 広島県立世羅高等学校 Ａ5000ｍ

〃 栗林　隼正 17 広島国際学院高等学校 Ａ400ｍＨ

〃 綾　　大心 16 近畿大学附属広島高等学校東広島校 Ａ棒高跳

〃 乃美　裕介 18 広島県立尾道北高等学校 Ａ走幅跳

〃 迫田　力哉 17 広島県立西条農業高等学校 Ａハンマー投

〃 松重　安真 17 広島市立広島中等教育学校 Ａやり投

〃 八木　優気 17 広島県立広島皆実高等学校 共通110ｍＨ、ﾘﾚｰ

〃 山田　悠斗 17 広陵高等学校 共通三段跳

〃 河野　樹粋 15 呉市立白岳中学校 Ｂ100ｍ、ﾘﾚｰ

〃 森下　翔太 16 広島県立世羅高等学校 Ｂ3000ｍ、ﾘﾚｰ

〃 中村　一達 15 広島県立安古市高等学校 Ｂ砲丸投

少年女子　　　　　　選手９名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考

選手 本多　佑莉 18 広島県立神辺旭高等学校 Ａ100ｍ、走幅跳、ﾘﾚｰ

〃 上田　万葵 17 広島市立舟入高等学校 共通800ｍ、Ａ400m、ﾘﾚｰ

〃 ﾃﾚｼｱ ﾑｯｿｰﾆ 17 広島県立世羅高等学校 Ａ3000ｍ

〃 清水　鈴奈 16 広島県立神辺旭高等学校 Ｂ100ｍ、ﾘﾚｰ

〃 山本　悠理 14 三原市立大和中学校 Ｂ1500ｍ

〃 浅木都紀葉 15 広島県立広島皆実高等学校 Ｂ100ｍＨ、ﾘﾚｰ

〃 岡田　麻奈 16 福山暁の星女子高等学校 Ｂ走幅跳

〃 忰山　　碧 15 広島県立広島皆実高等学校 共通三段跳、ﾘﾚｰ

〃 村上　碧海 15 広島県立西条農業高等学校 共通やり投

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 43 ㈱サンフレッチェ広島

選手 為岡　進悟 16 広島県瀬戸内高等学校

〃 森本　　凜 16 　　　〃

〃 豊田　将大 15 広島県立吉田高等学校

〃 北奥　　蓮 16 　　　〃

〃 藤野　和樹 16 　　　〃

〃 光廣　健利 16 　　　〃

〃 棚田　　遼 16 　　　〃

〃 池田　柚生 16 　　　〃
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〃 山根　留偉 16 如水館高等学校

〃 西村　　岳 16 広島県立吉田高等学校

〃 菅野　翔斗 16 　　　〃

〃 波多野崇史 16 　　　〃

〃 高柳英二郎 16 　　　〃

〃 入江　大雅 16 広島県立広島皆実高等学校

〃 香取　　潤 16 広島県立吉田高等学校

〃 田部　健斗 16 広島県立広島皆実高等学校

テニス

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 武田　守弘 45 広島文化学園大学（教）

選手 蔵田　太洋 16 広島国際学院高等学校

〃 田中謙太朗 18 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 井上　　靖 46 やすいそ庭球部

選手 丸古　陽女 16 山陽女学園高等部

〃 松井　志乃 18 広島県立福山葦陽高等学校

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 森下　俊裕 54 マツダ㈱ 少年男子監督兼務

選手 佐伯　真博 20 東京経済大学 ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ

〃 嘉屋　春樹 20 日本大学 　　〃

成年女子　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 河本　真志 25 マツダE&T㈱

選手 井上　　茜 19 ㈱ムロホ 舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ

選手 城塚　彩弓 28 ㈱ﾄｯﾊﾟﾝｸﾞﾗﾌｨｯｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ

選手 北村ひかり 28 ㈱ヒスイ 舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ

選手 山城　真優 22 廿日市いちご保育園　佐方 舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ

選手 大江　羅夢 25 広島市立伴中学校（教） 舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ

選手 信本日菜子 22 広島国際大学 舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ

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 向井　泰生 18 広島県立宮島工業高等学校 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 33 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

選手 中村　瑛香 23 　　　〃

〃 錦織　えみ 26 　　　〃

〃 森　　花音 23 　　　〃

〃 浅井　悠由 23 　　　〃

〃 山田　明季 26 　　　〃

〃 金藤　祥子 26 　　　〃

〃 三橋　亜記 30 　　　〃

〃 藤井　美沙 26 　　　〃

〃 河村　元美 23 　　　〃

〃 湯田　葉月 30 　　　〃

〃 松本　夏波 24 　　　〃
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〃 田中　泉樹 27 　　　〃

〃 山下　彰子 31 　　　〃

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 62 広陵高等学校（教）

選手 増田　　陸 22 立教大学 ﾌﾗｲ級

〃 井上　慈元 22 慶応義塾大学 ﾊﾞﾝﾀﾑ級

〃 田村　勇人 33 大竹ボクシングクラブ ﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ級

〃 原田　直樹 23 自衛隊体育学校 ｳｪﾙﾀｰ級

〃 坂本　拓海 21 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 松尾　耕司 55 崇徳高等学校（教）

選手 新本　亜也 32 ㈲美づ葉 ﾌﾗｲ級

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 信本　　巌 38 崇徳高等学校（教）

〃 丸亀　恭敬 55 NPO法人グロービー ｾｺﾝﾄﾞ

選手 梶原　　嵐 16 崇徳高等学校 ﾌﾗｲ級

〃 保坂　瑞紀 18 　　〃 ﾊﾞﾝﾀﾑ級

〃 松本　雷樹 16 　　〃 ﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ級

〃 黒田丈二朗 17 　　〃 ｳｪﾙﾀｰ級

〃 山根　大輝 16 広陵高等学校 ﾐﾄﾞﾙ級

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 35 日本たばこ産業㈱

選手 久原　大輝 27 　　　〃

〃 金子　聖輝 21 　　　〃

〃 熊倉　　允 23 　　　〃

〃 武智　洸史 23 　　　〃

〃 井上慎一朗 24 　　　〃

〃 ﾛｼﾞｬｰｽﾞ海 25 　　　〃

〃 八子　大輔 30 　　　〃

〃 中島　健太 28 　　　〃

〃 吉岡　光大 27 　　　〃

〃 安永　拓弥 29 　　　〃

〃 唐川　大志 27 　　　〃

〃 合田　心平 27 　　　〃

成年女子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 鈴木　　輝 29 大野石油広島ｵｲﾗｰｽﾞ

選手 北川　海育 25 　　　〃

〃 大西　真咲 19 　　　〃

〃 磯部　成里 26 　　　〃

〃 長谷川侑南 24 　　　〃

〃 吉本　梓穂 23 　　　〃

〃 佐藤　愛美 22 　　　〃

〃 山内佑里子 27 　　　〃

〃 伊藤　愛華 19 　　　〃

〃 西田　智美 23 　　　〃

〃 斉藤　有香 19 　　　〃

6



〃 三井　梨愛 19 　　　〃

〃 土岡　真央 20 　　　〃

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 46 盈進高等学校（教）

選手 平山　健太 17 崇徳高等学校

〃 花井　俊輔 18 広島県瀬戸内高等学校

〃 安原　　大 18 広島工業大学高等学校

〃 平田　陽大 18 崇徳高等学校

〃 森川　義久 18 　　　〃

〃 岡野　健生 18 　　　〃

〃 和島　滉貴 18 　　　〃

〃 髙木啓士郎 18 　　　〃

〃 箕本　修斗 17 　　　〃

〃 平田　和聖 17 　　　〃

〃 黒川　竜星 17 　　　〃

〃 藤井颯一朗 17 盈進高等学校

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 50 広島市立沼田高等学校（教）

選手 加藤　清花 17 進徳女子高等学校

〃 閑田　千尋 17 広島市立沼田高等学校

〃 植田なつみ 18 進徳女子高等学校

〃 瀧口　莉乃 18 広島市立沼田高等学校

〃 篠原　美咲 18 進徳女子高等学校

〃 笠原　愛菜 17 広島市立沼田高等学校

〃 阿羅田安莉 17 　　　〃

〃 服部　芽衣 18 進徳女子高等学校

〃 門田　湖都 17 広島桜が丘高等学校

〃 光広のぞみ 15 安田女子高等学校

〃 増元　奎京 18 広島市立沼田高等学校

〃 宮田　　杏 17 進徳女子高等学校

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 藤谷　健司 47 ㈱槇原プロパン商会 女子監督兼務

選手 義田　省悟 19 徳山大学 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ61㎏

〃 柏田　直紀 24 広島県警察 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ65㎏

〃 山中　　彬 20 中央大学 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ125㎏

〃 河名真偉斗 19 専修大学 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ60㎏

〃 向井　識起 19 自衛隊体育学校 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ87㎏

〃 坂野　修平 27 ㈱TSSプロダクション ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ97㎏

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 藤田　侑志 26 広島県立賀茂高等学校（教）

選手 大田　　空 16 広島県立賀茂高等学校 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ51㎏

〃 岡田　健瑠 18 広島国際学院高等学校 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ55㎏

〃 大畑　建斗 15 広島県立賀茂高等学校 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ65㎏

〃 河崎　巧実 18 広島国際学院高等学校 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ80㎏

〃 重政　優志 17 広島県立三次高等学校 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ60㎏

〃 和田　　聡 17 　　　〃 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ71㎏

〃 原　　悠真 16 広島県立賀茂高等学校 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ125㎏
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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 持田　真希 21 国士舘大学 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ53㎏

選手 神田麻梨乃 26 ㈱クリエイト ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ62㎏

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 51 マツダ㈱ 成年監督

選手 髙﨑　神風 26 マツダ㈱ 470級

〃 岩井　　陸 22 九州大学大学院 470級

〃 豊島以知朗 20 マツダ㈱ ﾚｰｻﾞｰ級

〃 佐藤　誠記 35 三親電材㈱ 国体ｳｲﾝﾄﾞｻｰﾌｨﾝ級

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 高橋　友里 33 マツダ㈱ ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級

〃 田村　愛子 33 ㈱広島銀行 　　〃

〃 濵田　華帆 28 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 47 ㈱砂原組 少年監督

選手 村上　真輝 18 広島県立広島国泰寺高等学校 420級

〃 田原進之助 16 　　　〃 　〃

〃 豊島　有壮 15 広島なぎさ中学校 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 17 広島県立広島国泰寺高等学校 420級

〃 橋本　歩波 17 広島市立広島中等教育学校 　〃

〃 吉川野乃香 18 広島県立可部高等学校 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 60 広島県立戸手高等学校（教） 少年男子監督兼務

選手 杉内　　稔 35 ㈲金子石材店 67㎏級

〃 松本　良則 36 ｼｬｲｱｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 81㎏級

〃 高盛　大輔 33 広島県立福山北特別支援学校（教） 55㎏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 中村　亮介 17 広島県立戸手高等学校 73㎏級

〃 中山　大一 16 　　　〃 61㎏級

〃 桒田　涼佑 16 　　　〃 55㎏級

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 杉山　裕一 47 湧永製薬㈱

選手 荻原　良太 28 　　　〃

〃 谷村　遼太 33 　　　〃

〃 西田　祐輝 23 　　　〃

〃 矢田　路人 26 　　　〃

〃 成田　幸平 30 　　　〃

〃 樋川　　卓 23 　　　〃

〃 仁平　昌利 31 　　　〃

〃 小賀野龍也 31 　　　〃
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〃 野村　浩輝 29 　　　〃

〃 中浦　成崇 31 　　　〃

〃 助安　功成 25 　　　〃

〃 伊藤浩太郎 29 　　　〃

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 中山　　剛 50 ㈱イズミテクノ

選手 板野　　陽 26 ㈱イズミ

〃 角屋　里帆 28 　　　〃

〃 石川　紗衣 24 　　　〃

〃 門谷　　舞 28 ㈱ゆめカード

〃 眞継　麻礼 26 　　　〃

〃 田渕　美沙 19 ㈱イズミ

〃 三橋　未来 23 　　　〃

〃 近藤　万春 23 　　　〃

〃 斗米　菜月 23 　　　〃

〃 村松　沙耶 22 　　　〃

〃 井内　理絵 20 　　　〃

〃 中村　桃子 24 ㈱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 46 ㈱ヒロテック

選手 河賀　雄大 27 復建調査設計㈱ ＳＨ、ＴＰ、ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

〃 中村　圭佑 21 鹿屋体育大学 ＫＥ、ＴＰ、ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

〃 黒瀬浩太郎 19 　　　〃 ＫＭ、ＴＳ

〃 島津　尚弥 19 関西大学 ＰＲ、ＴＰ

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 唐見実世子 45 弱虫ﾍﾟﾀﾞﾙｻｲｸﾘﾝｸﾞﾁｰﾑ ＫＥ、ＴＳ、ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

〃 中里　友香 39 ㈱シーメイト 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 31 広島市立広島工業高等学校（教）

選手 白井優太朗 18 崇徳高等学校 ＳＰ、ＴＳ

〃 黒瀬　亮介 17 　　　〃 ＫＥ、ＴＰ、ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

〃 石田　大貴 17 　　　〃 ＫＭ、ＴＳ

〃 綿本　隼人 17 　　　〃 ＳＨ、ＴＳ

〃 流出　武蔵 16 広島市立広島工業高等学校 ＰＲ、ＴＰ、ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

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 36 NTTﾋﾞｼﾞﾈｽｱｿｼｴ西日本中国支店

選手 長江　光一 31 　　　〃

〃 丸中　大明 26 NTTﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｸﾉ中国支店

〃 船水　雄太 25 NTTﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｱｸﾄ中国支店

〃 広岡　　宙 20 NTTﾋﾞｼﾞﾈｽｱｿｼｴ西日本中国支店

〃 林　湧太郎 18 　　　〃
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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 47 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 22 (一財)どんぐり財団

〃 半谷　美咲 24 ㈱亀の家　アザレア千代田

〃 尾上　胡桃 22 日体桜友会

〃 田辺　恵理 22 (一財)どんぐり財団

〃 森本　彩鼓 19 立教大学

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 58 広島修道大学ひろしま協創高等学校（教）

選手 浅見今日子 17 広島修道大学ひろしま協創高等学校

〃 武市明香里 17 　　〃

〃 内潟　侑杏 16 　　〃

〃 濱島　怜奈 16 　　〃

〃 箱崎　愁里 17 清水ヶ丘高等学校

卓球

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 57 中国電力㈱

選手 宋　　恵佳 24 　　〃

〃 成本　綾海 24 　　〃

〃 庄司　有貴 24 　　〃

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 36 進徳女子高等学校（教）

選手 泉田　朱音 18 進徳女子高等学校

〃 大西　友佳 16 　　〃

〃 立川　朋佳 15 　　〃

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 浦瀬　彰太 37 福山市役所

選手 西山　直毅 34 　　　〃

〃 西田　　昇 26 　　　〃

〃 井野川貴大 28 　　　〃

〃 石田　勇馬 26 　　　〃

〃 矢野　　勇 30 　　　〃

〃 中谷　好強 30 　　　〃

〃 濵垣　忠士 32 　　　〃

〃 永原　辰典 31 　　　〃

〃 徳永　和生 28 　　　〃

〃 土肥　耕陽 25 　　　〃

〃 西田　　晟 23 　　　〃

〃 辻駒　祐太 25 　　　〃

〃 力田　洋平 25 広島ガス㈱

〃 妻鹿　　聖 24 福山市役所

〃 水戸川太一 29 　　　〃

10



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 54 中国四国農政局

選手 田原　勇也 24 ㈱中国工業開発 先鋒

〃 谷中　　尚 24 ㈱JPビジネスサービス 中堅

〃 村松　裕介 25 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 57 広島県立竹原高等学校（教）

選手 進藤　冬椰 17 広島県立竹原高等学校 中堅

〃 古田　秀也 16 　　　〃 先鋒

〃 堂免　海斗 15 尾道高等学校 二陣

〃 岡下　秀虎 16 広島県立竹原高等学校 副将

〃 松本　真幸 15 　　　〃 大将

馬術

成年　　（監督１名）ﾎｰｽﾏﾈｼﾞｬｰ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 佐藤　浩之 43 ㈱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

ﾎｰｽﾏﾈｼﾞｬｰ 眞田　　慎 40 眞田ライディングクラブ

選手 成瀬亜紀子 39 エンゼル乗馬クラブ 標準障害飛越競技

〃 佐藤　智美 47 ㈱ＪＢ北広島乗馬クラブ ﾄｯﾌﾟｽｺｱ競技

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 眞田　　翔 15 廿日市市立佐伯中学校 ｽﾋﾟｰﾄﾞｱﾝﾄﾞﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ競技、二段階障害飛越競技､団体障害飛越競技

〃 坂光　栞奈 14 広島なぎさ中学校 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 西尾　亮介 26 広島国税局

選手 谷本　静哉 24 ㈱もみじ銀行府中支店

〃 清胤　慶英 21 龍谷大学

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 岡本　浩典 51 広島県警察

選手 一面　　護 23 　　　〃 先鋒

〃 小野　　翼 24 　　　〃 次鋒

〃 野々内悠真 24 京葉瓦斯㈱ 中堅

〃 田中　　亮 31 広島拘置所 副将

〃 香川　大吾 22 ALSOK 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 39 広陵高等学校（教）

選手 門出　七海 18 広島県立広島皆実高等学校 先鋒

〃 島谷　真央 21 広島大学 次鋒

〃 本田　詩乃 18 広島県立広島皆実高等学校 中堅

〃 神田舞里花 16 　　　〃 副将

〃 八巻　衣音 17 広陵高等学校 大将
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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 43 広島県立御調高等学校(教)

選手 中辻　尽志 18 広島県立御調高等学校

〃 藤原　琢磨 18 　　　〃

〃 沖野　祐弥 17 　　　〃

〃 桒田　和佳 18 　　　〃

〃 久保凜太朗 17 　　　〃

〃 樋本　康生 17 　　　〃

〃 住田　新太 18 　　　〃

〃 田尾　哲哉 18 　　　〃

〃 岡田　瑠依 17 　　　〃

〃 大前　翔夢 16 　　　〃

〃 延安　正夏 17 　　　〃

〃 沖野　翔也 16 　　　〃

〃 吉岡　慧悟 16 　　　〃

少年女子　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 中野　久美 35 安田女子高等学校（教）

選手 東　ひかる 17 清水ケ丘高等学校

〃 香山　なな 18 　　　〃

〃 塚原　菜摘 18 安田女子高等学校

〃 片岡　葉月 17 　　　〃

〃 成東　瑞稀 18 　　　〃

〃 竹光久莉寿 17 清水ケ丘高等学校

〃 阿曽　桃子 17 安田女子高等学校

〃 原田　実優 18 　　　〃

〃 木下　華恋 17 清水ケ丘高等学校

〃 石井　花姫 17 　　　〃

〃 柏木　みく 17 安田女子高等学校

〃 右田　涼夏 17 清水ケ丘高等学校

〃 岩田　姫青 18 　　　〃

バドミントン

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 36 広島ガス㈱

選手 下田菜都美 26 　　〃

〃 平井　亜紀 27 　　〃

〃 濱北　もも 22 　　〃

弓道

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 中路　詔二 76 呉市弓道連盟 成年女子監督兼務

選手 岡本　雅生 61 ㈱ちゅピCOMふれあい

〃 田中　晋平 47 広島大学総合科学部（教）

〃 原口　和樹 21 マツダ㈱

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 片山真由子 43 福山市弓道連盟

〃 大野　　梢 35 ㈱白ゆり

〃 井上亜紀子 45 ㈱フジイ機械製作所
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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 47 ㈱ドコモＣＳ中国

選手 林　　克也 57 広島県立加計高等学校（教） FR3×40

〃 庄野　静真 20 比治山大学 AR60、AR60PR

〃 中重　　勝 56 広島県警察 AP60

〃 藤井　将太 31 　　〃 CFP60、CFP30

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 中重　美和 49 広島県ﾗｲﾌﾙ射撃協会 R3×40、R60PR

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 栗栖　優希 17 広島県立加計高等学校 AR60J

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 林　　茜里 16 広島市立舟入高等学校 AR60WJ

〃 玉置　琉羽 17 広島県立加計高等学校 BR60WJ、BR30WJ

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 57 広島拘置所 大将

選手 福居　義久 22 国士舘大学 先鋒

〃 岡田　拓朗 31 広島県警察 次鋒

〃 有場　賢輔 38 広島拘置所 中堅

〃 杉山　　彰 50 広島県警察 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 49 中国電力㈱

選手 脇坂　亮平 34 マツダ㈱

〃 那須　洋人 33 　　　〃

〃 立木　　諒 31 　　　〃

〃 北島　遙生 24 　　　〃

〃 南　　宗成 27 　　　〃

〃 畑中　啓吾 28 中国電力㈱

〃 黒川　勝平 31 　　　〃

〃 岩永健太郎 24 　　　〃

〃 清原　佑成 30 ㈱テイルズケア

〃 前田　　純 37 マツダ㈱

スポーツクライミング

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 61 (一社)広島県山岳・スポーツクライミング連盟

選手 中峠　勝貴 22 広成建設㈱

〃 錦織　瀬奈 23 東京海上日動火災㈱

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 48 中国電力㈱

選手 錦織　美里 20 県立広島大学

〃 山下　真由 22 日本体育大学
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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 39 広島化成㈱

選手 延近陸空斗 16 広島県立福山葦陽高等学校

〃 田坂　桔平 14 府中町立府中緑ヶ丘中学校

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 沖　　千佳 48 広島県立音戸高等学校（教）

成年男子　　　　　　選手２名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考

選手 小又　明良 22 自衛隊体育学校 ｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ

選手 有村　啓吾 21 海上保安大学校 ｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ

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 奥新　由惟 23 大竹市立大竹小学校（教） ｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ

選手 坪田　　恵 29 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　雅也 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 戸田　敦大 48 広島県立広島工業高等学校（教） 少年男子監督兼務

選手 菊地　栄樹 33 ㈱エディオン

〃 河田　悠希 22 日本体育大学

〃 石津　　優 32 デリカウイング㈱

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 髙坂　幸美 57 ㈲ソフィア

選手 堀口　理沙 22 ㈱エディオン

〃 戸田佳菜子 21 長崎国際大学

〃 樽本　邑里 19 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 15 都立足立新田高等学校 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ

〃 松川　智哉 17 広島県立佐伯高等学校

〃 市林　祥磨 16 広島県立広島工業高等学校

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 51 シモハナ物流㈱

選手 大畠虎太郎 20 近畿大学工学部 形

〃 本田　　光 23 自衛隊体育学校 組手中量級

〃 橋本　達輝 19 近畿大学工学部 組手重量級

〃 髙科　涼太 18 明海大学 組手軽量級

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 若林　美海 19 中京学院大学 組手
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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 新井　　蓮 17 呉港高等学校 組手

選手 大畠勇次郎 18 広島県立海田高等学校 形

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 橋本　歩実 16 呉港高等学校 組手

〃 村田真奈美 17 如水館高等学校 形

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 高杉　清志 66 ㈲オフィスタカスギ

選手 藤井　則行 63 介護福祉サービス㈱

〃 川原　　洋 64 川原歯科クリニック

〃 水木　勝幸 63 （広島市南区）

〃 山下　幸之 56 特別養護老人ホーム府中清和寮

〃 塙　　祐司 53 日本製鋼所

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 永井　弥生 47 広島市立安西中学校（教）

選手 林　里栄子 44 広島県なぎなた連盟 大将

〃 下谷　季生 23 　　　〃 中堅

〃 大上みなみ 19 安田女子大学 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 佐藤　心美 17 広島修道大学ひろしま協創高等学校 演技のみ

〃 吹田　真奈 17 広島文教大学附属高等学校 　〃

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 73 （福山市幕山台）

選手 山本　智哉 18 近畿大学

〃 井戸　　寛 46 日本郵便㈱広島中央郵便局

〃 森本　海成 24 IGL医療福祉専門学校

〃 中塩　貴倫 38 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 64 ＪＦＥプラントエンジ㈱

選手 石本　美来 22 ＪＦＥスチール㈱

〃 細戸　千聖 20 ミスズガーデン㈱ミスズボウル

〃 小川美由希 43 妹尾病院

〃 門田　裕美 53 福山市立山手小学校（教）

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 69 （広島市安芸区）

選手 木原　　陸 18 広島県立三原東高等学校

〃 井上　巧眞 17 如水館高等学校
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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 59 東広島北部学校給食センター

選手 末時　和佳 17 広島市立舟入高等学校

〃 折口愛里沙 18 広島県瀬戸内高等学校

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 39 広陵高等学校（教） 女子監督兼務

選手 吉田　好輝 19 日本大学

〃 金岡　奎吾 19 大阪学院大学

〃 清川　　亨 22 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 薮下　真衣 21 同志社大学

〃 岡本　陽菜 17 広島国際学院高等学校

〃 安保　寿美 14 福山市立城北中学校

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 68 広島県ゴルフ協会

選手 笠原　　瑛 18 広島県瀬戸内高等学校

〃 唐下　明徒 17 　　　〃

〃 田中　愛士 17 広陵高等学校

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 36 トライスマイル

選手 栂野　翔也 20 日本体育大学

〃 松浦　達也 22 (一社)広島県トライアスロン協会

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 林　　　香 47 (一社)広島県トライアスロン協会

選手 二分　陽子 37 チームエフォーツ

〃 中原　恭恵 33 (一社)広島県トライアスロン協会
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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 中河　和也 35 崇徳高等学校（教）

責任教師 樽本　秀幸 47 　　　〃

選手 高井　大輝 17 崇徳高等学校

〃 堀内　優作 17 　　　〃

〃 寺岡　　陸 17 　　　〃

〃 古川　海琉 17 　　　〃

〃 前良　柊弥 17 　　　〃

〃 定井　隆憲 18 　　　〃

〃 大道　奏希 18 　　　〃

〃 中岡　晃希 17 　　　〃

〃 朧谷　英慈 17 　　　〃

〃 沖濱光一朗 18 　　　〃

〃 和西孝太朗 17 　　　〃

〃 髙山　登夢 17 　　　〃

〃 有塲　瑛司 15 　　　〃

〃 尹　　勢炯 16 　　　〃
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