
 

 

 

 
 

第 77 回国民体育大会 
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       公益財団法人 広島県スポーツ協会 







本部役員　　　　　　２８名

区分 氏　名 備　　考

団長 苅田　知英

副団長 重野　陽一 広島県スポーツ少年団本部長

総監督 小寺　　洋

総務 河野　裕二 競技スポーツ担当

〃 堂本ひさ美 県民スポーツ担当

〃 田村　洋二 生涯スポーツ担当

〃 眞藤　邦彦 指導者養成委員長

〃 下村　英士 強化副委員長

〃 三浦　秀行 指導者養成副委員長

〃 大野　貴嗣 総務副委員長

〃 木村　文子 企画副委員長

〃 金澤　　宏

〃 小林　和之

〃 田口　新也 広島県スポーツ推進課長

〃 平田　　篤 広島県高等学校体育連盟理事長

〃 三島　直己 広島県中学校体育連盟理事長

〃 大信　寿洋 広島県高等学校体育連盟事務局長

〃 林　　智子 広島県スポーツ推進課競技スポーツ推進ＧＬ

〃 渡邊　悦久 広島県スポーツ推進課主査

〃 志村　　祐 　　　〃

〃 岩﨑　耕世 　　　〃

〃 田村　浩成 広島県スポーツ推進課主任

〃 山本　武雄

〃 谷本　　光

顧問 玉井　優子

〃 林　　正夫

〃 鶴　　　衛

〃 大野　　徹

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　理事

所属・役職等

（公財）広島県スポーツ協会　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

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　理事

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　理事

　　　　〃　                          事務局次長

　　　　〃　　　　　　　指導者養成副委員長

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　事務局長

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　評議員

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　評議員

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　評議員

　　　　〃　　　　　指導者養成委員会委員

　　　　〃　　　　　　 総務委員会副委員長

     〃　         強化委員会委員

　　　　〃　                   強化委員会委員

　　　　〃　                   強化委員会委員

　　　　〃　                   強化委員会委員

　　　　〃　                          主事

広島県副知事

(公財)広島県スポーツ協会顧問

　　〃　　　　　　　評議員

　　〃　　　　　　　顧問
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陸上

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考

監督 松谷　清志 53 広島県立広島皆実高等学校（教）

〃 佐々木道徳 51 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 山口　純平 20 福岡大学 100ｍ、ﾘﾚｰ

〃 村上　瑛希 20 広島経済大学 300ｍ、ﾘﾚｰ

〃 高山　峻野 28 ゼンリン 100ｍＨ

〃 安立　雄斗 21 福岡大学 走幅跳、三段跳、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 福部　真子 26 日本建設工業 100ｍ、ﾘﾚｰ

〃 池崎　愛里 24 ダイソー 800ｍ、300ｍ、ﾘﾚｰ

〃 神田　菜摘 24 福岡大学クラブ 走高跳

〃 村上　碧海 18 日本体育大学 やり投

〃 勝冶　玲海 21 九州共立大学 ハンマー投

少年男子　　　　　　選手１０名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考

選手 児玉　成輝 17 広島県立沼田高等学校 Ａ100ｍ、走幅跳、ﾘﾚｰ

〃 山下　壮太 18 広島県立神辺旭高等学校 Ａ300ｍ、ﾘﾚｰ

〃 村上　　響 18 広島県立世羅高等学校 Ａ5000ｍ

〃 伊藤　大輔 17 近畿大学附属広島高等学校東広島校 Ａ棒高跳

〃 尾濱　太陽 17 広島県立西条農業高等学校 Ａハンマー投

〃 向津　　翼 15 広島県立世羅高等学校 Ｂ3000ｍ

〃 相星　周汰 16 広島県立広島皆実高等学校 Ｂ110ｍＨ、ﾘﾚｰ

〃 平井　貴士 16 広島県立西条農業高等学校 Ｂ円盤投

〃 山崎　　翼 15 広島市立安西中学校 Ｂ100ｍ、ﾘﾚｰ

〃 髙橋　　然 15 尾道市立高西中学校 Ｂ走幅跳、ﾘﾚｰ

少年女子　　　　　　選手１０名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考

選手 堂前　咲希 17 広島県立神辺旭高等学校 Ａ100ｍ、ﾘﾚｰ

〃 江原美月優 17 　　〃 Ａ300ｍ、ﾘﾚｰ

〃 有光　葉月 18 広島県立広島皆実高等学校 Ａ800ｍ

〃 前迫　真希 18 広島県立西条農業高等学校 Ａ3000ｍ

〃 綾目ひなの 16 広島県立神辺旭高等学校 Ａ100ｍＨ、共通走幅跳、ﾘﾚｰ

〃 森脇　叶美 18 　　〃 Ａ300ｍＨ、ﾘﾚｰ

〃 網本　玲菜 17 広島県立宮島工業高等学校 Ａやり投

〃 迫田　明華 16 広島県立西条農業高等学校 Ｂ円盤投

〃 松本　真奈 14 広島市立古田中学校 Ｂ100ｍ、ﾘﾚｰ

〃 竹堂ゆうみ 15 福山市立神辺西中学校 Ｂ100ｍＨ、ﾘﾚｰ

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 甲田　大二 37 広島県立広島工業高等学校（教）

選手 澤田　隼佑 16 広島県立吉田高等学校

〃 大上免　嵐 16 　　〃

〃 小谷　楓河 16 　　〃

〃 鵜飼　大翔 16 　　〃

〃 橋本　日向 16 　　〃

監督　　　　　　　　　　２名
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〃 井上　　証 16 　　〃

〃 長村　星波 15 広島県瀬戸内高等学校

〃 廣重　壮真 16 広島県立吉田高等学校

〃 井上　愛簾 16 　　〃

〃 森山眞那斗 15 山陽高等学校

〃 桝谷　歩希 15 広島県立吉田高等学校

〃 青井優太朗 16 　　〃

〃 山本　寛太 16 広島県瀬戸内高等学校

〃 吉田　唯人 16 　　〃

〃 竹廣　凌介 16 広島県立広島皆実高等学校

〃 松本　大輝 16 広島県瀬戸内高等学校

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 48 広島文化学園大学（教） 成年女子監督兼務

選手 山﨑　義孝 26 西条ロイヤルTC

〃 巽　　勇人 27 広島文化学園大学

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 石井あづさ 25 C's RACQET CLUB

〃 小林　瑞歩 28 日本郵政

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 井上　　靖 49 （有）やすいそ庭球部 少年女子監督兼務

選手 大下　翔希 17 広島みらい創生高等学校

〃 窪田　晃大 17 広島国際学院高等学校

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 井上　季子 15 山陽女学園高等部

〃 上野　梨咲 15 　　〃

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 高垣　力也 49 太田川BC 少年男女監督兼務

選手 都留　綾馬 19 広島大学 ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ

〃 鈴木　亮真 21 　〃 　　〃

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 砂場　大和 18 福山ボートクラブ ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ

少年女子　　　　　　選手１名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考

選手 ベタニオ　チェリー 17 広島県立宮島工業高校 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 的場　斐那 24 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

選手 中村　瑛香 26 　　　〃

〃 藤林　千子 26 　　　〃

〃 錦織　えみ 29 　　　〃
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〃 田村　綾菜 24 　　　〃

〃 松本　夏波 27 　　　〃

〃 尾本　桜子 24 　　　〃

〃 松　　郁実 24 　　　〃

〃 浅井　悠由 26 　　　〃

〃 森　　花音 26 　　　〃

〃 中込　紅莉 22 　　　〃

〃 小早川志穂 23 　　　〃

〃 浦田　果菜 23 　　　〃

〃 沖原　佳乃 25 　　　〃

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 65 広陵高等学校（教）

選手 田村　拓実 23 （株）大野石油店 ﾌﾗｲ級

〃 安田　聖典 21 日本大学 ﾊﾞﾝﾀﾑ級

〃 梶原　　嵐 19 東洋大学 ﾗｲﾄ級

〃 黒田丈二朗 20 東洋大学 ﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ級

〃 黒田虎之介 26 T&T　WAMサポート（株） ｳｪﾙﾀｰ級

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 信本　　巌 41 崇徳高等学校（教）

〃 丸亀　恭敬 59 NPO法人グロービー ｾｺﾝﾄﾞ

選手 吉田　太雅 16 崇徳高等学校 ﾋﾟﾝ級

〃 大野　陽輝 17 　　〃 ﾌﾗｲ級

〃 久野　雷嚴 18 　　〃 ﾊﾞﾝﾀﾑ級

〃 宮崎　　栞 18 　　〃 ﾗｲﾄ級

〃 原田　開地 18 　　〃 ﾐﾄﾞﾙ級

バレーボール

成年女子６人制　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 鈴木　　輝 32 大野石油広島ｵｲﾗｰｽﾞ

選手 土岡　真央 23 　　　〃

〃 坂口　莉乃 24 　　　〃

〃 増田　美久 23 　　　〃

〃 伴　　千尋 23 　　　〃

〃 浦井きらり 22 　　　〃

〃 川瀬ちあき 24 　　　〃

〃 中西　杏実 23 　　　〃

〃 佐藤萌々華 22 　　　〃

〃 足袋井愉環 20 　　　〃

〃 牛頭　七海 24 　　　〃

〃 川下　真子 21 岐阜共立大学

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 本多　　洋 51 崇徳高等学校(教）

選手 岡野　豊生 18 崇徳高等学校

〃 大内　春翔 17 　　〃

〃 脇田孝太郎 18 　　〃

〃 下向井悠辰 17 　　〃
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〃 福嶋　彰人 17 　　〃

〃 品川　優斗 17 　　〃

〃 西　蓮太朗 17 　　〃

〃 小田　峻平 17 　　〃

〃 田中　翔太 17 　　〃

〃 栗川　　心 18 　　〃

〃 其田竣太郎 17 　　〃

〃 小金　泰平 16 　　〃

バスケットボール

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 小松　広道 43 広島県立広島観音高等学校（教）

選手 時永　　琴 15 広島県立広島商業高等学校

〃 仲山　志希 16 清水ヶ丘高校

〃 尾上ひなた 16 広島県立広島観音高等学校

〃 宇都宮瞳月 15 広島県立広島商業高等学校

〃 川口　空夏 16 広島県立広島皆実高等学校

〃 見影美優亜 15 広島県立広島観音高等学校

〃 酒井　結衣 16 　　　〃

〃 銭谷　花菜 16 広島県立広島皆実高等学校

〃 小川　　葵 16 広島県立広島商業高等学校

〃 松前れいな 16 広島県立広島皆実高等学校

〃 前田　楓奈 15 広島県立広島観音高等学校

〃 藤川　凛里 16 広島県立広島皆実高等学校

レスリング

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 中森　昭平 57 広島県立賀茂高等学校（教） 女子監督兼務

選手 義田　省悟 22 周南公立大学 フリー61kg

〃 谷川　光星 19 　　〃 フリー74kg

〃 河名真偉斗 22 自衛隊体育学校 グレコ60kg

〃 向井　識起 22 　　〃 グレコ87kg

〃 坂野　修平 30 （株）TSSプロダクション グレコ97kg

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 寺川　和月 15 広島県立賀茂高等学校 フリー 53kg

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 29 三次市立三次中学校・高等学校（教）

選手 藤田　貫佑 16 広島県立舟入高等学校 フリー65kg

〃 笠井　悠生 17 広島県立広島国泰寺高等学校 フリー71kg

〃 木村　育夢 16 　　〃 フリー80kg

〃 中本　勝幸 18 広島県立賀茂高校 フリー125kg

〃 高橋　駿翠 16 　　〃 グレコ51kg

〃 宮﨑　幸汰 16 三次市立三次中学校・高等学校 グレコ55kg

〃 俵　　風五 15 広島県立賀茂高等学校 グレコ92kg
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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 50 ㈱砂原組 成年監督

選手 佐藤　誠記 38 三親電材㈱ 国体ウインドサーフィン級

〃 髙橋　神風 29 マツダ㈱ 470級

〃 三宅　正人 25 広島大学大学院 470級

〃 前田　博志 54 マツダ㈱ レーザー級

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 淺田　愛子 36 広島県セーリング連盟 セーリングスピリッツ級

〃 村瀬　海里 26 大日本印刷㈱ セーリングスピリッツ級

〃 濵田　華帆 31 福山市役所 レーザーラジアル級

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 坂本　　亘 43 広島県立広島国泰寺高等学校（教） 少年監督

選手 向井真太郎 17 広島学院高等学校 420級

〃 北　　有能 16 広島なぎさ高等学校 420級

〃 豊澄　成光 15 　　〃 レーザーラジアル級

少年女子　　　　　　選手１名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考

選手 後藤うらら 15 ノートルダム清心高等学校 レーザーラジアル級

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 63 広島県立戸手高等学校（教） 少年男子監督兼務

選手 高盛　大輔 36 広島県立沼隈特別支援学校（教） 55㎏級

〃 中山　大一 19 金沢学院大学 67㎏級

〃 瀬分　隆生 30 広島アルミニウム工業（株） 73㎏級

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 川上　　穣 18 広島県立戸手高等学校 67㎏級

〃 河村　智稀 17 　　〃 73㎏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 50 湧永製薬㈱

選手 楢山　修平 26 　　〃

〃 助安　功成 28 　　〃

〃 中村　仁宣 22 　　〃

〃 後藤　　悟 26 　　〃

〃 磯田　健太 23 　　〃

〃 山﨑　洸平 23 　　〃

〃 川上　勝太 24 　　〃

〃 利光　克仁 25 　　〃

〃 福本　吉伸 24 　　〃

〃 稲毛　隆人 30 　　〃

〃 矢田　路人 29 　　〃

〃 原口　宙輝 23 　　〃
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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 53 ㈱イズミ

選手 山本　春花 23 　　〃

〃 辻　菜乃香 23 　　〃

〃 石川　紗衣 27 　　〃

〃 秋山　静香 24 　　〃

〃 中西麻由香 26 　　〃

〃 南　夏津美 24 　　〃

〃 石川　莉子 23 　　〃

〃 斗米　菜月 26 　　〃

〃 三橋　未来 26 　　〃

〃 安藤かよこ 24 　　〃

〃 高木　奈央 22 　　〃

〃 榎　　和奏 24 　　〃

自転車

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 吉本　哲郎 43 （一社）日本競輪選手会　広島支部

選手 新井　敬太 19 日本大学 ＫＭ、ＴＰ

〃 田村　一暉 18 京都産業大学 ＫＥ、ＴＳ、ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

〃 伊藤　涼介 21 朝日大学 ＳＰ、ＴＳ

〃 松原　颯祐 21 日本体育大学 ＰＲ、ＴＰ、ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

〃 塩出　皓成 19 順天堂大学 ＳＨ、ＴＰ

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 中原　恭恵 36 東光造園（株） ＳＨ、ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

少年男子　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 岸川健太郎 34 広島市立広島工業高等学校（教）

選手 大室　　佑 18 崇徳高等学校 ＫＭ、ＴＰ、ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

〃 谷口慶志郎 18 　　〃 ＫＥ、ＴＳ

〃 森田　叶夢 17 　　〃 ＰＲ、ＴＰ

〃 天野　裕太 17 広島城北高等学校 ＳＨ、ＴＳ、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 39 NTTビジネスソリューションズ

選手 長江　光一 34 　　　〃

〃 内本　隆文 24 　　　〃

〃 内田　理久 24 NTTフィールドテクノ

〃 上松　俊貴 24 NTTビジネスソリューションズ

〃 広岡　　宙 23 　　　〃

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 50 NTTビジネスソリューションズ

選手 濱島　怜奈 19 國學院大學

〃 浅見今日子 20 関西大学

〃 尾上　胡桃 25 日体桜友会

〃 岡本優希乃 26 日本基準寝具（株）
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〃 又江　　凛 18 　　　〃

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 46 尾道高等学校（教）

選手 竹之内陵平 17 広島翔洋高等学校

〃 高本　和昌 17 　　　〃

〃 平川　史恩 17 　　　〃

〃 大神　晃世 18 　　　〃

〃 工藤　祐輝 18 清水ヶ丘高等学校

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 清住　克也 58 広島新庄高等学校（教）

選手 佐藤　心美 17 広島翔洋高等学校

〃 杉本　　希 17 　　　〃

〃 石田　　蓮 17 　　　〃

〃 宮前　季帆 16 　　　〃

〃 田畑　　蘭 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 飯村　敏文 50 ヒロタクスポーツ

選手 村上　莉羽 22 瀬戸内スチール（株）

〃 船本　将志 26 日野自動車（株）

〃 木村　飛翔 19 駒沢大学

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 和田　圭輔 33 中国電力（株）

選手 成本　綾海 27 　　〃

〃 木村　光歩 22 　　〃

〃 青木　優佳 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 中島　健太 39 進徳女子高等学校（教）

選手 東川　陽菜 18 進徳女子高等学校

〃 工藤　真桜 16 　　〃

〃 藤原　　優 18 　　〃

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 小原　幸一 48 三井金属鉱業（株）竹原製煉所

選手 井川　卓矢 27 　　　〃

〃 黒石　啓太 26 　　　〃

〃 福永　悠貴 33 　　　〃

〃 河野　圭亮 33 　　　〃

〃 木村　侑生 24 　　　〃

〃 古比谷　聡 25 　　　〃

〃 枝廣　優太 27 　　　〃

〃 亀澤　友太 36 　　　〃

〃 稲葉　隆太 31 　　　〃

〃 國村　拓巳 26 　　　〃
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〃 福田　将史 26 　　　〃

〃 小阪　一馬 25 　　　〃

〃 縄江　碧飛 19 　　　〃

〃 串畑　壱誠 27 　　　〃

〃 以後　康樹 31 　　　〃

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 谷﨑　雄貴 36 （社福）泰清会サンライズ大池

選手 長尾　光真 33 三井金属鉱業（株）竹原製錬所 先鋒

〃 古田　賢悟 21 日本体育大学 中堅

〃 谷中　　尚 27 （株）JPビジネスサービス 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 谷﨑　大樹 34 広島県立竹原高等学校（教）

選手 政岡　海音 16 広島県立竹原高等学校 先鋒

〃 大歳　　悠 18 　　〃 二陣

〃 甲斐芭瑠真 15 　　〃 中堅

〃 児玉　聖人 17 広島県立豊田高等学校 副将

〃 蜂須賀都斗 15 広島県立竹原高等学校 大将

馬術

成年　　（監督１名）ﾎｰｽﾏﾈｼﾞｬｰ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 佐藤　浩之 46 JB北広島乗馬クラブ 国体大障害飛越競技、トップスコア競技

ﾎｰｽﾏﾈｼﾞｬｰ 眞田　　慎 43 眞田ライディングクラブ

選手 池田　大樹 38 佐伯ホースパーク スピードアンドハンディネス競技

〃 眞田　　凌 28 眞田ライディングクラブ 六段障害飛越競技

〃 佐藤　智美 50 JB北広島乗馬クラブ 二段階障害飛越競技

〃 三好　真紀 52 のぞみ幼稚園 標準障害飛越競技、トップスコア競技

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 18 広島県立佐伯高等学校 標準障害飛越競技、二段階障害飛越競技、リレー競技

〃 坂光　栞奈 17 広島なぎさ高等学校 スピードアンドハンディネス競技、トップスコア競技、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 西尾　亮介 29 広島国税局福山税務署

選手 清胤　慶英 24 自営

〃 堀本　達郎 20 京都産業大学

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 55 広島県警察本部

選手 一面　　護 26 　　〃 先鋒

〃 末木　貴将 27 　　〃 次鋒

〃 宇都宮光樹 30 　　〃 中堅

〃 垣田　恭兵 34 旭化成（株） 副将

〃 一色　勇輝 25 日本中央競馬会 大将
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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 42 広島市立広島特別支援学校（教）

選手 落合　　倖 17 広島市立沼田高等学校 先鋒

〃 檜垣由利奈 24 ティーエスアルフレッサ 次鋒

〃 中川　心路 17 広陵高等学校 中堅

〃 本田　万智 17 広島県立広島皆実高等学校 副将

〃 飯田　紀子 22 龍谷大学 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 52 崇徳高等学校（教）

選手 河本　晏治 17 崇徳高等学校 先鋒

〃 兼藤　栄大 17 　　〃 次鋒

〃 田中竜之介 17 　　〃 中堅

〃 阿河　大和 17 　　〃 副将

〃 高原　健伸 17 　　〃 大将

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 46 府中町役場

選手 新宮　佑哉 30 （株）ヒロエー

〃 藤井　湧真 26 香川県庁

〃 河野　拓真 20 関西学院大学

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 小林　寛哉 33 広島ガス㈱

選手 山藤　千彩 26 　　〃

〃 濱北　もも 25 　　〃

〃 志波　寿奈 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 赤川　雅美 57 安田女子高等学校（教）

選手 宮本　千聖 17 安田女子高等学校

〃 伊瀬　友花 16 　　〃

〃 加藤　夏音 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 50 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

選手 林　　克也 60 広島県立加計高等学校（教） FR3P

〃 森川　清司 38 広島県警察 AP60

〃 中重　　勝 59 　　〃 CFP60、CFP30

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 馬渡由香里 51 東和環境科学（株）　技術センター AR60W、AR60PRW、ARMix

〃 佃　　愛音 26 広島県警察 AP60W

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 辻村　友希 17 広島県立加計高等学校 AR60J

〃 上田　大貴 18 　　〃 BR60J、BRMixJ
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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 棗田　英雄 57 広島県警察 大将

選手 岡本　達弥 21 近畿大学 先鋒

〃 本岡　　侑 28 広島県警察 次鋒

〃 大熊　健司 42 　　〃 中堅

〃 髙島　祐至 46 　　〃 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 岸　　拓実 31 広島県立宮島工業高等学校（教）

選手 前田　　純 40 マツダ（株）

〃 亀井　康平 25 　　〃

〃 中村　悠人 24 　　〃

〃 大内　　錬 23 　　〃

〃 笹岡　海斗 23 　　〃

〃 河野　　翼 27 　　〃

〃 中野　将宏 26 中国電力（株）

〃 河嶋凛太郎 28 　　〃

〃 山口　莉輝 23 　　〃

〃 藤井健太郎 22 　　〃

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 錦織　宏美 51 中国電力ネットワーク（株）

選手 千原　　悠 20 広島修道大学

〃 延近陸空斗 19 倉敷芸術科学大学

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 42 広島化成（株）

選手 大下　賢実 17 広島県立海田高等学校

〃 香川　葉津 16 　　〃

カヌー

監督　　　　　　　　　　２名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考

監督 深田　泰正 53 安芸高田市役所 スラローム、ワイルドウォーター

〃 沖　　千佳 51 広島県立大柿高等学校（教） スプリント

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 22 さめうらカヌーアカデミー スプリントカヤックシングル

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 岡田　宏美 22 慶應義塾大学 スプリントカヤックシングル

〃 平岡　愛香 17 広島県立音戸高等学校 スプリントカナディアンシングル

〃 岡﨑　遥海 24 （株）戸田建設 スラロームカナディアンシングル
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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 51 広島県立賀茂高等学校（教）

選手 堀口　理沙 25 （株）エディオン

〃 22 　　〃

〃 森　帆乃花 18 日本体育大学

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 楠　　陽登 18 広島県立広島工業高等学校

〃 中澤　音羽 16 広島県立佐伯高等学校

〃 大石　真心 17 　　〃

空手道

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 車地　誠子 52 呉市保健所

選手 江藤　良太 21 　　〃 組手軽量級

〃 橋本　達輝 22 近畿大学工学部 組手中量級

〃 新井　　蓮 20 　　〃 組手重量級

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 橋本　歩実 19 関西学院大学 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） 備　　考

選手 上奥　稜馬 17 近畿大学附属広島高等学校福山校 形

〃 寺西　優太 17 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 小池　蓮華 17 広島県立安芸府中高等学校 形

〃 山本　茉歩 17 呉港高等学校 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 川越　鉄也 32 陸上自衛隊海田市駐屯地 中堅

選手 廣山　優貴 26 　　〃 先鋒

〃 野邊　拓巳 31 　　〃 大将

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 山根　園子 48 山根園子税理士事務所

選手 河野　　葵 19 大阪体育大学 先鋒

〃 大上のどか 19 広島女学院大学 中堅

〃 佐藤　心美 20 関西大学 大将

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 伊藤　柚姫 16 広島県立三次高等学校 演技

〃 嘉藤　暖乃 16 広島県立広島国泰寺高等学校 　〃
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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 76 （福山市幕山台）

選手 山本　智哉 21 近畿大学 工学部

〃 井戸　　寛 49 日本郵便（株）　広島中央郵便局

〃 中塩　貴倫 41 第一物産（株）

〃 難波江康雄 54 廣本鉄工所（株）

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 難波江美佐 46 深川医療器（株）

選手 石本　美来 25 JFEスチール（株）西日本製鉄所

〃 細戸　千聖 23 ミスズガーデン（株）ミスズボウル

〃 小川美由希 46 妹尾病院

〃 門田　裕美 56 福山市立山手小学校（教）

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 中塩　博美 52 広島県ボウリング連盟

選手 渡邉　　葵 15 広島大学附属福山中学校

〃 北川　幸希 14 東広島市立西条中学校

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 小川　隆文 71 広島県ゴルフ協会 女子監督兼務

選手 唐下　明徒 20 東北福祉大学

〃 笠原　　瑛 21 中部学院大学

〃 田中　愛士 20 大阪学院大学

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 川端　悠衣 18 広島国際学院高等学校

〃 河邉　りえ 16 広島県瀬戸内高等学校

〃 藤安　真凛 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 有本　雄一 49 (株)アリモト

選手 中本　旺希 15 広島市立段原中学校

〃 岩﨑　大地 18 広島県瀬戸内高等学校

〃 細川　達矢 17 　　〃

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 39 広島県トライアスロン協会

選手 松浦　達也 25 　　〃

〃 岡田　空大 20 同志社大学

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 林　　　香 50 広島県トライアスロン協会

選手 二分　陽子 40 チームエフォーツ

〃 小川　暁子 42 トライスマイル
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