
男子 山陽 （広島） 誠之館 （広島） 三津田 （広島） 岡山南 （岡山） 山口・石黒 （誠之館） 杉本・木本 （山陽） 柏木・松浦 （三津田） 柄沢・外森 （盈進商）

女子 女子商 （広島） 山陽女子 （岡山） 八頭 （鳥取） 柳井 （山口） 山田・右近 （女子商） 角田・中岡 （女子商） 堂坂・島田 （女子商） 重高・森重 （女子商）

男子 山陽 （広島） 盈進商 （広島） 宇部工 （山口） 呉港 （広島） 杉山・木本 （山陽） 松本・藤本 （山陽） 竹島・宮田 （徳山） 中島・織田 （誠之館）

女子 女子商 （広島） 尾道北 （広島） 進徳 （広島） 総社 （岡山） 景山・中岡 （女子商） 中本・吉田 （女子商） 長塩・中田 （山陽女子） 吉田・小畠 （女子商）

男子 山陽 （広島） 盈進商 （広島） 岡山南 （岡山） 広島工 （広島） 中尾・橋本 （山陽） 磯部・黒瀬 （小野田） 平岡・古沢 （音戸） 中司・田中 （宇部）

女子 女子商 （広島） 音戸 （広島） 山陽女子 （岡山） 進徳 （広島） 中本・吉田 （女子商） 景山・八田 （女子商） 正田・井上 （女子商） 長谷川・古江 （女子商）

男子 岡山南 （岡山） 山陽 （広島） 広島工 （広島） 音戸 （広島） 藤井・右近 （山陽） 相庭・砂本 （山陽） 竹内・松島 （益田産） 亀田・宮本 （山陽）

女子 女子商 （広島） 進徳 （広島） 鳥取西 （鳥取） 山陽女子 （岡山） 景山・八田 （女子商） 中本・古江 （女子商） 万代・光岡 （山陽女子） 栗本・中島 （八頭）

男子 山陽 （広島） 岡山南 （岡山） 誠之館 （広島） 音戸 （広島） 相庭・砂本 （山陽） 武鑓・田丸 （山陽） 糸島・内藤 （林野） 豊田・鍵谷 （山陽）

女子 女子商 （広島） 安来 （島根） 山陽女子 （岡山） 宇部 （山口） 今井・八田 （女子商） 積山・井上 （女子商） 山田・富田 （女子商） 坂本・藤村 （女子商）

男子 山陽 （広島） 岡山南 （岡山） 岡山東商 （岡山） 水産 （山口） 山本・斎藤 （岡山南） 武鑓・長柄 （山陽） 名原・岡本 （音戸） 角南・野上 （岡山南）

女子 女子商 （広島） 浜田 （島根） 音戸 （広島） 長府 （山口） 積山・富田 （女子商） 皆田・国定 （女子商） 中村・張 （女子商） 佐々井・折出 （女子商）

男子 山陽 （広島） 宮原 （広島） 岩国 （山口） 岡山南 （岡山） 佐々木・川端 （宮原） 武村・新見 （岡山南） 山口・小松 （山陽） 名原・長柄 （音戸）

女子 女子商 （広島） 山陽女子 （岡山） 柳井 （山口） 松江商 （島根） 佐々井・折出 （女子商） 皆田・壇上 （女子商） 池田・更井 （山陽女子） 滝本・国定 （女子商）

男子 梶川・高埼 （山陽） 渡辺・砂本 （山陽） 周田・藤川 （岡山南） 中川・下井 （山陽）

女子 山崎・三浦 （宇部商） 片岡・杉森 （柳井） 滝本・阿波 （女子商） 竹内・中田 （女子商）

男子 水産 （山口） 音戸 （広島） 山陽 （広島） 下松 （山口） 下井・石村 （山陽） 周田・藤川 （岡山南） 市川・中村 （山口水産） 千葉・難波 （関西）

女子 女子商 （広島） 岡山南 （岡山） 清水ヶ丘 （広島） 就実 （岡山） 赤石・中田 （女子商） 竹内・田村 （女子商） 米沢・阿波 （女子商） 崎・竹久保 （女子商）

男子 瀬戸 （岡山） 岡山南 （岡山） 関西 （岡山） 宇部 （山口） 土屋・岡本 （岡山南） 土本・小松原 （倉敷工） 平野・川口 （山陽） 福本・井上 （舟入）

女子 女子商 （広島） 就実 （岡山） 宇部女子 （山口） 尾道商 （広島） 赤石・竹久保 （女子商） 米沢・中田 （女子商） 河本・尾坂 （倉吉西） 新井・秋山 （女子商）

男子 山陽 （広島） 音戸 （広島） 誠之館 （広島） 瀬戸 （岡山） 大谷・藤原 （山口水産） 中尾・沖原 （音戸） 滝口・平井 （国泰寺） 武鑓・浜田 （山陽）

女子 女子商 （広島） 広 （広島） 因島 （広島） 宇部女子 （山口） 新井・秋山 （女子商） 滝本・下桑 （女子商） 砂本・金城 （女子商） 崎・男座 （女子商）

男子 山陽 （広島） 誠之館 （広島） 倉敷商 （岡山） 倉敷工 （岡山） 辻・佐藤 （岡山南） 神垣・井垣 （広） 川西・佐田野 （倉敷工） 久野・阿波 （山陽）

女子 女子商 （広島） 八頭 （鳥取） 長府 （山口） 就実 （岡山） 森川・中山 （女子商） 川本・藤井 （宇部女子） 米倉・神原 （美作） 今村・男座 （女子商）

男子 玉島商 （岡山） 宇部工 （山口） 瀬戸 （岡山） 倉敷工 （岡山） 宮本・浜田 （山口水産） 岩藤・小川 （関西） 永瀬・佐田野 （倉敷工） 谷・中山 （広島市工）

女子 女子商 （広島） 誠之館 （広島） 岡山南 （岡山） 因島 （広島） 森川・中山 （女子商） 梅井・板野 （就実） 沖野・大谷 （女子商） 森若・金保 （女子商）

男子 宇部工 （山口） 岡山南 （岡山） 誠之館 （広島） 広島市工 （広島） 宮本・浜田 （山口水産） 中島・三木 （岡山南） 村上・渡壁 （宇部工） 小池・青木 （岡山南）

女子 女子商 （広島） 桜ヶ丘 （広島） 安来 （島根） 誠之館 （広島） 沖野・山野井 （女子商） 中尾・中尾 （宇部中央） 百町・松井 （柳井） 川崎・中元 （女子商）

男子 岡山南 （岡山） 宇部工 （山口） 松江工 （島根） 米子工 （鳥取） 河村・鳩部 （宇部工） 土屋・梶房 （玉島商） 中島・藤原 （岡山南） 村上・武田 （光）

女子 女子商 （広島） 岡山南 （岡山） 竹原 （広島） 因島 （広島） 栃原・山野井 （女子商） 奥山・安西 （女子商） 楠見・清水 （因島） 伊田・中元 （女子商）

男子 岡山南 （岡山） 宇部工 （山口） 下松工 （山口） 作陽 （広島） 永瀬・茅原 （倉敷工） 大田・石尾 （鳥取西） 地割・水戸 （盈進） 川本・作本 （音戸）

女子 女子商 （広島） 岡山南 （岡山） 因島 （広島） 厚狭 （山口） 山下・山下 （女子商） 柴奥・大鴻 （女子商） 大庭・寺尾 （女子商） 椛・村山 （鳥取商）

男子 岡山南 （岡山） 音戸 （広島） 松江工 （島根） 作陽 （広島） 杉本・西 （岡山南） 橋口・高岡 （下松工） 平田・松本 （作陽） 清水・木村 （誠之館）

女子 長門 （山口） 因島 （広島） 就実 （岡山） 岡山南 （岡山） 金城・重村 （長門） 中元・松本 （女子商） 松山・加藤 (鳥取西） 柴奥・大鴻 （女子商）

男子 松江工 （島根） 倉敷工 （岡山） 山陽 （広島） 誠之館 （広島） 実成・小林 （作陽） 渡部・槇原 （松江工） 床西・佐伯 （宇部工） 森脇・中島 （山陽）

女子 長門 （山口） 因島 （広島） 就実 （岡山） 女子商 （広島） 大庭・秋山 （長門） 金城・重村 （長門） 藤井・永田 （岩国商） 石原・平松 （就実）
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男子 山陽 （広島） 水産 （山口） 倉敷工 （岡山） 岡山南 （岡山） 池中・熊谷 （宮原） 日高・高原 （倉敷工） 池　・　原 （津山工） 徳田・正田 （倉敷工）

女子 長門 （山口） 根雨 （鳥取） 大竹 （広島） 徳山 （山口） 阿野・山本 （長門） 高原・塚本 （就実） 井沢・長瀬 （就実） 青木・山重 （柳井）

男子 岡山南 （岡山） 根雨 （鳥取） 下松工 （山口） 水産 （山口） 三好・三好 （根雨） 渡辺・藤沢 （玉島商） 吉村・内藤 （山陽） 藤原・井上 （根雨）

女子 就実 （岡山） 女子商 （広島） 倉敷中央 （岡山） 長門 （山口） 阿野・板倉 （長門） 野村・上田 （長門） 岡本・樋口 (倉敷商） 山本・木村 （宇部女子）

男子 岡山南 （岡山） 下松工 （山口） 山陽 （広島） 倉敷工 （岡山） 十川・小幡 （玉島商） 下井・石津 （宇部商） 大島・岡田 （松江工） 本田・国吉 （宇部工）

女子 熊野 （広島） 就実 （岡山） 柳井 （山口） 岩国 （山口） 堀野・樋口 （熊野） 尾崎・山根 （柳井） 谷本・野島 （葦陽） 多賀野・渡辺 （倉敷中央）

男子 岡山南 （岡山） 倉敷工 （岡山） 山陽 （広島） 小野田 （山口） 上松・額田 （岡山南） 新本・曽川 （山陽） 生田・景山 （米子工） 中本・岡棟 （音戸）

女子 熊野 （広島） 就実 （岡山） 玉野 （岡山） 長門 （山口） 末石・吉田 （就実） 平松・西山 （就実） 長沢・松浦 （松江南） 白川・住岡 （熊野）

男子 岡山南 （岡山） 山陽 （広島） 倉敷工 （岡山） 金光 （岡山） 上松・額田 （岡山南） 中野・下間 （小野田） 勝部・田中 （松江工） 田中・徳森 （山陽）

女子 熊野 （広島） 広島商 （広島） 就実 （岡山） 根雨 （鳥取） 堀野・樋口 （熊野） 堀野・住岡 （熊野） 白石・寺尾 （就実） 乗本・中尾 （米子東）

男子 山陽 （広島） 岡山南 （岡山） 倉敷工 （岡山） 下松工 （山口） 田中・花田 （山陽） 河上・佐々木 （浜田） 柴田・上松 （東岡山工） 佐々木・松本 （山陽）

女子 根雨 （鳥取） 就実 （岡山） 倉敷中央 （岡山） 音戸 （広島） 末石・吉田 （就実） 森内・樽本 （音戸） 木下・中須賀 （音戸） 坂井・富士田 （就実）

男子 山陽 （広島） 桜ヶ丘 （山口） 岩国工 （山口） 松江南 （島根） 伊藤・福島 （岡山南） 村田・黒神 （桜ヶ丘） 田中・花田 （山陽） 西沢・鎌田 （岩国工）

女子 熊野 （広島） 就実 （岡山） 倉敷中央 （岡山） 根雨 （鳥取） 木下・面出 （音戸） 森内・樽本 （音戸） 原田・小田原 （熊野） 片山・小椋 （根雨）

男子 東岡山工 （岡山） 山陽 （広島） 下松工 （山口） 理大附属 （岡山） 東・庄司 （山陽） 田中・上松 （東岡山工） 吉川・須増 （倉敷工） 松原・山中 （因島）

女子 熊野 （広島） 女子商 （広島） 就実 （岡山） 松永 （広島） 早稲田・清水 （加茂） 上杉・高田 （就実） 佐々木・森下 （就実） 熊代・角南 （就実）

男子 倉敷工 （岡山） 下松工 （山口） 山陽 （広島） 東岡山工 （岡山） 吉川・須増 （倉敷工） 高野・小松 （山陽） 蔵本・花田 （山陽） 藤井・尾首 （山陽）

女子 熊野 （広島） 女子商 （広島） 長門 （山口） 広島商 （広島） 宗盛・和田 （女子商） 上杉・杉本 （就実） 熊代・角南 （就実） 藤原・稲岡 （就実）

男子 山陽 （広島） 東岡山工 （岡山） 下関第一 （山口） 理大附属 （岡山） 藤井・尾首 （山陽） 高野・川西 （山陽） 塚田・難波江 （山陽） 小藤・早川 （山陽）

女子 倉敷中央 （岡山） 広島商 （広島） 玉野 （岡山） 清水ヶ丘 （広島） 山名・稲岡 （就実） 河内・松田 （女子商） 吉村・吉岡 （倉敷中央） 田辺・生田 （根雨

男子 山陽 （広島） 宇部鴻城 （山口） 鳥取商 （鳥取） 宇部工 （山口） 田中・新谷 （山陽） 名原・矢野 （音戸） 井上・在間 （理大附） 田中・徳田 （鳥取商）

女子 長門 （山口） 宇部女子 （山口） 岩国商 （山口） 女子商 （広島） 松島・三谷 （女子商） 高原・上西 （清水ヶ丘） 広永・藤山 （長門） 山本・坂本 （就実）

男子 山陽 （広島） 宇部工 （山口） 下関工 （山口） 広島市工 （広島） 佐藤・熊代 （理大附） 井上・在間 （理大附） 石井・渡部 （倉敷工） 山下・伊東 宇部鴻城）

女子 清水ヶ丘 （広島） 就実 （岡山） 長門 （山口） 下関南 （山口） 熊野・箕本 （清水ヶ丘） 高原・川西 （清水ヶ丘） 伊久・桧垣 （就実） 砂本・井上 （清水ヶ丘）

男子 山陽 （広島） 音戸 （広島） 下松工 （山口） 宇部工 （山口） 木本・末田 （山陽） 田中・藤井 （下松工） 杉山・山下 （倉敷工） 後藤・中島 （理大附）

女子 清水ヶ丘 （広島） 就実 （岡山） 根雨 （鳥取） 宇部女子 （山口） 熊野・箕本 （清水ヶ丘） 児玉・川西 （清水ヶ丘） 福永・吉岡 （宇部女子） 山村・片山 （宇部女子）

男子 下松工 （山口） 宇部 （山口） 宇部工 （山口） 理大附属 （岡山） 松浦・西本 （宇部工） 薦田・関 （下松工） 吉延・中村 （東岡山工） 河内・奥田 （東岡山工）

女子 清水ヶ丘 （広島） 女子商 （広島） 岡山南 （岡山） 就実 （岡山） 杉浦・砂本 （女子商） 大谷・永山 （女子商） 星島・藤原 （玉野） 縄田・安田 （宇部女子）

男子 東岡山工 （岡山） 宇部工 （山口） 呉港 （広島） 豊浦 （山口） 岡本・桐山 （呉港） 青山・伊藤 （宇部工） 青木・植田 （理大附） 中山・奥山 （東岡山工）

女子 女子商 （広島） 清水ヶ丘 （広島） 就実 （岡山） 鈴峯女子 （広島） 上西・野影 （女子商） 益田・八谷 （女子商） 吉永・渡辺 （清水ヶ丘） 吉村・堀越 （女子商）

男子 山陽 （広島） 呉港 （広島） 松江南 （島根） 熊毛南 （山口） 荒川・大塩 （山陽） 平本・樋原 （山陽） 青山・伊藤 （宇部工） 筒井・橋根 （山陽）

女子 女子商 （広島） 清水ヶ丘 （広島） 松江西 （島根） 就実 （岡山） 柳・上田 （清水ヶ丘） 吉永・渡辺 （清水ヶ丘） 上中・松下 （比治山） 有馬・東 （女子商）

男子 山陽 （広島） 呉港 （広島） 宇部工 （山口） 下松工 （山口） 平本・樋原 （山陽） 藤原・島田 （東岡山工） 宇野・川道 （府中） 和田・堀田 （呉港）

女子 女子商 （広島） 清水ヶ丘 （広島） 鈴峯女子 （広島） 就実 （岡山） 有馬・粟村 （女子商） 砂本・石川 （女子商） 山方・東 （女子商） 朝木・藤原 （松江西）

男子 理大附属 （岡山） 呉港 （広島） 山陽 （広島） 三原東 （広島） 津々・道田 （呉港） 林・伊藤 （美祢工） 棚橋・樋原 （山陽） 末次・村上 （下松工）

女子 女子商 （広島） 鈴峯女子 （広島） 就実 （岡山） 清水ヶ丘 （広島） 東・粟村 （女子商） 砂本・石川 （女子商） 吉村・岡野 （女子商） 村田・日原 （就実）

男子 山陽 （広島） 理大附属 （岡山） 大門 （広島） 宇部工 （山口） 岡村・三原 （宇部工） 入野谷・吉田 （東岡山工） 脇田・問田 （下松工） 中西・三島 （神辺旭）

女子 女子商 （広島） 就実 （岡山） 清水ヶ丘 （広島） 鈴峯女子 （広島） 東・石川 （女子商） 吉村・八谷 （女子商） 新見・木本 （女子商） 石川・砂本 （女子商）

男子 岡山南 （岡山） 山陽 （広島） 東岡山工 （岡山） 宇部工 （山口） 伊藤・石井 （理大附） 平田・猪原 （理大附） 山吹・上野 （府中） 角谷・小林 （下松工）

女子 女子商 （広島） 就実 （岡山） 清水ヶ丘 （広島） 鈴峯女子 （広島） 石川・八谷 （女子商） 石川・砂本 （女子商） 工藤・山本 （女子商） 杉本・長記 （女子商）

下関市

福山市

倉吉市

松江市

下関市

福山市

出雲市

備前市

倉敷市

鳥取市

松江市

下関市

福山市

倉敷市

倉敷市

倉吉市

松江市

徳山市

広島市

鳥取市

（1991年）年度

（1992年）年度

（1993年）年度

（1994年）年度

（1995年）年度

平成3

平成4

平成5

平成6

平成738

32

33

34

35

36

37

26

27

28

29

30

31

20

21

22

23

24

25

19

平成2 （1990年）年度

昭和62 （1987年）年度

昭和63 （1988年）年度

平成元 （1989年）年度

昭和59 （1984年）年度

昭和60 （1985年）年度

昭和61 （1986年）年度

昭和56 （1981年）年度

昭和57 （1982年）年度

昭和58 （1983年）年度

昭和53 （1978年）年度

昭和54 （1979年）年度

昭和55 （1980年）年度

昭和51 （1976年）年度

昭和52 （1977年）年度



男子 山陽 （広島） 米子工 （鳥取） 松江工 （島根） 三原東 （広島） 古重・村上 （宇部工） 玉川・足利 （山陽） 伊波・新谷 （呉港） 林原・加藤 （米子商）

女子 女子商 （広島） 鈴峯女子 （広島） 岩国商 （山口） 清水ヶ丘 （広島） 渡邉・長記 （女子商） 岡村・村上 （岩国商） 舟尾・島谷 （清水ヶ丘） 檜山・八谷 （鈴峯女子）

男子 理大附属 （岡山） 東岡山工 （岡山） 岡山南 （岡山） 光 （山口） 室谷・末廣 （理大附） 森田・新谷 （三原東） 形山・猪原 （理大附） 佐々木・山田 （徳山工）

女子 女子商 （広島） 岩国商 （山口） 就実 （岡山） 清水ヶ丘 （広島） 小林・渡邊 （女子商） 益田・崎岡 （女子商） 渡邉・堀越 （女子商） 弘中・藤井 （宇部女子）

男子 理大附属 （岡山） 岡山南 （岡山） 松江工 （島根） 東岡山工 （岡山） 川上・肥岡 （山陽） 金山・川西 （山陽） 室谷・末廣 （理大附） 廣田・杉野 （理大附）

女子 女子商 （広島） 岩国商 （山口） 就実 （岡山） 鈴峯女子 （広島） 鈴木・濱中 （女子商） 沖本・児玉 （清水ヶ丘） 酒井・井上 （女子商） 熊谷・堀越 （女子商）

男子 理大附属 （岡山） 東岡山工 （岡山） 山陽 （広島） 横田 （島根） 室谷・末廣 （理大附） 田中・杉野 （理大附） 堺・石島 （理大附） 金山・川西 （山陽）

女子 女子商 （広島） 山陽女子 （岡山） 松江西 （島根） 米子西 （鳥取） 鈴木・濱中 （女子商） 熊谷・清水 （女子商） 逢野・高橋 （女子商） 小谷・増田 （女子商）

男子 理大附属 （岡山） 岡山城東 （岡山） 松江工 （島根） 東岡山工 （岡山） 柴田・佐々木 （理大附） 武井・難波 （倉敷工） 鈴木・三木 （理大附） 平川・三川 （音戸）

女子 安芸女子大 （広島） 就実 （岡山） 米子西 （鳥取） 岩国商 （山口） 生田・長尾 （米子西） 小谷・長 （安芸女子大） 加瀬・林 （松江西） 玖村・玖村 （安芸女子大）

男子 山陽 （広島） 東岡山工 （岡山） 徳山工 （山口） 理大附属 （岡山） 田畑・今澄 （徳山工） 山田・竹本 （徳山工） 旭・中山 （東岡山工） 篠原・岡野 （東岡山工）

女子 安芸女子大 （広島） 米子西 （鳥取） 岩国商 （山口） 就実 （岡山） 逢野・高橋 （安芸女子大） 長・山崎 （安芸女子大） 生田・梅林 （米子西） 田畑・加藤 （安芸女子大）

男子 理大附属 （岡山） 山陽 （広島） 東岡山工 （岡山） 倉敷工 （岡山） 仮屋園・小林 （理大附） 堺・北見 （理大附） 後藤・原 （理大附） 村上・小林 （理大附）

女子 立志館広島 （広島） 鈴峯女子 （広島） 就実 （岡山） 岩国商 （山口） 丸井・笹内 （立志館広島） 小野・牧田 （就実） 渡辺・吉本 （鈴峯女子） 長・中川 （立志館広島）

男子 理大附属 （岡山） 呉宮原 （広島） 松江工 （島根） 徳山工 （山口） 堺・遠藤 （理大附） 原田・森田 （山陽） 後藤・水松 （理大附） 村上・北見 （理大附）

女子 立志館広島 （広島） 鈴峯女子 （広島） 松江西 （島根） 就実 （岡山） 畠山・笹内 （立志館広島） 森内・中川 （立志館広島） 田畑・加藤 （立志館広島） 佐藤・門井 （立志館広島）

男子 理大附属 （岡山） 岡山南 （岡山） 呉宮原 （広島） 音戸 （広島） 池田・宮下 （呉宮原） 上嶋・長江 （理大附） 行本・田丸 （山口中央） 小林・タツミ （神辺旭）

女子 広島女子商 （広島） 鈴峯女子 （広島） 就実 （岡山） 江津 （島根） 小野・篠埜 （就実） 杉本・大庭 （就実） 新谷・田中 （広島女子商） 大野木・藤井 （広島女子商）

男子 理大附属 （岡山） 東岡山工 （岡山） 岡山南 （岡山） 音戸 （広島） 上嶋・長江 （理大附） 山田・上田 （岡山南） 安本・南 （東岡山工） 太田・柴田 （理大附）

女子 就実 （岡山） 広島女子商 （広島） 鈴峯女子 （広島） 清水ヶ丘 （広島） 杉本・大庭 （就実） 深谷・田中 （広島女子商） 橋口・大田 （慶進） 村上・高雄 （鈴峯女子）

男子 理大附属 （岡山） 山陽 （広島） 音戸 （広島） 東岡山工 （岡山） 石井・中本 （音戸） 松本・山崎 （松江工） 太田・柴田 （理大附） 眞野・金谷 （理大附）

女子 就実 （岡山） 清水ヶ丘 （広島） 慶進 （山口） 広島女子商 （広島） 水松・杉本 （就実） 福田・岩田 （就実） 弓野・形山 （就実） 深澤・藤本 （広島女子商）

男子 岡山南 （岡山） 理大附属 （岡山） 東岡山工 （岡山） 音戸 （広島） 太田・柴田 （理大附） 今出・木下 （理大附） 宮地・金谷 （理大附） 石井・中本 （音戸）

女子 就実 （岡山） 鈴峯女子 （広島） 広島女子商 （広島） 岩国 （山口） 水松・杉本 （就実） 深澤・森原 （広島女子商） 廣澤・勝乗 （広島女子商） 弓野・形山 （就実）

男子 岡山南 （岡山） 東岡山工 （岡山） 松江工 （島根） 理大附属 （岡山） 善木・楠田 （岡山南） 山岡・増田 （呉港） 古賀・甲斐 （山陽） 眞野・善野 （理大附）

女子 広島翔洋 （広島） 就実 （岡山） 山陽女子 （岡山） 鈴峯女子 （広島） 石原・山本 （広島翔洋） 岡本・舛井 （広島翔洋） 柏原・石井 （鈴峯女子） 森田・中野 （広島翔洋）

男子 理大附属 （岡山） 岡山南 （岡山） 広島翔洋 （広島） 米子松蔭 （鳥取） 落合・金谷 （広島翔洋） 大谷・中尾 （山陽） 濱田・鈴木 （広島翔洋） 下反・増田 （呉港）

女子 広島翔洋 （広島） 鈴峯女子 （広島） 山陽女子 （岡山） 就実 （岡山） 森田・大槻 （広島翔洋） 中野・脇田 （就実） 柏原・石井 （鈴峯女子） 岡本・中野 （広島翔洋）

男子 広島翔洋 （広島） 理大附属 （岡山） 長府 （山口） 岩国工 （山口） 吉田・石井 （理大附） 濱田・鈴木 （広島翔洋） 草野・中尾 （山陽） 渡辺・中村 （松江高専）

女子 広島翔洋 （広島） 就実 （岡山） 岡山南 （岡山） 清水ヶ丘 （広島） 森田・松家 （広島翔洋） 三木・脇田 （就実） 佐々岡・上野 （広島翔洋） 岡本・中野 （広島翔洋）

男子 理大附属 （岡山） 広島翔洋 （広島） 松江工 （島根） 岩国工 （山口） 大橋・頭本 （広島翔洋） 淺井・掛之内 （尾道） 西村・村上 （理大附） 川口・高須 （広島翔洋）

女子 広島翔洋 （広島） 清水ヶ丘 （広島） 山陽女子 （岡山） 鈴峯女子 （広島） 小谷・根岸 （広島翔洋） 上野・佐々岡 （広島翔洋） 森田・松家 （広島翔洋） 藤川・中山 （岩国商）

男子 広島翔洋 （広島） 長府 （山口） 出雲北陵 （島根） 松江工 （島根） 岡本・加藤 （広島翔洋） 今田・藤田 （理大附） 岡・山内 （長府） 藏永・中村 （長府）

女子 広島翔洋 （広島） 鈴峯女子 （広島） 岩国商 （山口） 就実 （岡山） 小谷・西本 （広島翔洋） 森田・松家 （広島翔洋） 中山・下田 （広島翔洋） 山田・小野 （広島翔洋）

男子 明誠学院 （岡山） 広島翔洋 （広島） 神辺旭 （広島） 松江工 （島根） 沖野・有馬 （理大附） 佐々木・坪 （山陽） 吉信・野口 （理大附） 藤田・三谷 （出雲北陵）

女子 広島翔洋 （広島） 米子松蔭 （鳥取） 就実 （岡山） 鈴峯女子 （広島） 中山・下田 （広島翔洋） 中川・須藤 （就実） 西永・尾上 （鈴峯女子） 藤川・濱村 （岩国商）

男子 理大附属 （岡山） 松江工 （島根） 明誠学院 （岡山） 岡山南 （岡山） 中島・中島 （明誠学院） 三好・上松 （理大附） 前原・坂本 （広島翔洋） 吉信・西 （理大附）

女子 広島翔洋 （広島） 米子松蔭 （鳥取） 就実 （岡山） 鈴峯女子 （広島） 西永・尾上 （鈴峯女子） 松本・小谷 （米子松蔭） 三隅・中村 （鈴峯女子） 濱村・地中 （岩国商）

男子 神辺旭 （広島） 明誠学院 （岡山） 岡山南 （岡山） 広島翔洋 （広島） 長尾・上松 （理大附） 吉信・西 （理大附） 本倉・野口 （理大附） 村上・前田 （理大附）

女子 修大附鈴峯 （広島） 就実 （岡山） 米子松蔭 （鳥取） 広島翔洋 （広島） 梶原・松井 （修大附鈴峯） 難波・下河 （岡山南） 笠井・森本 （修大附鈴峯） 栗原・増田 （広島翔洋）

松江市

備前市

岡山市

鳥取市

松江市

宇部市

岡山市

鳥取市

山口市

松江市

尾道市

岡山市

鳥取市

山口市

鳥取市

山口市

尾道市

備前市

鳥取市

出雲市

（2011年）年度

（2012年）年度

（2013年）年度

（1999年）年度

（2000年）年度

（2001年）年度

（2002年）年度

（2003年）年度

（2004年）年度

（2014年）年度

（2015年）年度

（2005年）年度

（2006年）年度

（2007年）年度

（2008年）年度

（2009年）年度

（2010年）年度

（1996年）年度

（1997年）年度

（1998年）年度

56 平成25

57 平成26

58 平成27

53 平成22

54 平成23

55 平成24

50 平成19

51 平成20

52 平成21

47 平成16

48 平成17

49 平成18

平成12

平成13

45 平成14

46 平成15

44

平成8

平成9

平成10

平成11

39

40

41

42

43



男子 理大附属 （岡山） 松江工 （島根） 倉敷工 （岡山） 神辺旭 （広島） 本倉・上松 （理大附） 安村・中川 （南陽工） 近藤・森 （理大附） 村上・末吉 （理大附）

女子 修大附鈴峯 （広島） 就実 （岡山） 米子松蔭 （鳥取） 松江西 （島根） 花村・上原 （広島翔洋） 栗原・矢多部 （広島翔洋） 廣澤・奥田 （修大附鈴峯） 桐山・槇尾 （岡山南）

男子 南陽工 （山口） 理大附属 （岡山） 尾道 （広島） 東岡山工 （岡山） 河上・水津 (松江工） 松田・中川 （南陽工） 野田・伊藤 （理大附） 真玉・浜田 （松江工）

女子 修大附鈴峯 （広島） 山陽女子 （岡山） 就実 （岡山） 米子松蔭 （鳥取） 石井・森岡 （就実） 白木・森本 （修大附鈴峯） 矢式・髙本 （広島新庄） 村上・部村 （広島翔洋）

男子 理大附属 （岡山） 南陽工 （山口） 広島翔洋 （広島） 松江工 （島根） 舩越・池田 （理大附） 真玉・原田 （松江工） 中村・米澤 （理大附） 大年・熊手 （神辺旭）

女子 山陽女子 （岡山） 修大附鈴峯 （広島） 広島翔洋 （広島） 就実 （岡山） 長谷川・立花 （山陽女子） 石井・中野 （就実） 小長谷・森岡 （就実） 井谷・川田 （米子松蔭）

男子 理大附属 （岡山） 出雲北陵 （島根） 呉港 （広島） 東岡山工 （岡山） 野田・友田 （理大附） 舩越・池田 （理大附） 中村・原田 （松江工） 長石・田中 （松江工）

女子 修大協創 （広島） 山陽女子 （岡山） 就実 （岡山） 広島翔洋 （広島） 奥田・藤原 （就実） 石井・吉本 （就実） 杉山・吉川 （山陽女子） 徳永・原田 （山陽女子）

男子

女子

男子 松江工 （島根） 倉敷工 （岡山） 岡山南 （岡山） 広島翔洋 （広島） 奥田・小泉 （理大附） 松本・松浦 （尾道） 吉田・西岡 （南陽工） 足利・島谷 （理大附）

女子 米子松蔭 （鳥取） 修大協創 （広島） 清水ヶ丘 （広島） 広島新庄 （広島） 佐藤・杉本 （広島翔洋） 濱島・行田 （修大協創） 吉川・山本 （米子松蔭） 別所・吉岡 （米子松蔭）

男子 理大附属 （岡山） 宇部工 （山口） 米子松蔭 （鳥取） 松江工 （島根） 高本・竹之内 （広島翔洋） 奥田・仲村 （理大附） 白井・藤井 （宇部工） 岩本・髙尾 （理大附）

女子 就実 （岡山） 広島翔洋 （広島） 米子松蔭 （鳥取） 山陽学園 （岡山） 石田・宮前 （広島翔洋） 田畑・桑木 （広島翔洋） 東脇・澄谷 （比治山女子） 西原・西原 （広島翔洋）

宇部市（2016年）年度59 平成28

61 平成30 （2018年）年度 松江市

60 平成29 （2017年）年度 鳥取市

65 令和4 （2022年）年度 松江市

63 令和2 （2020年）年度 岡山市

62 令和元 （2019年）年度 宇部市

64 令和3 （2021年）年度 鳥取市

新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため中止


