
開催期日

会場 １位 ２位 ３位 ４位

11/1,2 男子 宇部工 下松工 小田・樫部 （下松工） 山下・伊藤 （宇部鴻城） 竹中・福本 （岩国工） 新田・村田 （宇部工）

宇部 女子 下関南 山口中央 高山・藤山 （長門） 山本・小川 （岩国商） 金子・山本 （山口中央） 末広・広田 （山口中央）

11/8 男子 下松工 宇部工

徳山 女子 下松工 長府

11/6 男子 宇部 宇部工 豊浦 柳井

徳山 女子 長門 宇部女子 長府 熊毛南

11/5 男子 宇部工 下松工 豊浦 熊毛南

徳山 女子 長府 宇部女子 柳井 長門

11/5 男子 宇部工 下松工 新南陽 柳井

徳山 女子 宇部女子 岩国商 下関南 山口中央

11/3 男子 下松工 美祢工 宇部工 豊浦

徳山 女子 宇部女子 柳井 岩国商 山口中央

11/1 男子 宇部工 美祢工 下松工 柳井工

下関 女子 柳井 宇部女子 美祢 宇部

10/31 男子 宇部工 下松工 光 岩国商

徳山 女子 宇部女子 柳井 岩国商 厚狭

11/5 男子 宇部工 小野田 柳井 光

徳山 女子 岩国商 宇部女子 岩国 奈古

11/5 男子 宇部工 小野田 美祢工 柳井

徳山 女子 岩国商 光 岩国 宇部女子

10/31,11/2,3 男子 光 美祢工 宇部工 徳山工

徳山 女子 岩国 岩国商 宇部商 熊毛南

11/1,2 男子 美祢工 宇部工 豊浦 熊毛南

岩国 女子 岩国商 宇部商 宇部女子 岩国

11/1,2 男子 美祢工 徳山工 光 柳井

岩国 女子 宇部女子 光 下関商 岩国商

10/31,11/1 男子 美祢工 豊浦 下松 宇部工

岩国 女子 岩国商 下関第一 岩国 萩商

11/12,13 男子 徳山工 美祢工 南陽工 豊浦

岩国 女子 岩国商 宇部女子 下関南 光

　山口県体育大会（ソフトテニス競技）、秋季県体　　～平成４年度までの競技名は軟式庭球～

年　　度 種別
【団体の部】 【個人の部】

１位 ２位 ３位

昭和63 （1988年）年度

平成元 （1989年）年度

平成2 （1990年）年度

昭和61 （1986年）年度
下関工　　光

下松工　　長門

昭和62 （1987年）年度
宇部　　光

下関南　　岩国商

平成6 （1994年）年度

平成7 （1995年）年度

平成8 （1996年）年度

平成3 （1991年）年度

平成4 （1992年）年度

平成5 （1993年）年度

平成12 （2000年）年度

平成9 （1997年）年度

平成10 （1998年）年度

平成11 （1999年）年度

高校選手権新設に伴い、昭和62年度より個人戦を廃止。



11/11,12 男子 徳山工 下松工 豊浦 宇部工

岩国 女子 岩国商 下関商 豊北 新南陽

11/9,10 男子 徳山工 宇部工 小野田 山口中央

岩国 女子 岩国 下関商 徳山工 小野田

11/8,9 男子 小野田 豊浦 山口中央 下関工

山口 女子 慶進 下関商 徳山商 防府

11/6,7 男子 豊浦 柳井 防府 宇部

山口 女子 慶進 長府 防府 光

11/12,13 男子 下関工 宇部 防府 宇部工

岩国 女子 慶進 岩国 下関商 光

11/11,12 男子 小野田 美祢工 岩国工 徳山

岩国 女子 慶進 岩国 防府 光

11/10,11 男子 下関工 付属香川 宇部工 美祢工

岩国 女子 慶進 徳山商工 長府 防府

11/8,9,10 男子 宇部工 岩国工 下関工 長府 上田・殿村 （宇部工） 岩本・野村 （岩国工） 河村・佐本 （岩国工） 西地・土井 （岩国工）

岩国 女子 慶進 徳山商工 岩国商 小野田 米田・岸田 （徳山商工） 殿村・宮川 （慶進） 藏重・黒田 （岩国商） 加藤・沖廣 （岩国）

11/7,8,9 男子 宇部 岩国工 下関工 青嶺 藤井・磯辺 （下松工） 三輪・井田 （下関工） 藤永・中村 （下関西） 関・山下 （宇部工）

岩国 女子 岩国商 慶進 長府 徳山商工 殿村・宮川 （慶進） 正木・岡 （長府） 大平・黒田 （岩国商） 石井・関 （慶進）

11/13,14,15 男子 岩国工 長府 宇部 徳山 岡・山内 （長府） 藏永・多原 （長府） 吉岡・手島 （岩国工） 齋藤・増野 （長府）

岩国 女子 長府 岩国商 徳山商工 慶進 正木・岡 （長府） 大平・中山 （岩国商） 中尾・中垣 （岩国商） 田口・田中 （岩国）

11/12,13,14 男子 長府 岩国工 下松工 宇部高専 片山・多原 （長府） 岡・山内 （長府） 藏永・濱田 （長府） 齋藤・中村 （長府）

岩国 女子 徳山商工 慶進 岩国商 長府 藤川・中垣 （岩国商） 岩本・山根 （徳山商工） 黒田・西口 （岩国商） 末永・若本 （徳山商工）

11/10,11,12 男子 岩国工 長府 宇部工 豊浦 嶋司・佐本 （岩国工） 片山・濱田 （長府） 黒河・中村 (宇部工） 小林・大倉 （早鞆）

岩国 女子 岩国商 徳山商工 慶進 長府 藤川・濱村 （岩国商） 野村・山根 （徳山商工） 杉村・福永 （徳山商工） 田中・貞弘 （徳山商工）

11/9,10,11 男子 徳山高専 下関工 徳山商工 宇部 橋村・中村 （長府） 金子・陶山 （岩国工） 廣中・長嶺 （徳山高専） 枡見・縄田 （下関工）

岩国 女子 岩国商 慶進 徳山商工 長府 濱村・地中 （岩国商） 田中・中村 （徳山商工） 宮本・岩本 （徳山商工） 草谷・垣﨑 （慶進）

11/8,9,10 男子 下松工 豊浦 宇部工 徳山高専 原田・藤井 （下松工） 熊野・山下 （宇部工） 田中雄・村田 （豊浦） 小原・前田 （長府）

岩国 女子 岩国商 慶進 徳山商工 長府 水井・中村 （徳山商工） 藤川・桑原 （岩国商） 福谷・垣﨑 （慶進） 岩本・三好 （徳山商工）

11/7,8,9 男子 豊浦 下関工 下松工 宇部工 藤井・落合 （南陽工） 安村・後藤 （南陽工） 中島・岡 （美祢青嶺） 山田・篠原 （下関工）

岩国 女子 岩国商 小野田 徳山商工 慶進 水井・青木 （徳山商工） 濵田・枡田 （徳山） 長島・石川 （岩国商） 藤川・桑原 （岩国商）

11/5,6,7 男子 南陽工 宇部 小野田 徳山 松本省・安村 （南陽工） 松田・中川 （南陽工） 藤井・後藤 （南陽工） 塩田・徳本 （南陽工）

宇部 女子 岩国商 岩国 長府 小野田 川﨑・原田 （岩国商） 中村・川口 （岩国商） 松本・石本 （岩国） 枡田・白砂 （徳山）

11/4,5,6 男子 南陽工 宇部工 下松工 豊浦 塩田・安村 （南陽工） 松田・中川 （南陽工） 藤井・折橋 （南陽工） 井藤・黒田 （豊浦）

山口 女子 岩国商 徳山商工 防府商工 長府 山田・川口 （岩国商） 中村・引頭 （岩国商） 原田・増田 （岩国商） 德原・宮﨑 （徳山商工）

平成13 （2001年）年度

平成14 （2002年）年度

平成18 （2006年）年度

平成19 （2007年）年度

平成20 （2008年）年度

平成15 （2003年）年度

平成16 （2004年）年度

平成17 （2005年）年度

平成24 （2012年）年度

平成25 （2013年）年度

平成26 （2014年）年度

平成21 （2009年）年度

平成22 （2010年）年度

平成23 （2011年）年度

平成27 （2015年）年度

平成28 （2016年）年度

平成29 （2017年）年度

高校選手権廃止に伴い、平成２０年度に個人戦を新設。



11/10,11,12 男子 南陽工 柳井 小野田 下松工 松本・藤谷 （南陽工） 内藤・義永 （小野田） 藤綱・明石 （柳井） 田中・大庭 （美祢青嶺）

宇部 女子 岩国商 長府 小野田 徳山商工 山田・原田 （岩国商） 引頭・増田 （岩国商） 今橋・上野 （長府） 金山・米原 （長府）

11/9,10,11 男子 南陽工 宇部工 下関工科 小野田工 松本・三好 （南陽工） 加藤・岡田 （宇部工） 上野・藤岡 （宇部工） 鞆川・鈴木 （南陽工）

宇部 女子 徳山商工 岩国商 小野田 長府 平田・川西 （徳山商工） 小路・越智 （小野田） 光永・常廣 （徳山商工） 安田・米原 （長府）

11/6,7,8,9 男子 宇部工 南陽工 下関工科 下松工 鞆川・貞弘 （南陽工） 小幡・野﨑 （宇部） 鶴田・渡壁 （宇部商） 弘瀬・濱村 （柳井）

宇部 女子 岩国商 防府商工 南陽工 長府 高橋・稲田 （岩国商） 木村・津枝 （岩国商） 足立・怒和 （徳山） 山本・粟野 （岩国商）

吉田・西岡 （南陽工） 河添・甲斐 （小野田工） 藤井・加藤 （宇部工） 生出・村上 （宇部工）

藤井晴太 （宇部工） 木村　颯 （徳山高専） 貞弘陽己 （南陽工） 加藤　迅 （宇部工）

高井・横山 （南陽工） 山本・川本 （南陽工） 林・花田 （徳山商工） 古賀・常廣 （徳山商工）

高橋瑚子 （岩国商） 森脇陽香 （岩国商） 常廣紗良 （徳山商工） 末益千夏子 （小野田）

久野・義永 （宇部工） 吉田・西岡 （南陽工） 屋根本・山本 （南陽工） 森・高見 （南陽工）

吉田陸人 （南陽工） 木村　颯 （徳山高専） 山本隼平 （南陽工） 西岡青晴 （南陽工）

花田・清水 （徳山商工） 森脇・板谷 （岩国商） 村山・斎藤 （小野田） 林・横山 （徳山商工）

清水瑠夏 （徳山商工） 林　優奈 （長門） 森脇陽香 （岩国商） 林　奏歩 （徳山商工）

男子

令和3 （2021年）年度

11/6,7
周南、柳井

11/13,14
12/18
宇部

令和元 （2019年）年度

平成30 （2018年）年度

宇部工 南陽工 下松工 小野田工

岩国商 南陽工 長門 岩国

令和2 （2020年）年度

女子

宇部工 下松工 柳井

女子 岩国商 徳山商工 小野田 防府商工

令和4 （2022年）年度

11/5,6
周南、山口

11/12,13
12/17
宇部

男子 南陽工


