
１位校 ２位校

山口 男子 小野田工 山陽 （広島） 岡山南 （岡山）

宇部市 女子 長門 倉敷商 （岡山） 長門 （山口）

広島 男子 水産 岡山南 （岡山） 山口水産 （山口）

福山市 女子 宇部女子 宇部女子 （山口） 就実 （岡山）

岡山 男子 小野田 根雨 （鳥取） 倉敷工 （岡山）

岡山市 女子 小野田 就実 （岡山） 因島 （広島）

鳥取 男子 小野田 岡山南 （岡山） 山陽 （広島）

米子市 女子 長門 熊野 （広島） 就実 （岡山）

島根 男子 小野田 小野田 （山口） 山陽 （広島）

松江市 女子 長門 就実 （岡山） 長門 （山口）

山口 男子 下松工 下松工 （山口） 岡山南 （岡山）

柳井市 女子 下関南 就実 （岡山） 根雨 （鳥取）

広島 男子 桜ヶ丘 倉敷工 （岡山） 松江南 （島根）

広島市 女子 高水 就実 （岡山） 音戸 （広島）

岡山 男子 下関西 山陽 （広島） 東岡山工 （岡山）

岡山市 女子 徳山 熊野 （広島） 倉敷中央 （岡山）

鳥取 男子 宇部工 山陽 （広島） 米子工 （鳥取）

鳥取市 女子 長門 根雨 （鳥取） 熊野 （広島）

島根 男子 宇部工 東岡山工 （岡山） 山陽 （広島）

浜田市 女子 長門 根雨 （鳥取） 熊野 （広島）

山口 男子 宇部工 岡山理附 （岡山） 山陽 （広島）

宇部市 女子 宇部女子 就実 （岡山） 清水ヶ丘 （広島）

広島 男子 宇部工 山陽 （広島） 倉敷工 （岡山）

広島市 女子 山口中央 清水ヶ丘 （広島） 根雨 （鳥取）

岡山 男子 宇部工 宇部工 （山口） 音戸 （広島）

岡山市 女子 下松工 清水ヶ丘 （広島） 根雨 （鳥取）

鳥取 男子 宇部 山陽 （広島） 宇部 （山口）

倉吉市 女子 長門 女子商 （広島） 就実 （岡山）

島根 男子 宇部工 岡山理附 （岡山） 山陽 （広島）

松江市 女子 長府 女子商 （広島） 就実 （岡山）

山口 男子 宇部工 東岡山工 （岡山） 宇部工 （山口）

宇部市 女子 宇部女子 清水ヶ丘 （広島） 就実 （岡山）

広島 男子 下松工 下松工 （山口） 山陽 （広島）

広島市 女子 宇部女子 女子商 （広島） 就実 （岡山）

岡山 男子 宇部工 東岡山工 （岡山） 山陽 （広島）

岡山市 女子 柳井 女子商 （広島） 就実 （岡山）
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年　　度 種別
【全日本選抜予選】

第1代表 第2代表 第3代表

昭和56 （1981年）年度

昭和57 （1982年）年度

昭和53 （1978年）年度

昭和54 （1979年）年度

昭和55 （1980年）年度

山口県代表
開催地

昭和50 （1975年）年度

昭和51 （1976年）年度

昭和52 （1977年）年度

昭和58 （1983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

H5年度より1枠増



鳥取 男子 宇部工 岡山理附 （岡山） 宇部工 （山口） 山陽 （広島）

米子市 女子 宇部女子 女子商 （広島） 松江西 （島根） 就実 （岡山）

島根 男子 宇部工 山陽 （広島） 宇部工 （山口） 岡山理附 （岡山）

浜田市 女子 岩国商 女子商 （広島） 就実 （岡山） 根雨 （鳥取）

山口 男子 宇部工 米子工 （鳥取） 岡山理附 （岡山） 松江工 （島根）

小野田市 女子 岩国商 女子商 （広島） 岩国商 （山口） 就実 （岡山）

広島 男子 光 東岡山工 （岡山） 松江工 （島根） 米子工 （鳥取）

福山市 女子 岩国 女子商 （広島） 江津 （島根） 米子西 （鳥取）

岡山 男子 美祢工 松江工 （島根） 岡山理附 （岡山） 米子工 （鳥取）

岡山市 女子 岩国商 女子商 （広島） 松江西 （島根） 山陽女子 （岡山）

鳥取 男子 美祢工 岡山理附 （岡山） 神辺旭 （広島） 美祢工 （山口）

米子市 女子 宇部女子 女子商 （広島） 米子西 （鳥取） 就実 （岡山）

島根 男子 美祢工 岡山理附 （岡山） 美祢工 （山口） 音戸 （広島）

松江市 女子 岩国商 女子商 （広島） 米子西 （鳥取） 山陽女子 （岡山）

山口 男子 徳山工 岡山理附 （岡山） 神辺旭 （広島） 徳山工 （山口）

岩国市 女子 岩国商 安芸女大 （広島） 米子西 （鳥取） 就実 （岡山）

広島 男子 徳山工 岡山理附 （岡山） 山陽 （広島） 松江工 （島根）

福山市 女子 岩国商 安芸女大 （広島） 就実 （岡山） 岩国商 （山口）

岡山 男子 徳山工 岡山理附 （岡山） 山陽 （広島） 徳山工 （山口）

岡山市 女子 岩国 立志舘 （広島） 就実 （岡山） 松江西 （島根）

鳥取 男子 小野田 豊浦 岡山理附 （岡山） 山陽 （広島） 松江工 （島根） ※平成１５年度から各県２校出場

倉吉市 女子 慶進 下関商 立志舘 （広島） 就実 （岡山） 鈴峯女子 （広島）

山口 男子 豊浦 柳井 岡山理附 （岡山） 山陽 （広島） 松江工 （島根）

周南市 女子 慶進 長府 女子商 （広島） 就実 （岡山） 山陽女子 （岡山）

広島 男子 下関工 宇部 音戸 （広島） 岡山南 （岡山） 岡山理附 （岡山）

福山市 女子 慶進 岩国 就実 （岡山） 清水ヶ丘 （広島） 鈴峯女子 （広島）

岡山 男子 小野田 美祢工 岡山理附 （岡山） 音戸 （広島） 小野田 （山口）

岡山市 女子 慶進 岩国 女子商 （広島） 就実 （岡山） 鈴峯女子 （広島）

広島 男子 下関工 付属香川 岡山理附 （岡山） 山陽 （広島） 岡山南 （岡山）

福山市 女子 慶進 徳山商工 女子商 （広島） 就実 （岡山） 慶進 （山口）

広島 男子 宇部工 岩国工 広島翔洋 （広島） 岡山理附 （岡山） 宇部工 （山口）

福山市 女子 慶進 徳山商工 鈴峯女子 （広島） 就実 （岡山） 広島翔洋 （広島）

広島 男子 宇部 岩国工 山陽 （広島） 米子松蔭 （鳥取） 岡山理附 （岡山）

福山市 女子 岩国商 慶進 広島翔洋 （広島） 就実 （岡山） 清水ヶ丘 （広島） １位校 ２位校

広島 男子 岩国工 長府 広島翔洋 （広島） 岡山理附 （岡山） 神辺旭 （広島） 府中市 宇部 徳山 山陽 （広島） 尾道 （広島）

福山市 女子 長府 岩国商 広島翔洋 （広島） 米子松蔭 （鳥取） 岡山南 （岡山） 福山市 徳山商工 慶進 鈴峯女子 （広島） 近代福山 （広島）

広島 男子 長府 岩国工 広島翔洋 （広島） 長府 （山口） 岡山南 （岡山） 府中市 下松工 宇部高専 尾道 （広島） 倉敷工 （岡山）

福山市 女子 徳山商工 慶進 広島翔洋 （広島） 徳山商工 （山口） 就実 （岡山） 福山市 岩国商 長府 岩国商 （山口） 鈴峯女子 （広島）

広島 男子 岩国工 長府 岡山理附 （岡山） 松江工 （島根） 出雲北陵 （島根） 府中市 宇部工 豊浦 神辺旭 （広島） 山陽 （広島）

福山市 女子 岩国商 徳山商工 広島翔洋 （広島） 米子松蔭 （鳥取） 就実 （岡山） 福山市 慶進 長府 清水ヶ丘 （広島） 岡山南 （岡山）

37 平成23 （2011年）年度

34 平成20 （2008年）年度

35 平成21 （2009年）年度
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平成18

38 平成24 （2012年）年度

36 平成22 （2010年）年度

（2006年）年度
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平成17 （2005年）年度

平成14 （2002年）年度

平成15 （2003年）年度

平成16 （2004年）年度

平成11 （1999年）年度

平成12 （2000年）年度

平成13 （2001年）年度

平成8 （1996年）年度

平成9 （1997年）年度
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平成10 （1998年）年度

開催地回
【新人大会】

１位 ２位

1

2

山口県代表

中国高校ソフトテニス新人大会



広島 男子 徳山高専 下関工 松江工 （島根） 尾道 （広島） 岡山理附 （岡山） 府中市 徳山商工 宇部 広島翔洋 （広島） 宇部 （山口）

福山市 女子 岩国商 慶進 岩国商 （山口） 鈴峯女子 （広島） 米子松蔭 （鳥取） 福山市 徳山商工 長府 近代福山 （広島） 徳山商工 （山口）

広島 男子 下松工 豊浦 岡山理附 （岡山） 神辺旭 （広島） 明誠学院 （岡山） 府中市 宇部工 徳山高専 東岡山工 （岡山） 岡山南 （岡山）

福山市 女子 岩国商 慶進 広島翔洋 （広島） 就実 （岡山） 鈴峯女子 （広島） 福山市 徳山商工 長府 清水ヶ丘 （広島） 徳山商工 （山口）

広島 男子 豊浦 下関工 岡山理附 （岡山） 米子松蔭 （鳥取） 松江工 （島根） 府中市 下松工 宇部工 倉敷工 （岡山） 岡山南 （岡山）

福山市 女子 岩国商 小野田 就実 （岡山） 広島翔洋 （広島） 修大鈴峯 （広島） 福山市 徳山商工 慶進 山陽女子 （岡山） 岡山南 （岡山）

広島 男子 南陽工 宇部 松江工 （島根） 米子松蔭 （鳥取） 南陽工 （山口） 府中市 小野田 徳山 岡山南 （岡山） 東岡山工 （岡山）

福山市 女子 岩国商 岩国 鈴峯女子 （広島） 岩国商 （山口） 就実 （岡山） 福山市 長府 小野田 広島翔洋 （広島） 石見智翠館 （島根）

広島 男子 南陽工 宇部工 岡山理附 （岡山） 南陽工 （山口） 松江工 （島根） 府中市 下松工 豊浦 明誠学院 （岡山） 倉敷工 （岡山）

福山市 女子 岩国商 徳山商工 山陽女子 （岡山） 米子松蔭 （鳥取） 就実 （岡山） 福山市 防府商工 長府 清水ヶ丘 （広島） 岡山南 （岡山）

広島 男子 南陽工 柳井 岡山理附 （岡山） 松江工 （島根） 神辺旭 （広島） 府中市 小野田 下松工 出雲北陵 (島根） 岡山南 （岡山）

福山市 女子 岩国商 長府 山陽女子 （岡山） 修大鈴峯 （広島） 就実 （岡山） 福山市 小野田 徳山商工 清水ヶ丘 （広島） 比治山 （広島）

広島 男子 南陽工 宇部工 岡山南 （岡山） 神辺旭 （広島） 広島翔洋 （広島） 府中市 下関工科 小野田工 明誠学院 （岡山） 尾道 （広島）

福山市 女子 徳山商工 岩国商 就実 （岡山） 修大協創 （広島） 米子松蔭 （鳥取） 福山市 小野田 長府 清水ヶ丘 （広島） 岡山南 （岡山）

女子 第4代表 山陽女子 （岡山）

広島 男子 宇部工 南陽工 岡山理附 （岡山） 松江工 （島根） 尾道 （広島） 下関工科 下松工 清水ヶ丘 （広島） 岡山南 （岡山）

福山市 女子 岩国商 防府商工 就実 （岡山） 米子松蔭 （鳥取） 岩国商 （山口） 南陽工 長府 比治山女子 （広島） 倉敷中央 （岡山）

女子 第4代表 修大協創 （広島）

広島 男子 宇部工 南陽工 岡山理附 （岡山） 米子松蔭 （鳥取） 広島翔洋 （広島） 下松工 小野田工 清水ヶ丘 （広島） 小野田工 （山口）

福山市 女子 岩国商 南陽工 広島翔洋 （広島） 米子松蔭 （鳥取） 就実 （岡山） 岩国 小野田 倉敷中央 （岡山） 清水ヶ丘 （広島）

広島 男子 南陽工 宇部工 岡山理附 （岡山） 南陽工 （山口） 浜田 （島根） 下松工 柳井 清水ヶ丘 （広島） 倉敷工 （岡山）

福山市 女子 岩国商 徳山商工 広島翔洋 （広島） 山陽学園 （岡山） 就実 （岡山） 小野田 防府商工 倉敷中央 （岡山） 比治山女子 （広島）

44 平成30 （2018年）年度

39 平成25 （2013年）年度 4

45 令和元 （2019年）年度 10
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7

8

9

42 平成28 （2016年）年度

43 平成29 （2017年）年度

40 平成26 （2014年）年度

41 平成27 （2015年）年度

48 令和4 （2022年）年度 12 福山市

46 令和2 （2020年）年度 11

47 令和3 （2021年）年度 12 福山市

福山市


