
開催期日

会場

4/26,27 男子 河村・角本 （徳山） 山口・鴨居 （桜ヶ丘） 小田・樫部 （下松工） 竹島・福田 （徳山）

下関 女子 末永・船木 （長門） 高山・萩山 （長門） 山本・松岡 （宇部女子） 大上・江田浜 （岩国商）

5/10,11 男子 山下・伊藤 （宇部鴻城） 小田・樫部 （下松工） 竹本・福本 （岩国工） 白石・中原 （厚狭）

下関 女子 高山・藤山 （長門） 澄川・見島 （小野田） 岡・福山 （徳山） 白石・佐古 （岩国商）

5/9,10 男子 藤津・岡田 （宇部鴻城） 高橋・大下 （宇部） 下瀬・坂本 （長門） 中村・稗田 （光）

下関 女子 織田・久保 （下関南） 河野・吉岡 （下松工） 関・椙村 （宇部中央） 横木・槇埜 （下関南）

5/7,8 男子 今橋・右近 （宇部工） 田中・国次 （下松工） 薦田・関 （下松工） 高橋・大下 （宇部）

下関 女子 横木・槇埜 （下関南） 縄田・安田 （宇部女子） 高木・加藤 （柳井） 原田・福山 （徳山）

5/6,7,8 男子 棟久・村田 （宇部工） 荒津・山本 （豊浦） 山門・兼平 （光） 田村・奥谷 （光）

下関 女子 前野・鶴井 （山口中央） 永吉・紙野 （高水） 小山・安田 （宇部女子） 田中・原田 （宇部女子）

5/5,6 男子 長嶺・山本 （宇部工） 青山・伊藤 （宇部工） 中村・問田 （下松工） 藤田・岩本 （宇部工）

山口 女子 青木・大田 （宇部女子） 網本・品川 （柳井） 宮本・鈴木 （柳井） 川口・冨田 （宇部女子）

5/2,3 男子 周布・青松 （豊浦） 青山・伊藤 （宇部工） 末次・桐田 （下松工） 長嶺・山本 （宇部工）

下関 女子 弘中・宮本 （熊毛南） 阿武・山下 （下関商） 川口・冨田 （宇部女子） 秋枝・山本 （柳井）

5/1,2,3 男子 脇田・問田 （下松工） 内山・丸岡 （下松工） 藤井・伊藤 （宇部工） 末次・村上 （下松工）

下関 女子 秋枝・高崎 （柳井） 中山・三浦 （宇部女子） 久保田・吉田 （岩国商） 中村・加藤 （岩国商）

5/8,9 男子 山本・三原 （宇部工） 脇田・問田 （下松工） 渡辺・重田 （下松工） 西村・山本 （宇部工）

山口 女子 中本・西 （宇部女子） 崎永・梶村 （岩国） 中村・久保田 （岩国商） 中村・高橋 （柳井）

5/7,8 男子 岡崎・吾妻 （宇部工） 大田・田中 （豊浦） 白石・高橋 （長門） 竹中・渡辺 （小野田）

山口 女子 高城・片崎 （宇部女子） 小嶋・二上 （下関南） 米本・林 （岩国商） 岡村・橋本 （岩国商）

4/30,5/1 男子 古重・村上 （宇部工） 中野・讃岐 （宇部工） 伊藤・吉國 （熊毛南） 清水・中井 （光）

山口 女子 岡村・村上 （岩国商） 米本・石津 （岩国商） 崎永・重本 （岩国商） 恵良・武田 （岩国商）

4/27,28 男子 上田・松岡 （宇部工） 中尾・梶山 （宇部工） 友光・井上 （光） 佐々木・山田 （徳山工）

山口 女子 崎永・白濱 （岩国商） 森澄・重本 （岩国商） 山代屋・近重 （岩国商） 向井・津脇 （宇部商）

4/26,27 男子 永光・梶山 （宇部工） 永友・佐藤 （下松工） 友光・田中 （光） 兼安・西村 （美祢工）

山口 女子 波多野・森宗 （岩国商） 白石・生田 （宇部商） 山下・陰山 （岩国商） 日野原・山口 （下関商）

4/24,25,26 男子 兼安・小田 （美祢工） 高松・山本 （徳山工） 池田・奥迫 （徳山工） 林・小田 （美祢工）

山口 女子 吉國・大野 （熊毛南） 竹田・重村 （美祢） 山下・加藤 （岩国商） 国広・和田 （豊北）

4/30,5/1 男子 岡田・小土井 （光） 金本・岡村 （新南陽） 重田・柴田 （美祢工） 山田・久野 （徳山工）

山口 女子 兼安・末永 （岩国商） 日野原・元山 （下関商） 池田・河野 （宇部女子） 野村・上利 （美祢）
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5/2,6,7 男子 中野・東 （宇部工） 宇治田・白川 （美祢工） 窓原・国弘 （柳井） 佐村・重枝 （小野田）

山口 女子 兼安・大西 （岩国商） 打道・末永 （岩国商） 善本・松尾 （岩国商） 白須・兼田 （岩国商）

4/27,28 男子 山本・竹本 （徳山工） 津江田・伊藤 （下松工） 国重・有光 （下松工） 秋山・土邊 （久賀）

山口 女子 白須・兼田 （岩国商） 佐々木・大西 （岩国商） 井上・藤井 （岩国商） 福永・藤井 （小野田）

4/26,27 男子 西村・重森 （宇部工） 岡・田丸 （山口中央） 松本・四反田 （小野田） 山本・江村 （徳山工）

山口 女子 内山・藤井 （熊毛南） 藤井・仁志 （徳山工） 大江・三上 （岩国） 串畑・佐多 （徳山工）

4/24,25 男子 廣林・岡村 （徳山工） 行本・田丸 （山口中央） 尾越・四反田 （小野田） 佐村・西田 （小野田）

岩国 女子 橋口・大田 （慶進） 熊野・権業 （下関商） 上利・野上 （萩商） 俵・菓子谷 （慶進）

4/23,24 男子 池田・青木 （徳山工） 賀原・藤川 （柳井） 宗村・吉村 （岩国工） 内藤・梅本 （光）

山口 女子 橋口・大田 （慶進） 梶山・原田 （慶進） 田中・松本 （岩国） 福永・山田 （大津）

4/22,23 男子 井原・中村 （岩国工） 後田・藤政 （高水） 藤永・中村 （宇部） 桝原・西村 （岩国工）

山口 女子 棟居・大山 （慶進） 田中・世根村 （岩国） 夛名賀・佐々木 （岩国） 松永・福永 （慶進）

4/28,29 男子 白井・野村 （小野田） 末永・鶴井 （宇部商） 竹下・殿村 （宇部工） 大橋・飯島 （美祢工）

山口 女子 夛名賀・佐々木 （岩国） 田中・世根村 （岩国） 山本・受田 （防府） 福井・熊﨑 （岩国）

4/26,27 男子 加藤・殿村 （宇部工） 朝原・岡本 （下関工） 上田・黒河 （宇部工） 末次・中田 （青嶺）

山口 女子 伊村・沖廣 （岩国） 芦浦・河崎 （慶進） 阿部・藤永 （大津） 山本・坂本 （慶進）

4/25,26 男子 藤田・田中 （下関工） 末次・中田 （青嶺） 河本・紙谷 （青嶺） 河村・岩本 （岩国工）

山口 女子 重田・黒田 （岩国商） 殿村・宮川 （慶進） 米田・岸田 （徳山商工） 石井・西原 （慶進）

4/24,25 男子 岩本・河村 （岩国工） 三輪・井田 （下関工） 藏永・石村 （岩国工） 関・山下 （宇部工）

山口 女子 石井・関 （慶進） 殿村・宮川 （慶進） 河本・黒田 （岩国商） 大平・中山 （岩国商）

4/23,24 男子 藏永・多原 （長府） 岡・山内 （長府） 爲久・澤田 （宇部工） 船本・近藤 （岩国工）

山口 女子 正木・岡 （長府） 田口・田中 （岩国） 大平・中垣 （岩国商） 藤川・中山 （岩国商）

4/21,22,23 男子 岡・山内 （長府） 片山・多原 （長府） 藏永・中村 （長府） 黒河・中村 （宇部工）

山口 女子 黒田・中垣 （岩国商） 藤川・濱村 （岩国商） 岩本・山根 （徳山商工） 片山・木村 （下松）

4/27,28 男子 片山・濱田 （長府） 磯野・伊藤 （宇部） 金子・村上 （岩国工） 宮下・陶山 （岩国工）

周南 女子 野村・山根 （徳山商工） 藤川・濱村 （岩国商） 山本・田中 （慶進） 草谷・穐吉 （慶進）

4/26,27 男子 金子・陶山 （岩国工） 橋村・中村 （長府） 廣中・長嶺 （徳山高専） 中川・森本 （青嶺）

周南 女子 濱村・地中 （岩国商） 藤川・黒田 （岩国商） 村田・北村 （長府） 草谷・垣﨑 （慶進）

4/25,26 男子 田中耕・岡本 （豊浦） 柴田・柏原 （下松工） 原田・藤井 （下松工） 山岡・廣次 （下松）

周南 女子 藤川・片山 （岩国商） 栗山・石川 （岩国商） 村田・宮村 （長府） 福谷・垣﨑 （慶進）

4/23,24 男子 安村・中川 （南陽工） 藤井・落合 （南陽工） 松本尚・出田 （南陽工） 松本省・後藤 （南陽工）

周南 女子 松本・石本 （岩国） 濵田・枡田 （徳山） 水井・青木 （徳山商工） 福谷・井浦 （慶進）

4/22,23 男子 塩田・折橋 （南陽工） 松田・中川 （南陽工） 松本尚・徳本 （南陽工） 藤井・後藤 （南陽工）

周南 女子 川﨑・川口 （岩国商） 山田・原田 （岩国商） 本田・原本 （新南陽） 星出・吉長 （光）
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4/21,22 男子 松田・中川 （南陽工） 塩田・安村 （南陽工） 田中・徳永 （宇部工） 松本・藤谷 （南陽工）

周南 女子 山田・川口 （岩国商） 原田・中村 （岩国商） 石井・廣中 （防府商工） 山岡・渡邉 （岩国商）

4/20,21 男子 松本・藤谷 （南陽工） 小幡・野﨑 （宇部） 北山・三好 （南陽工） 原田・沖村 （早鞆）

周南 女子 山田・引頭 （岩国商） 原田・増田 （岩国商） 加藤・越智 （小野田） 今橋・上野 （長府）

4/25,26 男子

周南 女子

4/24,25 男子 小幡・野﨑 （宇部） 白井・藤岡 （宇部工） 山田・鈴木 （南陽工） 平林・伊秩 （小野田）

周南、岩国 女子 木村・稲田 （岩国商） 高橋・津枝 （岩国商） 川本・高井 （南陽工） 山本・横山 （南陽工）

4/23,24 男子 白井・藤井晴 （宇部工） 吉田・西岡 （南陽工） 藤井春・加藤 （宇部工） 村上・久野 （宇部工）

周南 女子 高橋・粟野 （岩国商） 森脇・板谷 （岩国商） 林・花田 （徳山商工） 末益・斎藤 （小野田）
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