
会　　　　長 植野　正則

副　会　長 絲原　徳康 福田　俊史 西岡　聖貴 木原　征治

参　　　　与 河合　喜代 友實　武則 乙部　憲彦 山根　康史

福島　恭子 岡崎　隆 藪田　邦彦 土橋　義親

勝田　康則 黒田　克司 新本　公司 管　雅則

筒井　保俊 新本　勝

トーナメントディレクター（TD） 坂本　倫嗣

テクニカルオフィサー（TO） 横田　信明 藤村　利道 井上　美幸 藤井　明子

ジャッジ（J） 岸本美代子 亀川　　浩 田中　清和 児玉　勉

柳川　良樹 池田　康成 三浦　美鈴 梅森孝之

UM 千野雅人

審判員 藤原　真由美 児玉　茂樹 高野　禎 元宗　宏寿

久村　圭史 内田　太 中元　大輔 松田　真一

木村　考利

総　務　委　員　長 石川　耕司

総　務　委　員 小林　早苗 桑原　純也 竹下久美子

玖珂中学校ホッケー部保護者

KUGAスポーツクラブホッケー部保護者

記　録　委　員 田中　孝昌

救　護　委　員 坪井　瑞葉

補　助　委　員

山口県成年男女

　　主　管　　山口県ホッケー協会

岩国市玖珂中学校ホッケー部

第73回国民体育大会中国ブロック大会

西京高等学校ホッケー部

高森・みどり中学校ホッケー部

高森高校ホッケー同好会

ホッケー競技

競技会役員

競技役員

　　期　日　　８月２４日(金）～８月２６日（日）

　　会　場　　岩国市玖珂総合公園人工芝グランド

　德
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【開会式】 【閉会式】

日　時　　８月２３日（木）１６時～ 日　時　　８月２６日（日）競技終了後

場　所　　岩国市玖珂総合センター 場　所　　岩国市玖珂総合公園人工芝グランド

１．開式通告 １．開式通告

２．開会宣言 ２．成績発表

３．大会会長あいさつ ３．表彰

４．選手宣誓 ４．大会会長あいさつ

５．閉式通告 ５．閉式宣言

６．閉式通告

日　時　　８月２３日（木）開会式終了後

場　所　　岩国市玖珂総合センター

１．開会のことば ４．選手登録の確認

２．競技委員長あいさつ ５．主管協会からの連絡

３．競技上の注意 ６．閉会のことば

第１日目　８月２４日（金）

①　第１試合　　　９：００～　　（少年女子１回戦） （岡山　対　広島）

②　第２試合　　１０：３０～　　（少年男子１回戦）　 （広島　対　岡山）

③　第３試合　　１２：００～　　（少年女子準決勝） （山口　対　鳥取）

④　第４試合　　１３：３０～　　（少年男子準決勝） （山口　対　鳥取）

⑤　第５試合　　１５：００～　　（成年女子１回戦） （山口　対　鳥取）

⑥　第６試合　　１６：３０～　　（成年男子１回戦） （広島　対　山口）

第２日目　８月２５日（土）

⑦　第１試合　　　９：００～　　（少年女子準決勝） （島根　対　①の勝者）

⑧　第２試合　　１０：３０～　　（少年男子準決勝）　 （島根　対　②の勝者）

⑨　第３試合　　１２：００～　　（成年女子準決勝）　 （岡山　対　島根）

⑩　第４試合　　１３：３０～　　（成年女子準決勝）　 （広島　対　⑤の勝者）

⑪　第５試合　　１５：００～　　（成年男子準決勝） （岡山　対　鳥取）

⑫　第６試合　　１６：３０～　　（成年男子準決勝） （島根　対　⑥の勝者）

第３日目　８月１８日（日）

⑬　第１試合　　　９：００～　　（少年女子決勝） ③の勝者　対　⑦の勝者

⑭　第２試合　　１０：３０～　　（少年男子決勝） ④の勝者　対　⑧の勝者

⑮　第３試合　　１２：００～　　（成年女子決勝）　 ⑨の勝者　対　⑩の勝者

⑯　第４試合　　１３：３０～　　（成年男子決勝） ⑪の勝者　対　⑫の勝者

式　次　第

試　合　日　程

監　督　・　主　将　会　議

大会本部宿舎 ：岩国市麻里布町２丁目３－８ ホテル安藤 ＴＥＬ ０８２７－２２－０１１０

担当責任者 ：石川耕司 携帯 ０９０－７１２２－６６２１

第３日目　８月２６日（日）
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(1) 対 対 対
(2) 対 対 対
(3) 対 対 対
(4) 対 対 対
(5) 対 対
(6) 対 対

第７３回　国体中国ブロック大会ホッケー競技　組合わせ
平成３０年８月２４日～２６日

玖珂総合公園人工芝グラウンド

少年男子 少年女子

（１４） （１３）

（８） （４） （７） （３）

（２） （１）

中国大会
１位 ① ② ③

中国大会
２位

中国大会
１位 ① ② ③

中国大会
２位

島
根

広
島

岡
山

山
口

鳥
取

島
根

岡
山

広
島

山
口

鳥
取

成年男子 成年女子

（１６） （１５）

（１２） （１１） （１０） （９）

（６） （５）

昨年度
１位 ① ② ③

昨年度
２位

昨年度
１位 ① ② ③

昨年度
２位

島
根

広
島

山
口

岡
山

鳥
取

広
島

山
口

鳥
取

岡
山

島
根

24日（金） 25日（土） 26日（日）
9:00 岡　山 広　島 (7) 9:00 島　根 (1)勝者 (13) 9:00 (7)勝 (3)勝
10:30 広　島 岡　山 (8) 10:30 島　根 (2)勝者 (14) 10:30 (8)勝 (4)勝
12:00 山　口 鳥　取 (9) 12:00 岡　山 島  根 (15) 12:00 (10)勝 (9)勝
13:30 山　口 鳥　取 (10) 13:30 広  島 (5)勝者 (16) 13:30 (12)勝 (11)勝
15:00 山　口 鳥　取 (11) 15:00 岡　山 鳥  取
16:30 広　島 山　口 (12) 16:30 島  根 (6)勝者

－ 4－ － 5－



No 氏名 所属
ふる
さと No 氏名 所属

ふる
さと No 氏名 所属

ふる
さと

監督（兼任） 道端　良之 八頭町立八頭中学校 監督 小櫻　和裕 奥出雲町立横田中学校（教） 監督 佐倉　信吾 株式会社クラレ岡山事業所

1 岡本　達郎 医療法人さとに田園クリニックさとにメディケアホーム 1 森田　陽介 東京農業大学 ○ 1 青井　紀大 赤磐市立山陽北小学校

2 小村　豪作 立命館大学 ○ 2 町谷　航平 （農）中国牧場 2 田渕　和輝 中野けんせいえん

③ 伊藤　勇悟 公益財団法人鳥取県体育協会 3 落合　晴輝 天理大学 ○ 3 中嶋　　錬 早稲田大学 ○
4 瀧　　雅史 福井工業大学 ○ 4 横山　乃輝 ホシザキ電機 4 元宗　克之 株式会社ミスターサービス

5 山下　雅樹 関西学院大学 ○ 5 佐伯　宙輝 MHIソリューションテクノロジー 5 奥田　健人 赤磐市教育委員会

6 西尾　良太 株式会社アサヒメッキ 6 若月　大輝 (公財)島根県体育協会 6 沖原　爽一郎 立命館大学 ○
7 濵本　　翔 山梨学院大学 ○ 7 糸原　信行 簸上清酒(合） 7 松森　雄大 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社

8 中島　豪志 鳥取ガス産業株式会社 8 若槻　晃弘 若槻木工所 ⑧ 大住　恭平 邑久ナーシングホーム

9 今嶋　俊介 カドヤ電設株式会社 9 渡部　　翔 Honda Cars 奥出雲 9 若林　雅裕 株式会社村田製作所

10 中湯　一志 ＪＡ鳥取いなば 10 小櫻　光暁 しまね信用金庫 10 岸田　守弘 日本郵政郵便事業株式会社

11 上田　直弥 （株）一条工務店 11 千原　史也 明治大学 ○ 11 坪井　敏史 岡山県立岡山工業高等学校

12 中尾　泰基 法政大学 ○ 12 若槻　省吾 雲南消防署 12 岸田　　隼 上田安子服飾専門学校

13 岸本　直樹 法政大学 ○ 13 内田　直樹 奥出雲町役場 13 森　　紘之 明治大学 ○
14 亀澤　達也 公益財団法人鳥取県体育協会 14 朝倉　祐樹 鳥上郵便局 14 池田　　瑞 立命館大学 ○
15 道端　良之 八頭町立八頭中学校 15 内田　健斗 コカ・コーラウエストボトラーズ 15 三浦　公平 天理大学 ○
16 中口　遼太 東洋医療専門学校 ⑯ 高橋　伸也 奥出雲町体育協会 16 常次　貴翔 株式会社中電工

17 上田　隆ノ介 関西大学 ○ 17 渡部　楽夢 立命館大学 ○ 17 齋藤　駿太 天理大学 ○
18 細田　勇人 株式会社ミヤビ 18 野原　朋弥 明治大学 ○ 18 万代　哲也 岡山県警

No 氏名 所属
ふる
さと No 氏名 所属

ふる
さと

監督 信井　康博 コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ 監督 田中　孝昌 一般社団法人　玖珂体育施設等管理協会

1 山田　大誠 聖泉大学 ○ 1 浜安　翔平 （一財）山口県施設管理財団

2 冨岡　文也 山内商工㈱ 2 福田　隼輔 山口県信用農業協同組合連合会

3 樽本　省吾 広島県警 3 村中　拓也 一般社団法人　山口県トラック協会

4 冨田　恭平 （社福）それいゆの会　いしうちの森 4 伊藤　晴奎 聖泉大学 ○
5 山崎　　隼 広島県警 5 原田　克彦 株式会社カワトTPC

6 奥田　泰之 野坂中学校（教） 6 梶間　　智 （株）総合資格　広島校

7 藤田　真将 府中町消防本部 7 弘中　翔太 株式会社ビルマックス

⑧ 福田　拓未 日本調理機㈱ ⑧ 山城　嘉大 山口県立華陵高等学校（教）

9 堀　　直樹 （株）ライフケア 9 弘中　和也 株式会社ビルマックス

10 小林　春人 天理大学 ○ 10 谷光　未有 明治大学
11 萩塚　　拓 山梨学院大学 ○ 11 藤本　尭良 山梨学院大学 ○
12 田川　和希 福井工業大学 ○ 12 篠崎　裕史 山口県立田布施総合支援学校（教）

13 南　　雄大 聖泉大学 ○ 13 末廣　結人 聖泉大学 ○
14 山崎　雄介 ㈱ザメディアジョン 14 堀川　健太郎 （株）マツダ
15 木原　慧之 ㈱シモジマ　　かっぱ橋店 15 畠山　拓人 聖泉大学 ○
16 立野　孝一 聖泉大学 ○ 16 小野　太悟 聖泉大学 ○
17 井上　真志 聖泉大学 ○ 17 桑原　良平 医療法人三鳩会吉田整形外科

18 小西　優希 福井工業大学 ○ 18 川本　哲実 山梨学院大学 ○

広島県 山口県

参加監督　・　選手名簿

成年男子
○印は主将

鳥取県 島根県 岡山県
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No 氏名 所属
ふる
さと No 氏名 所属

ふる
さと No 氏名 所属

ふる
さと

監督（兼任） 道端　良之 八頭町立八頭中学校 監督 小櫻　和裕 奥出雲町立横田中学校（教） 監督 佐倉　信吾 株式会社クラレ岡山事業所

1 岡本　達郎 医療法人さとに田園クリニックさとにメディケアホーム 1 森田　陽介 東京農業大学 ○ 1 青井　紀大 赤磐市立山陽北小学校

2 小村　豪作 立命館大学 ○ 2 町谷　航平 （農）中国牧場 2 田渕　和輝 中野けんせいえん

③ 伊藤　勇悟 公益財団法人鳥取県体育協会 3 落合　晴輝 天理大学 ○ 3 中嶋　　錬 早稲田大学 ○
4 瀧　　雅史 福井工業大学 ○ 4 横山　乃輝 ホシザキ電機 4 元宗　克之 株式会社ミスターサービス

5 山下　雅樹 関西学院大学 ○ 5 佐伯　宙輝 MHIソリューションテクノロジー 5 奥田　健人 赤磐市教育委員会

6 西尾　良太 株式会社アサヒメッキ 6 若月　大輝 (公財)島根県体育協会 6 沖原　爽一郎 立命館大学 ○
7 濵本　　翔 山梨学院大学 ○ 7 糸原　信行 簸上清酒(合） 7 松森　雄大 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社

8 中島　豪志 鳥取ガス産業株式会社 8 若槻　晃弘 若槻木工所 ⑧ 大住　恭平 邑久ナーシングホーム

9 今嶋　俊介 カドヤ電設株式会社 9 渡部　　翔 Honda Cars 奥出雲 9 若林　雅裕 株式会社村田製作所

10 中湯　一志 ＪＡ鳥取いなば 10 小櫻　光暁 しまね信用金庫 10 岸田　守弘 日本郵政郵便事業株式会社

11 上田　直弥 （株）一条工務店 11 千原　史也 明治大学 ○ 11 坪井　敏史 岡山県立岡山工業高等学校

12 中尾　泰基 法政大学 ○ 12 若槻　省吾 雲南消防署 12 岸田　　隼 上田安子服飾専門学校

13 岸本　直樹 法政大学 ○ 13 内田　直樹 奥出雲町役場 13 森　　紘之 明治大学 ○
14 亀澤　達也 公益財団法人鳥取県体育協会 14 朝倉　祐樹 鳥上郵便局 14 池田　　瑞 立命館大学 ○
15 道端　良之 八頭町立八頭中学校 15 内田　健斗 コカ・コーラウエストボトラーズ 15 三浦　公平 天理大学 ○
16 中口　遼太 東洋医療専門学校 ⑯ 高橋　伸也 奥出雲町体育協会 16 常次　貴翔 株式会社中電工

17 上田　隆ノ介 関西大学 ○ 17 渡部　楽夢 立命館大学 ○ 17 齋藤　駿太 天理大学 ○
18 細田　勇人 株式会社ミヤビ 18 野原　朋弥 明治大学 ○ 18 万代　哲也 岡山県警

No 氏名 所属
ふる
さと No 氏名 所属

ふる
さと

監督 信井　康博 コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ 監督 田中　孝昌 一般社団法人　玖珂体育施設等管理協会

1 山田　大誠 聖泉大学 ○ 1 浜安　翔平 （一財）山口県施設管理財団

2 冨岡　文也 山内商工㈱ 2 福田　隼輔 山口県信用農業協同組合連合会

3 樽本　省吾 広島県警 3 村中　拓也 一般社団法人　山口県トラック協会

4 冨田　恭平 （社福）それいゆの会　いしうちの森 4 伊藤　晴奎 聖泉大学 ○
5 山崎　　隼 広島県警 5 原田　克彦 株式会社カワトTPC

6 奥田　泰之 野坂中学校（教） 6 梶間　　智 （株）総合資格　広島校

7 藤田　真将 府中町消防本部 7 弘中　翔太 株式会社ビルマックス

⑧ 福田　拓未 日本調理機㈱ ⑧ 山城　嘉大 山口県立華陵高等学校（教）

9 堀　　直樹 （株）ライフケア 9 弘中　和也 株式会社ビルマックス

10 小林　春人 天理大学 ○ 10 谷光　未有 明治大学
11 萩塚　　拓 山梨学院大学 ○ 11 藤本　尭良 山梨学院大学 ○
12 田川　和希 福井工業大学 ○ 12 篠崎　裕史 山口県立田布施総合支援学校（教）

13 南　　雄大 聖泉大学 ○ 13 末廣　結人 聖泉大学 ○
14 山崎　雄介 ㈱ザメディアジョン 14 堀川　健太郎 （株）マツダ
15 木原　慧之 ㈱シモジマ　　かっぱ橋店 15 畠山　拓人 聖泉大学 ○
16 立野　孝一 聖泉大学 ○ 16 小野　太悟 聖泉大学 ○
17 井上　真志 聖泉大学 ○ 17 桑原　良平 医療法人三鳩会吉田整形外科

18 小西　優希 福井工業大学 ○ 18 川本　哲実 山梨学院大学 ○

広島県 山口県

参加監督　・　選手名簿

成年男子
○印は主将

鳥取県 島根県 岡山県

No 氏名 所属
ふる
さと No 氏名 所属

ふる
さと No 氏名 所属

ふる
さと

監督（兼任） 加賀田　知江 八頭町役場 監督 米田　貴弘 有限会社米田住設 監督 平尾　　豊 赤磐市スポーツ振興課

1 木下　美咲 立命館大学 ○ 1 松原　由紀 中京大学 ○ 1
② 小村　彩華 （株）山陰合同銀行 2 内田　めぐみ コカ・コーラウエストセールスサポート株式会社 2 小林　彩花 無職
3 松田　明日香 関西学院大学 ○ 3 小早川　理奈 東海学院大学 ○ 3 北井　　希 赤磐市立磐梨中学校（教）

4 山根　麻衣子 立命館大学 ○ 4 若月　　舞 関西学院大学 ○ 4
5 小林　愛実 天理大学 ○ 5 伊藤　奈都 天理大学 ○ 5 福山　順子 倉敷市立福田中学校（教）

6 中村　純子 中京大学 6 早戸　美優 天理大学 ○ 6 保都　香織 専門学校岡山ビジネスカレッジ

7 白間　百華 関西学院大学 ○ ⑦ 荒川　千尋 立命館大学 ○ ⑦ 安原　　南 立命館大学 ○
8 岸本　玲菜 アート引越センター 8 青戸　　萌 天理大学 ○ 8 小野田　媛菜 立命館大学 ○
9 松元　望美 鳥取大学 9 小笹　凪彩 関西学院大学 ○ 9 田渕亜　沙未 川崎医療福祉大学

10 坂上　美奈 関西大学大学院 10 渡部　楓加 聖泉大学 ○ 10 安部　海梨 岡山理科大学専門学校

11 市場　仁美 社会福祉法人敬仁会ル・サンテリオン東郷 11 三島　結花 東海学院大学 ○ 11 山﨑　彩乃 ノートルダム清心女子大学

12 植田　美貴 鳥取市立病院 12 安達　あすか 天理大学 ○ 12 西山　　文 無職
13 梅木　千恵美 （株）エバーグリーン 13 青木　珠美 東海学院大学 ○ 13 沖原　佳乃 天理大学 ○
14 尾﨑　敦子 医療法人さとに田園クリニック 14 小早川　志穂 東海学院大学 ○ 14 森本　幸那 岡山医療福祉専門学校

15 清水　ゆかり 八頭町役場 15 山田　花絵 聖泉大学 ○ 15 佐藤　史菜 聖泉大学 ○
16 加賀田　知江 八頭町役場 16 小笹　夏実 関西学院大学 ○ 16
17 大麻　由利花 鳥取県立歯科衛生専門学校 17 長谷川　和 中京大学 ○ 17
18 田中　美帆 鳥取短期大学 18 牛尾　朱里 KOSモバイル株式会社 18

No 氏名 所属
ふる
さと No 氏名 所属

ふる
さと

監督 古賀　明子 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 監督 森重　祐輔 山口県ホッケー協会

1 前田　彩花 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 1 志波　風花 下関理容美容専門学校

2 錦織　えみ ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 2 松中　はるな （公財）山口県体育協会

3 江村　佳歩 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) ③ 岡本　花菜子 社会福祉法人　暁会

4 齋藤　明日香 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 4 岡屋　美咲 株式会社　オージス

5 田中　泉樹 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 5 國廣　美幸 山口県庁
⑥ 金藤　祥子 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 6 阿野　菜々花 東京農業大学 ○
7 三橋　亜記 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 7 原田千　愛 関西学院大学 ○
8 中尾　明日香 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 8 金子　　雅 東京農業大学 ○
9 平原　萌子 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 9 藤田　明花 大阪体育大学 ○
10 湯田　葉月 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 10 武島　麗菜 聖泉大学 ○
11 松本　夏波 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 11 原川　千尋 山口市立平川幼稚園（教）

12 中村　瑛香 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 12 宮倉　麻衣 関西学院大学 ○
13 佐藤　　圭 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 13 藤村　悠加 山口コアカレッジ

14 浅井　悠由 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 14 村岡　愛美 中京大学 ○
15 大田　昭子 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 15 井上　夏実 梅光学院大学
16 藤井　美沙 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 16 道中　優依 中京大学 ○
17 辻井　紫歩 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 17 古谷　柚羽 山口合同ガス
18 藤林　千子 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 18 奥山　菜月 山口県ホッケー協会

広島県 山口県

参加監督　・　選手名簿

成年女子
○印は主将

鳥取県 島根県 岡山県

田渕　亜沙未

－ 6－ － 7－



No 氏名 所属 No 氏名 所属 No 氏名 所属
監督 尾﨑　孝明 鳥取県立八頭高等学校（教） 監督 伊藤　直登 島根県立横田高等学校（教） 監督 妹尾　裕介 岡山県立瀬戸南高等学校

1 垣屋　　仁 鳥取県立八頭高等学校 1 若月　一生 島根県立横田高等学校 1 山口　和希 岡山県立瀬戸高等学校

② 道端　　良 鳥取県立八頭高等学校 2 佐伯　尚憲 島根県立横田高等学校 2 渡辺　　翔 岡山県立瀬戸高等学校

3 中口　騰真 鳥取県立八頭高等学校 3 二澤　未来也 島根県立横田高等学校 3 金子　将輝 岡山県立瀬戸高等学校

4 毛利　真也 鳥取県立八頭高等学校 4 横山　夏輝 島根県立横田高等学校 4 秋山　稀平 岡山県立瀬戸高等学校

5 平木　創大 鳥取県立八頭高等学校 5 糸原　佳汰 島根県立横田高等学校 5 西村　和真 岡山県立瀬戸高等学校

6 小林　凱皇 鳥取県立八頭高等学校 6 山﨑　和樹 島根県立横田高等学校 ⑥ 山岡　昌靖 岡山県立瀬戸南高等学校

7 安部　優真 鳥取県立八頭高等学校 7 小早川　仁人 島根県立横田高等学校 7 和氣　琉聖 岡山県立瀬戸南高等学校

8 津村　海斗 鳥取県立八頭高等学校 ⑧ 石原　貴幸 島根県立横田高等学校 8 皆木　楓哉 岡山県立瀬戸南高等学校

9 池ノ内　拓磨 鳥取県立八頭高等学校 9 田中　玲也 島根県立横田高等学校 9 濱井　敦睴 岡山県立瀬戸南高等学校

10 山中　基矢 鳥取県立八頭高等学校 10 松島　貴也 島根県立横田高等学校 10 五勝出　知宜 岡山県立瀬戸高等学校

11 川上　雅大 鳥取県立八頭高等学校 11 和久利　竜生 島根県立横田高等学校 11 志茂　遼真 岡山県立瀬戸高等学校

12 足立　脩斗 鳥取県立八頭高等学校 12 藤原　陸人 島根県立横田高等学校 12 楢嵜　駿都 岡山県立瀬戸高等学校

13 佐藤　瑠星 鳥取県立八頭高等学校 13 枝木　　基 島根県立横田高等学校 13 玉井　秋哉 岡山県立瀬戸南高等学校

14 井上　皓介 鳥取県立八頭高等学校 14 加村　廣幸 島根県立横田高等学校 14 岸本　英佑 岡山県立瀬戸高等学校

15 中西　星陽 鳥取県立八頭高等学校 15 安田　薫平 島根県立横田高等学校 15 安田　優平 岡山県立瀬戸高等学校

16 安部　友哉 鳥取県立八頭高等学校 16 吉田　嶺央 島根県立横田高等学校 16 杉山　塁威 岡山県立瀬戸高等学校

17 中嶌　直人 鳥取県立八頭高等学校 17 佐伯　郁海 島根県立横田高等学校 17 濱井　理睴 岡山県立瀬戸南高等学校

18 西尾　颯馬 鳥取県立八頭高等学校 18 松原　良樹 島根県立横田高等学校 18 大森　一輝 岡山県立瀬戸南高等学校

No 氏名 所属 No 氏名 所属
監督 百崎　充洋 山陽学園　山陽高等学校（教） 監督 東　　　敬 岩国市立玖珂中学校（教）

1 森本　康介 山陽学園　山陽高等学校 1 庄司　一晟 山口県立高森高等学校

2 中野　可惟 山陽学園　山陽高等学校 ② 中村　海斗 山口県立高森高等学校

③ 中島　　匠 山陽学園　山陽高等学校 3 豊田　隼大 山口県立高森高等学校

4 中島　響希 山陽学園　山陽高等学校 4 児玉　大和 山口県立高森高等学校

5 貴舩　大和 山陽学園　山陽高等学校 5 関本　哲太 山口県立高森高等学校

6 樽本　洸征 山陽学園　山陽高等学校 6 村岡　郁弥 山口県立高森高等学校

7 衛藤　　凛 山陽学園　山陽高等学校 7 三奈木　亮汰 山口県立高森高等学校

8 西田　竜也 山陽学園　山陽高等学校 8 前田　真之介 山口県立高森高等学校

9 原　　翔馬 山陽学園　山陽高等学校 9 田村　　渉 山口県立高森高等学校

10 長門　智哉 山陽学園　山陽高等学校 10 佐川　　礼 山口県立高森高等学校

11 奥本　康太郎 山陽学園　山陽高等学校 11 高木　大地 山口県立高森高等学校

12 金村　隆太 山陽学園　山陽高等学校 12 山本　塁衣 聖光高等学校
13 吉岡　克哉 山陽学園　山陽高等学校 13 奈良原　亮大 山口県立高森高等学校

14 山崎　勇星 山陽学園　山陽高等学校 14 河村　颯真 山口県立高森高等学校

15 山本　健瑠 山陽学園　山陽高等学校 15 中山　翔太 山口県立華陵高等学校

16 西浦　賢一 山陽学園　山陽高等学校 16
17 米澤　柊斗 山陽学園　山陽高等学校 17
18 梅山　廣翔 山陽学園　山陽高等学校 18

広島県 山口県

参加監督　・　選手名簿

少年男子
○印は主将

鳥取県 島根県 岡山県

－ 8－ － 9－



No 氏名 所属 No 氏名 所属 No 氏名 所属
監督 尾﨑　孝明 鳥取県立八頭高等学校（教） 監督 伊藤　直登 島根県立横田高等学校（教） 監督 妹尾　裕介 岡山県立瀬戸南高等学校

1 垣屋　　仁 鳥取県立八頭高等学校 1 若月　一生 島根県立横田高等学校 1 山口　和希 岡山県立瀬戸高等学校

② 道端　　良 鳥取県立八頭高等学校 2 佐伯　尚憲 島根県立横田高等学校 2 渡辺　　翔 岡山県立瀬戸高等学校

3 中口　騰真 鳥取県立八頭高等学校 3 二澤　未来也 島根県立横田高等学校 3 金子　将輝 岡山県立瀬戸高等学校

4 毛利　真也 鳥取県立八頭高等学校 4 横山　夏輝 島根県立横田高等学校 4 秋山　稀平 岡山県立瀬戸高等学校

5 平木　創大 鳥取県立八頭高等学校 5 糸原　佳汰 島根県立横田高等学校 5 西村　和真 岡山県立瀬戸高等学校

6 小林　凱皇 鳥取県立八頭高等学校 6 山﨑　和樹 島根県立横田高等学校 ⑥ 山岡　昌靖 岡山県立瀬戸南高等学校

7 安部　優真 鳥取県立八頭高等学校 7 小早川　仁人 島根県立横田高等学校 7 和氣　琉聖 岡山県立瀬戸南高等学校

8 津村　海斗 鳥取県立八頭高等学校 ⑧ 石原　貴幸 島根県立横田高等学校 8 皆木　楓哉 岡山県立瀬戸南高等学校

9 池ノ内　拓磨 鳥取県立八頭高等学校 9 田中　玲也 島根県立横田高等学校 9 濱井　敦睴 岡山県立瀬戸南高等学校

10 山中　基矢 鳥取県立八頭高等学校 10 松島　貴也 島根県立横田高等学校 10 五勝出　知宜 岡山県立瀬戸高等学校

11 川上　雅大 鳥取県立八頭高等学校 11 和久利　竜生 島根県立横田高等学校 11 志茂　遼真 岡山県立瀬戸高等学校

12 足立　脩斗 鳥取県立八頭高等学校 12 藤原　陸人 島根県立横田高等学校 12 楢嵜　駿都 岡山県立瀬戸高等学校

13 佐藤　瑠星 鳥取県立八頭高等学校 13 枝木　　基 島根県立横田高等学校 13 玉井　秋哉 岡山県立瀬戸南高等学校

14 井上　皓介 鳥取県立八頭高等学校 14 加村　廣幸 島根県立横田高等学校 14 岸本　英佑 岡山県立瀬戸高等学校

15 中西　星陽 鳥取県立八頭高等学校 15 安田　薫平 島根県立横田高等学校 15 安田　優平 岡山県立瀬戸高等学校

16 安部　友哉 鳥取県立八頭高等学校 16 吉田　嶺央 島根県立横田高等学校 16 杉山　塁威 岡山県立瀬戸高等学校

17 中嶌　直人 鳥取県立八頭高等学校 17 佐伯　郁海 島根県立横田高等学校 17 濱井　理睴 岡山県立瀬戸南高等学校

18 西尾　颯馬 鳥取県立八頭高等学校 18 松原　良樹 島根県立横田高等学校 18 大森　一輝 岡山県立瀬戸南高等学校

No 氏名 所属 No 氏名 所属
監督 百崎　充洋 山陽学園　山陽高等学校（教） 監督 東　　　敬 岩国市立玖珂中学校（教）

1 森本　康介 山陽学園　山陽高等学校 1 庄司　一晟 山口県立高森高等学校

2 中野　可惟 山陽学園　山陽高等学校 ② 中村　海斗 山口県立高森高等学校

③ 中島　　匠 山陽学園　山陽高等学校 3 豊田　隼大 山口県立高森高等学校

4 中島　響希 山陽学園　山陽高等学校 4 児玉　大和 山口県立高森高等学校

5 貴舩　大和 山陽学園　山陽高等学校 5 関本　哲太 山口県立高森高等学校

6 樽本　洸征 山陽学園　山陽高等学校 6 村岡　郁弥 山口県立高森高等学校

7 衛藤　　凛 山陽学園　山陽高等学校 7 三奈木　亮汰 山口県立高森高等学校

8 西田　竜也 山陽学園　山陽高等学校 8 前田　真之介 山口県立高森高等学校

9 原　　翔馬 山陽学園　山陽高等学校 9 田村　　渉 山口県立高森高等学校

10 長門　智哉 山陽学園　山陽高等学校 10 佐川　　礼 山口県立高森高等学校

11 奥本　康太郎 山陽学園　山陽高等学校 11 高木　大地 山口県立高森高等学校

12 金村　隆太 山陽学園　山陽高等学校 12 山本　塁衣 聖光高等学校
13 吉岡　克哉 山陽学園　山陽高等学校 13 奈良原　亮大 山口県立高森高等学校

14 山崎　勇星 山陽学園　山陽高等学校 14 河村　颯真 山口県立高森高等学校

15 山本　健瑠 山陽学園　山陽高等学校 15 中山　翔太 山口県立華陵高等学校

16 西浦　賢一 山陽学園　山陽高等学校 16
17 米澤　柊斗 山陽学園　山陽高等学校 17
18 梅山　廣翔 山陽学園　山陽高等学校 18

広島県 山口県

参加監督　・　選手名簿

少年男子
○印は主将

鳥取県 島根県 岡山県

No 氏名 所属 No 氏名 所属 No 氏名 所属
監督 矢澤　光介 鳥取県立八頭高等学校（教） 監督 恩田　賢二 島根県立横田高等学校（教） 監督 橋本　百代 岡山県立瀬戸高等学校（教）

1 澤田　侑束 鳥取県立八頭高等学校 1 前田　美結 島根県立横田高等学校 1 花井　里帆 岡山県立瀬戸高等学校

2 濵本　妃奈 鳥取県立八頭高等学校 ② 恩田　　歩 島根県立横田高等学校 2 佐倉　日茉里 岡山県立瀬戸南高等学校

3 木村　美詩乃 鳥取県立八頭高等学校 3 飛田　優香 島根県立横田高等学校 3 福島　菜々 岡山県立瀬戸高等学校

4 岸本　優理菜 鳥取県立八頭高等学校 4 北村　優佳 島根県立横田高等学校 4 北浦　来夢 岡山県立瀬戸南高等学校

⑤ 田中　麻結 鳥取県立八頭高等学校 5 山田　さくら 島根県立横田高等学校 ⑤ 中溝　美紀 岡山県立瀬戸高等学校

6 岡垣　汐莉 鳥取県立八頭高等学校 6 大塚　美季 島根県立横田高等学校 6 常次　莉凪 岡山県立瀬戸南高等学校

7 安田　陽香 鳥取県立八頭高等学校 7 三島　萌香 島根県立横田高等学校 7 西崎　千莉 岡山県立瀬戸高等学校

8 山﨑　千緒 鳥取県立八頭高等学校 8 藤原　優花 島根県立横田高等学校 8 中山　野乃花 岡山県立瀬戸高等学校

9 大川　愛友 鳥取県立八頭高等学校 9 藤原　藍花 島根県立横田高等学校 9 上月　美槻 岡山県立瀬戸南高等学校

10 寺谷　深玖 鳥取県立八頭高等学校 10 磯田　夢香 島根県立横田高等学校 10 石野　七帆 岡山県立瀬戸南高等学校

11 中口　美羽 鳥取県立八頭高等学校 11 長谷川　美優 島根県立横田高等学校 11 山岡　まりあ 岡山県立瀬戸南高等学校

12 馬渕　愛子 鳥取県立八頭高等学校 12 品玉　結生 島根県立横田高等学校 12 岸田　未来 岡山県立瀬戸南高等学校

13 河原　希美 鳥取県立八頭高等学校 13 森山　ほのか 島根県立横田高等学校 13 野尻　晴奈 岡山県立瀬戸南高等学校

14 山下　日菜子 鳥取県立八頭高等学校 14 萩塚　　菜 島根県立横田高等学校 14 中原　未夢 岡山県立瀬戸南高等学校

15 團野　亜耶 鳥取県立八頭高等学校 15 千原　明音 島根県立横田高等学校 15 政狩　有沙 岡山県立瀬戸南高等学校

16 安藤　彩夏 鳥取県立八頭高等学校 16 佐伯　陽菜 島根県立横田高等学校 16 梅谷　咲希 岡山県立瀬戸高等学校

17 岡垣　　空 鳥取県立八頭高等学校 17 松﨑　美紗 島根県立横田高等学校 17 友光　里奈 岡山県立瀬戸高等学校

18 田中　すず 鳥取県立八頭高等学校 18 長谷川　星 島根県立横田高等学校 18 友次　愛結 岡山県立瀬戸南高等学校

No 氏名 所属
監督 堀池　　潤 山口県立西京高等学校（教）

1 長冨　栄里 山口県立西京高等学校

2 温品　春香 山口県立華陵高等学校

3 秋本　圭子 山口県立西京高等学校

4 海磯　実里 山口県立西京高等学校

⑤ 野村　愛香 山口県立西京高等学校

6 藤本　雪乃 山口県立西京高等学校

7 長廣　美生 山口県立西京高等学校

8 中村　　滴 山口県立西京高等学校

9 岩武　亜弥 山口県立西京高等学校

10 吉野　夏純 山口県立西京高等学校

11 藤井　佐羽 山口県立西京高等学校

12 石村　みづほ 山口県立西京高等学校

13 阿野　優里花 山口県立西京高等学校

14 田中　美優 山口県立華陵高等学校

15 倉重　海来 山口県立西京高等学校

16 山本　歩奈 山口県立西京高等学校

17 石田　聡来 山口県立西京高等学校

18 岩本　みゆ 山口県立西京高等学校

山口県

参加監督　・　選手名簿

少年女子
○印は主将

鳥取県 島根県 岡山県
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