
第１回 第２回

横田芳彦 山口 河口恭子 三田尻 宮本潤 下松工業 松下美絵 三田尻
大賀宜保 山口 原田麻里 三田尻 松吉一昭 下松工業 梅本恵里 三田尻
片山大典 下松工業 岡村めぐみ 光 永野友喜 早鞆 久保山知子 宇部女子
志谷憲一 防府 豆田理恵 宇部女子 岩本琢磨 山口 伊藤麻純 光
川西章夫 岩国 笹木まどか 高水 今西健太 岩国 久保美江子 長府

第３回 第４回

岩崎雅之 下関工業 木野田恵美 光 大村繁人 下関工業 大槻真由美 宇部女子
原口裕 下関工業 本松弥生 光 永尾光一 下関工業 竹内亜紗実 宇部女子
田中一浩 早鞆 勝野彩 宇部女子 田中邦佳 大津 岡崎寛子 美鈴が丘
蜷尾祐太 宇部工業 上野美恵 宇部商業 村田雅裕 下松工業 林慶子 下関商業
富村郷司 山口 船本ゆうこ 美鈴が丘 田中聡 岩国工業 中田裕佳 宇部商業

第５回 第６回

小倉大 下関工業 岡崎寛子 美鈴が丘 隅廣敬太郎 山口 石本典子 美鈴が丘
永尾光一 下関工業 石本典子 美鈴が丘 本間功朗 山口 小川和美 美鈴が丘
京免良仁 宇部工業 濱田優吏子 慶進 高東宏明 宇部工業 角田桃子 徳山商業
藤井克幸 田布施工業 中村美穂 宇部商業 西村元臣 萩 稲葉有紀 宇部商業
清水俊和 山口 角田桃子 徳山商業 倉田洋之 西京 森山奈緒美 光

第７回 第８回

寺家村真司 岩国工業 村岡佑香 美鈴が丘 柿本直樹 岩国工業 納富美帆 長崎西
柿本直樹 岩国工業 仁島温子 美鈴が丘 朝來野貴大 岩国工業 兼頭沙樹那 長崎西
入江陽介 宇部工業 田丸桃子 慶進 大野達也 宇部 川上聖子 長崎西
太田政織 田布施工業 河田千里 長府 松本昴大 山口 森島晶子 美鈴が丘
飯田勇輔 山口 河村百恵 徳山商業 三田悠貴 宇部工業 堅畠静香 美鈴が丘

第９回 第１０回

森山貴幸 宇部工業 兼頭沙樹那 長崎西 隅廣英二 山口 笹島真由実 長崎西
岩木祐弥 宇部工業 川上聖子 長崎西 中原友 山口 藤山恵美 長崎西
山田雅之 山口 中山貴恵 長崎西 三戸義朗 宇部工業 西島知佳 長崎西
林義人 広島皆実 南部真梨子 大津 藤谷寛和 広島皆実 坪根知佳 慶進

藤井諒太郎 宇部 藤本彩子 大津 荒木僚太 長崎工業 金光未来 慶進

第１１回 第１２回

国本一人 宇部工業 北村麻衣 大津 岡村翔馬 福翔 落合千里 大津
納富智也 宇部工業 山中歩美 大津 福山剛基 福翔 村木花奈 大津
橋口祥育 山口 吉村愛美 慶進 木村真也 宇部工業 草牧すずか 大分鶴崎
野上廉人 福翔 冝喜明希 大分鶴崎 川武雅幸 山口 平田彩乃 長崎西
古原勇希 広陵 松本歩乃佳 広島観音 横山寛至 下関西 安達由依 福知山女子

宇部日報杯争奪高校バスケットボール大会　栄光の軌跡

女子 男子男子 女子
優　勝 優　勝山　　口 三 田 尻三 田 尻 下松工業

光 宇部女子下松工業 早　　鞆準優勝 準優勝
山　　口３　位 防　　府 ３　位 光宇部女子

高　　　水 岩　　国 長　　府岩　　国 ４　位４　位

優秀選手 優秀選手

女子男子 男子 女子
優　勝 優　勝光 下関工業 宇部女子下関工業

美鈴が丘準優勝 宇部女子 大　　津早　　鞆 準優勝
下関商業下松工業３　位宇部商業３　位 宇部工業

岩国工業山　　口 ４　位 宇部商業美鈴が丘４　位

優秀選手優秀選手

女子女子 男子男子
優　勝優　勝 山　　口 美鈴が丘下関工業 美鈴が丘

準優勝 準優勝宇部工業 慶進　（宇部女子） 徳山商業宇部工業
田布施工業 宇部商業宇部商業 萩３　位 ３　位

西　　京山　　口 ４　位４　位 光徳山商業

優秀選手 優秀選手

女子男子 男子女子
美鈴が丘 長 崎 西岩国工業 優　勝 岩国工業優　勝

宇　　部宇部工業 慶　　進 美鈴が丘準優勝準優勝
田布施工業 慶　　進

宇部商業

山　　口長　　府 ３　位３　位
４　位山　　口 宇部工業４　位 徳山商業

優秀選手 優秀選手

女子女子 男子男子
山　　口長 崎 西優　勝 長 崎 西宇部工業 優　勝

準優勝 準優勝 慶　　進宇部工業大津（熊本）山　　口
３　位美鈴が丘

徳山商業

広島皆実広島皆実３　位 大津（熊本）
広島観音宇　　部 長崎工業４　位４　位

優秀選手優秀選手

女子 女子男子男子
大津（熊本）宇部工業 優　勝 福　　翔優　勝 大津（熊本）

広島観音４　位 福知山女子（京都）下関西広　　陵 ４　位

優秀選手優秀選手

宇部工業慶　　進準優勝 大分鶴崎山　　口 準優勝
大分鶴崎 山　　口３　位３　位 長 崎 西福　　翔



第１３回 第１４回

福島匠 山口 本山ひとみ 県選抜・誠英 西山春平 山口 中村和泉 慶進
川武雅幸 山口 入江祐加 県選抜・宇部商 舩戸瑞貴 山口 松本愛美 慶進
上田雅也 宇部工業 中村和泉 慶進 田中光喜 宇部工業 川本美咲 長崎西
島田知毅 福翔 大塚優子 大津 小川涼太 松江西 筒井悠月 岡豊

栗原慎太朗 唐津東 福野美樹 長崎西 保見圭一郎 下松工業 門脇由莉 松江商業

第１５回 第１６回

佐々木隆成 豊浦 中田鈴香 長崎西 佐々木隆成 豊浦 尾﨑夏希 長崎西
石井悠太 豊浦 柿田更緒里 長崎西 石井悠太 豊浦 佐藤純怜 長崎西
宮本悠平 南陽工業 島津のぞみ 紫野 森　健太 宇部工業 池本朱里 慶進
小川涼太 松江西 池本朱里 慶進 佐々木慶次郎 松江西 松永ひかり 英明

二家本亮哉 宇部工業 松近亜衣莉 松江商業 小田修人 山口 山上香瑠 済美

第１７回 第１８回

山根初純 柳井 山下理帆 慶進 上田直輝 豊浦 田口　樹 長崎西
山本大輔 柳井 藤永望花 慶進 小嶋秀忠 豊浦 津田美怜 長崎西
網廣逹也 山口 井上奈々 済美 川上滝盛 福翔 長見莉奈 東海大福岡
渕上敬太 豊浦 古本紗若 英明 斎坂　稜 宇部工業 濱田侑里 英明
嶋　利樹 宇部工業 片山菜々 長崎西 久保雄太郎 広陵 松重美咲 慶進

３　位 豊　　浦 英　　明
４　位 宇部工業 長 崎 西

優秀選手

男子 女子
優　勝 柳　　井 慶　　進
準優勝 山　　口 済　　美

４　位 宇部工業 松江商業

優秀選手

優　勝 豊　　浦 長 崎 西
準優勝 南陽工業 紫　　野
３　位 松江西 慶　　進

３　位
４　位

優秀選手

男子
山　　口
宇部工業
松江西

下松工業

男子 女子

３　位 福　　翔 大津（熊本）
４　位 唐津東 長 崎 西

優秀選手

男子

慶　　進
長 崎 西
岡豊(高知)
松江商業

優　勝
準優勝

男子 女子
優　勝 山　　口 山口県選抜
準優勝 宇部工業 慶　　進

女子

４　位 山　　口 済　　美

優秀選手

女子
優　勝 豊　　浦 長 崎 西
準優勝 宇部工業 慶　　進
３　位 松江西 英　　明

３　位 宇部工業 英　　明
４　位 広　　陵 慶　　進

優秀選手

男子 女子
優　勝 豊　　浦 長 崎 西
準優勝 福　　翔 東海大福岡


