
主　管　校　　

開　催　日　　

成　　 　績　　 優勝校 本校 優勝校 本校 優勝校 本校 優勝校 本校 優勝校 本校

陸上競技 津山 5位 津山 6位 松江 5位 松江 6位 徳山 7位

バスケットボール（男子） 松江 3位 松江 3位 松江 3位 松江 4位 松江 3位

バスケットボール（女子） 大島 3位 大島 3位 松江 4位 大島 3位 大島 予選リーグ2位

バレーボール（男子） 徳山 予選リーグ3位 徳山 予選リーグ4位 徳山 予選リーグ3位 松江 予選リーグ3位 徳山 予選リーグ3位

バレーボール（女子） 松江 準優勝 大島 3位 松江 4位 松江 3位 松江 予選リーグ2位

ソフトテニス 　呉 3位 呉 予選リーグ3位 呉 予選リーグ3位 呉　 4位 呉 2位

卓球 宇部 優勝 広島 予選リーグ3位 広島 予選リーグ3位 徳山 予選リーグ3位 徳山 3位

柔道 広島 4位 広島 - 広島 予選リーグ4位 広島 - 広島 予選リーグ4位

剣道 大島 3位 津山 7位 大島 7位 大島 5位 津山 8位

宇部 宇部 徳山 呉 徳山

呉 大島 宇部 松江 宇部

水泳 米子 4位 徳山 - 徳山 5位 徳山 3位 徳山 4位

硬式野球 米子 1回戦敗退 徳山 2回戦敗退 徳山 2位 宇部 優勝 呉 2位

松江 松江 松江 松江 宇部

呉 呉 呉 米子 松江

テニス 米子 1回戦敗退 米子 2位 米子 2位 宇部 優勝 津山 2位

ハンドボール 津山 予選リーグ3位 呉 予選リーグ3位 米子 3位 津山 3位 米子 3位

バドミントン 津山 3位 津山 2位 津山 3位 津山 予選リーグ3位 津山 3位

夏季：H16.7.9～11/7.16～18
冬季：Ｈ16.11.12～14

夏季：H17.7.8～10
冬季：H17.11.11～13

夏季：H18.7.7～9
冬季：H18.11.10～12

優勝

夏季：H14.7.19～21
冬季：H14.11/8～10

夏季：H15.7.18～20
冬季：H15.11.7～9

２２．中国地区高等専門学校体育大会成績一覧

サッカー 優勝 優勝 優勝 予選リーグ2位

米子・松江 広島・津山・宇部 松江・徳山・呉 大島・米子・広島 津山・松江・宇部

第３８回 第３９回 第４０回 第４１回 第４２回

ラグビー 1回戦敗退 1回戦敗退 Aパート準優勝 Ａパート準優勝 優勝



主　管　校　　

開　催　日　　

成　　 　績　　 優勝校 本校 優勝校 本校 優勝校 本校 優勝校 本校 優勝校 本校

陸上競技 松江 5位 松江 4位 松江 7位 呉 5位 松江 6位

バスケットボール（男子） 松江 2位 松江 2位 松江 4位 松江 3位 松江 2位

バスケットボール（女子） 大島 予選リーグ3位 大島 2位 松江 3位 宇部 優勝 米子 4位

バレーボール（男子） 徳山 予選リーグ3位 徳山 予選リーグ4位 徳山 3位 松江 予選リーグ3位 徳山 予選リーグ4位

バレーボール（女子） 松江 予選リーグ3位 広島 予選リーグ4位 広島 予選リーグ5位 広島 予選リーグ3位 大島 予選リーグ3位

ソフトテニス 呉 4位 宇部 優勝 松江 2位 呉 4位 呉 2位

卓球 徳山 3位 徳山 3位 米子 予選リーグ3位 徳山 3位 広島 3位

柔道 広島 予選リーグ4位 広島 予選リーグ3位 広島 予選リーグ4位 呉 予選リーグ4位 呉 予選リーグ4位

剣道 大島 8位 呉 8位 大島 8位 呉 8位 呉 8位

徳山 広島 徳山 徳山 徳山

宇部 宇部 宇部 宇部 宇部

水泳 松江 6位 大島 3位 宇部 優勝 宇部 優勝 松江 2位

硬式野球 徳山 2位 広島 2回戦敗退 宇部 優勝 宇部 優勝 呉 1回戦敗退

宇部 宇部 宇部 宇部 宇部

米子 米子 米子 米子 津山

テニス 宇部 優勝 宇部 優勝 松江 2位 徳山 3位 徳山 2位

ハンドボール 米子 3位 米子 2位 宇部 優勝 徳山 予選リーグ3位 徳山 予選リーグ3位

バドミントン 米子 予選リーグ3位 米子 3位 米子 3位 徳山 3位 徳山 予選リーグ3位

サッカー 優勝

第４３回 第４６回 第４７回

米子・津山・広島 宇部・松江・徳山 呉・大島・米子 広島・津山・呉徳山・呉・大島

夏季：H20.7.4～6
冬季：H20.11.7～9

夏季：H21.7.3～5
冬季：H21.11.13～15

夏季：H22.7.2～4
冬季：H22.11.5～7

夏季：H23.7.8～10
冬季：H23.11.11～13

優勝 優勝 優勝

優勝優勝 優勝 優勝ラグビー 優勝

夏季：Ｈ19.7.6～8
冬季：H19.11.9～11

第４４回 第４５回

3位
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