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競技種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男 大社 横田 松江南 大東

女 大社 松江農林 大田 松江東

蔵敷望月 勝部真生 塚本理玖 松本直樹 加藤大征 前島史弥 諏訪竜馬 渋谷弥祝

(大社） (大社） (大東） (大東） (大社） (出雲） (松江南） (大社）

山根　和 宮前琴羽 水凌彩夏 山本紗久良 末葭文乃 木佐明日美 宮本もえ 垣田　綾

(大社） (大社） (松江東） (大東） (松江東） (松江東） (大社） (出雲）

男 開星 松江工業 平田 出雲西

女 明誠 平田 出雲西 浜田商業

門脇カーロ 春木史也 名原立晟 吉岡　駿

（明誠） （浜田） （平田） （開星）

藤田大翔 岡　竜之介 加藤龍汰 布野聖馬

（開星） (出雲工業） （出雲西） （松江南）

南波大成 森　駿哉 大田凱仁 大野拓巳

（開星） （出雲西） （平田） （出雲工業）

西垣紫穏 木村恒介 藤田拓夢 舩木俊輔

（開星） （松江工業） （開星） （出雲西）

田窪成将 久保田竜二 森山渉央 新井　匠

（開星） （平田） （平田） （開星）

清水颯真 高山雄揮 青山涼太 西　郁弥

（開星） （出雲西） （松江工業） （開星）

下田雄太 小田湧斗 黒崎　尊 舩木敬吾

（開星） （益田東） （平田） （出雲西）

川上めい 西村亜矢 渡部梨菜 北村海月

（出雲西） （明誠） （出雲西） （浜田商業）

山田七星 熱田晴香 新宮みゆき 居石夏乃

（出雲西） （平田） （平田） （邇摩）

藤原遥果 岡田明莉 山根奈菜 斎藤玲海

（平田） （出雲西） （出雲） （出雲西）

三浦芽瑠 松村彩加 佐々木そら 南　幸菜

（明誠） （出雲西） （松江南） （出雲西）

山口康花 吉岡夢羽可 田中のん 小川絢女

（明誠） （平田） （出雲西） （明誠）

上野紗依 遠藤乃愛 上林　想

（明誠） （明誠） （益田東）

引田朱嶺

（出雲西）

男 出雲 出雲工業 大田 益田翔陽 浜田 松江北

女 大田 出雲 松江北 横田 浜田 松江商業

江角一葉 中田敬吾 岡田春樹 宮本一輝 二瀬北斗

(松江工業） (出雲工業） (益田翔陽） (出雲） (益田翔陽）

吉田　綾 花原美夏 木下あさひ 柳楽　舞 小池彩那

(出雲） (邇摩） (大田） (浜田） (横田）

男 松江南 出雲工業 大東 松江西

女 大東 松江南

男 松江南 大東 出雲工業

女 松江南 大東

藤原竜人 坂根颯人 佐々木瑠尉 門脇ユウジ

(松江南） (松江南） (出雲工業） (大東）

金月瑠華 足立未羽 伊達このか 新田真子

（平田） (松江市女） (松江南） (大東）

秋好優斗 新森共朗 佐々木政徳 神庭彩良

(津和野） (浜田） (浜田） (松江南）

金月瑠華 足立未羽 伊達このか 武田　唯

（平田） (松江市女） (松江南） (松江南）

男 出雲北陵 松徳学院 明誠 出雲 出雲西 松江北 松江工業 出雲工業

女 明誠 出雲西 矢上 平田 松江商業 浜田 大田 出雲

原田哲多 山本駿介 山本　歩 井上友希 玄道一成 武　　凱 梶田　諒 山腰洋平

(出雲北陵） (出雲北陵） (出雲北陵） (出雲北陵） (松徳学院） (出雲北陵） (松徳学院） (出雲北陵）

郡山七海 河野凪紗 幸地萌香 岡本優莉奈 栗本結有 古川未夢羽 森岡恭加 梅森由萌香

(明誠） (明誠） (明誠） (明誠） (明誠） (明誠） (明誠） (明誠）

山本駿・山本歩 井上・武 山腰・原田 玄道・梶田 中田・多久和 加藤・浦部 平井・田尻 守田・堤

(出雲北陵） (出雲北陵） (出雲北陵） (松徳学院） (松徳学院） (松徳学院） (松江北） (松徳学院）

河野・郡山 梅森・山本 古川・竹村 木下・幸地 山﨑・椿 岡本・奥山 森岡・栗本 嘉本・佐藤

(明誠） (明誠） (明誠） (明誠） (明誠） (明誠） (明誠） (平田）

男 松江東 出雲北陵 松江西 松江工業 浜田

女 松江商業 明誠 出雲北陵 松徳学院 松江東

男 松江西 安来 松江高専 大東 松江工業 松江商業

女 安来 大社 松江農林 松江北 松江南 石見智翠館

男 飯南 江津 松江南 松江東

女 江津 松江市女 松江南 松江東

男 三刀屋 安来

女 大東 出雲商業 三刀屋 江津

男 松江工業 出雲北陵 出雲 大田 浜田 松江高専 横田 松江南

女 松江南 松江西 安来 石見智翠館 大田 出雲商業 松江北 松江農林

中村・原田 永原・津田 今岡・日野坪 鉄本・青木 奥井・落合 椋・宮西 上田・大橋 安田・白築

(松江工業） (松江南） (出雲北陵） (松江工業） (出雲北陵） (松江工業） (松江工業） (出雲北陵）

舟木・柏村 鉄本・多々納 平田・山根 山尾・西平 月森・中野 福田・平川 内田・山根 森岡・紙田

(松江西） (安来） (浜田） (大田） (出雲商業） (石見智翠館） (安来） (石見智翠館）
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女
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競技種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男 大東 松徳学院 松江商業 松江西

女 松江商業 大東 松江北 松江南

今川拓海 福田勇斗 佐野友哉 角　瑛芳 野々村拓哉 藤井大翔 多田　心 沢和浩太郎

（松徳学院） （松江西） （出雲商業） （松江商業） （松江商業） （大東） （松江北） （大東）

井田成美 水川愛梨 小山千穂 大西那実 小山紗季 槙原悠華 陶山　聖 日野優那

（松江商業） （松江商業） （大東） （松徳学院） （大東） （大東） （松江北） （大東）

船越・今川 多田・諸石 長廻・沢和 藤原・槙浦 佐野・日野 福本・福田 藤井・白根 松本・吉川

（松徳学院） （松江北） （大東） （松徳学院） （出雲商業） （松江西） （大東） （大東）

水川・井田 大西・若槻 小山・日野 小山・槙原 影山・坪井 野津・新田 陶山・瀬山 光田・石田

（松江商業） （松徳学院） （大東） （大東） （大東） （松江商業） （松江北） （松江南）

男 安来 松江工業

田中　仁 藤原大二朗 渡邊大成 松尾拓巳

(安来） (安来） (安来） (松江工業）

川村知之 梅木晃太 松尾拓巳

(松江工業） (松江工業） (松江工業）

田中　仁 藤原大二朗 影山優希

(安来） (安来） (松江工業）

津森香乃 門脇菜摘 伊藤　凛 岩崎聖奈

(安来） (安来） (安来） (安来）

門脇菜摘 津森香乃 伊藤　凛

(安来） (安来） (安来）

伊藤　凛 津森香乃 門脇菜摘

(安来） (安来） (安来）

松江東 江津工業

小野田空羽 内藤　翼 八幡治樹 藤原皓輝 西脇圭亮

(松江高専） (松江東） (松江東） (松江北） (松江東）

松江北 松江東

沖田帆海 佐田由葉 佐伯百菜 持田なほ 村松夏光

(江津工業） (松江北） (松江東） (松江北） (松江東）

鍜冶唯斗 平野駿平 池田健一 岡　孝明 平瀬　宗 松尾遥弘 角　昌樹 伊藤優輝

(松江東） (松江東） (松江東） (出雲工業） (松江東） (出雲工業） (出雲工業） (出雲工業）

小草舞佳 仁木美沙希 扇子桜野 青山桃華 野津千聖 齋藤珠羽 荒木唯奈 蔵坪ほの花

(松江東） (松江東） (松江東） (松江東） (松江東） (松江東） (松江東） (松江東）

＊陸上競技・水泳・サッカー・ボクシングは県総体成績をご確認ください。　体操・新体操・テニスは県選手権成績をご確認ください。
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