
№　1

競技種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

斉藤　樹 門谷昇星 渡部　翔 吉地颯太 井上創亮 大矢峻輔 堀　汐音 牧原和史
（開星） （開星） （松江商業） （明誠） （松江南） （大社） （大社） （益田東）
斉藤　樹 松浦大雅 渡部　翔 門谷昇星 吉地颯太 牧原和史 新井裕太 久代逸心
（開星） （開星） （松江商業） （開星） （明誠） （益田東） （矢上） （松江西）

松浦大雅 飛田　陸 久代逸心 山根悠介 中尾彪聖 森田光典 井上陽成 野津直哉
（開星） （開星） （松江西） （松江北） （大社） （松江高専） （情報科学） （大社）
木佐亮太 黒石隆博 嘉本容己 金川岳史 廣瀬颯太 新井伊織 杉原雄大 川本　周
（出雲） （石見智翠館） （松江南） （大社） （益田） （矢上） （益田） （出雲）
黒石隆博 毛利林太郎 志食隆希 田原匠真 嘉本容己 直良聖也 佐野泰斗 濱村祐成

（石見智翠館） （明誠） （平田） （平田） （松江南） （平田） （平田） （明誠）
尾林恒星 志食隆希 勝部　遼 毛利林太郎 田原匠真 福島康太 直良聖也 布野雅也
（平田） （平田） （明誠） （明誠） （平田） （平田） （平田） （平田）
堀　汐音 山本俊介 外野晴琉 秦　伸成 園山天志 長岡　匠
（大社） （大社） （出雲） （大社） （開星） （島根中央）
森田光典 山根悠介 新田貴也 外野晴琉 鐘築　識 南木　涼 周藤拓海

（松江高専） （松江北） （出雲農林） （出雲） （出雲） （大社） （大社）
尾林恒星 佐々木一哲 大庭一心 上田匠己 平岡七斗 中尾歩夢 村上大登 河内　径
（平田） （平田） （益田東） （明誠） （明誠） （出雲） （平田） （津和野）
安部暖人 末田優人 吉迫大成 塚田楓也

（島根中央） （明誠） （島根中央） （島根中央）

開星 明誠 大社 松江商業 出雲 益田東 大田 平田

大社 開星 松江北 明誠 平田 矢上 出雲農林 津和野

鳥屋尾優介 嘉本悠利 泉　颯人 宮村彪芽 黒田優太朗 中川碧志 加藤紳磨
（大社） （出雲農林） （石見智翠館） （明誠） （平田） （松江西） （出雲農林）
土江真翔 尾﨑将矢 米山瑛人 吉川優斗 山岡大晟 増原永人 矢野成唯 山﨑友大
（大社） （大社） （大社） （三刀屋） （松江高専） （大社） （松江農林） （開星）
豊田亮介 広瀬　陸 福田　翼 永岡勇次郎 千代延源太 須藤広征 川上翔也 泉　隼斗
（明誠） （大社） （大社） （大社） （明誠） （石見智翠館） （出雲） （石見智翠館）

永岡勇次郎 広瀬　陸 磯田勇人 日野竜汰 鶴石悠斗 周藤悠人
（大社） （大社） （出雲農林） （出雲） （大田） （大社）
青木竜斗 三原友大 坂本千斗 三上純真 安田博人 本間怜緒 勝部侑輝 藤原侑真
（明誠） （大社） （大社） （島根中央） （大社） （出雲商業） （松江西） （松江工業）
富田陸斗 山之内武威 武田朋樹 安田博人 安永琉星 福田悠喜 勝部侑輝 青木竜斗

（松江工業） （大社） （松江工業） （大社） （益田） （大社） （松江西） （明誠）
富田陸斗 武田朋樹 山之内武威 藤江梨旺

（松江工業） （松江工業） （大社） （大社）
勝部正樹 大屋颯太 福田悠喜 本間怜緒 嘉藤和真 三原友大 森山広大① 永原　匠
（出雲） （石見智翠館） （大社） （出雲商業） （松江北） （大社） （大社） （松江西）
森山　凛 持田かのん 内部百笑 金子　継 村上玉藻 藤原珠稀 榊原そら
（明誠） （松江北） （明誠） （矢上） （明誠） （大社） （石見智翠館）
森山　凛 持田かのん 金子　継 藤原珠稀 内部百笑 山尾美来 松村　愛 榊原そら
（明誠） （松江北） （矢上） （大社） （明誠） （明誠） （大社） （石見智翠館）
渡部鈴夏 日原穂乃花 宮原日菜 松村　愛 吉本千夏 原　成美 日高知伽
（開星） （明誠） （開星） （大社） （松江商業） （平田） （矢上）
渡部鈴夏 日原穂乃花 宮原日菜 小笠原彩乃 三明里帆 佐々木麻由乃 藤森はな 日高知伽
（開星） （明誠） （開星） （松江北） （出雲農林） （明誠） （出雲農林） （矢上）

今岡宥莉香 松原のどか 来間美月 福間涼子 今岡英莉南 田辺　心 土江莉子 石田紗愛
（平田） （平田） （平田） （平田） （益田東） （平田） （開星） （益田東）

今岡宥莉香 松原のどか 福間涼子 来間美月 今岡英莉南 田辺　心 角　桃子 石田紗愛
（平田） （平田） （平田） （平田） （益田東） （平田） （平田） （益田東）
福本智帆 上木杏香音 松本春佳 中村寧々 錦織玲菜 藤原未歩 須田　葵
（大社） （矢上） （出雲） （大社） （開星） （横田） （平田）
松本春佳 錦織玲菜 神田早紀 上木杏香音 阿川水希
（出雲） （開星） （大社） （矢上） （出雲）
宮原　愛 玉木千遥
（大田） （出雲）

４×１００ｍＲ 明誠 松江北 大社 矢上 出雲 出雲商業 横田

４×４００ｍＲ 明誠 開星 大社 松江北 矢上 出雲

三浦かおり 伊藤愛菜 森脇千智 藤江莉菜 米原美洸 増原帆花
（松江北） （大社） （矢上） （大社） （大社） （出雲）
五嶋美月 上原佑月 古谷花鈴
（大社） （大社） （大社）
山本彩花 野口月華 村上玉藻 井田瑠杏 原　心海 大崎琴葉 永沼里帆 高畑知帆
（大社） （島根中央） （明誠） （大社） （出雲農林） （明誠） （横田） （大社）
野口月華 松浦千春 北村未来 原　心海

（島根中央） （大社） （大社） （出雲農林）
尾添和奏 植木恵美里 吉村由唯
（明誠） （大社） （明誠）
牛尾結香 佐野陽菜 吉岡野々実 玉木咲良 谷口愛音
（大社） （松江工業） （明誠） （松江工業） （横田）
湯本真未 尾添和奏 荒川桜来 萩本晴与 水津悠咲 谷口愛音 大谷　萌
（開星） （明誠） （出雲商業） （立正大淞南） （益田翔陽） （横田） （益田翔陽）
佐野陽菜 牛尾結香 玉木咲良

（松江工業） （大社） （松江工業）
石原碧衣 杠　瑞穂 木村心春 住田七海
（開星） （開星） （開星） （開星）
石原碧衣 杠　瑞穂 木村心春
（開星） （開星） （開星）
石原碧衣 杠　瑞穂 安田小桜
（開星） （開星） （開星）

男 大社 松江農林 出雲西 情報科学

女 大社 松江農林 出雲商業 出雲

森山颯志 堤　悠介 福間大晴 金築　樹 森脇章太 佐藤大翼 花田大知 長谷川快利
（大社） （大社） （大社） （大社） （大社） （横田） （出雲工業） （出雲商業）
宮本もえ 日野あゆみ 宮前琴羽 清水優香 福田うみ 松浦　茜 増田　希 岡田日菜乃
（大社） （大東） （大社） （大社） （大社） （松江農林） （浜田） （情報科学）

男 大社 浜田水産 出雲 松江工業

女 出雲 松江商業 松江北 大田

原　量紀 江木勝矢 中島竜馬 加藤　柊 宮廻洸兵
（大社） （浜田水産） （益田翔陽） （浜田水産） （松江工業）
山崎百恵 安田和佳 多久和彩加 持田紗那 嶽　明里
（大田） （出雲） （松江商業） （出雲） （益田東）

(県総体代替大会14競技）
　　　　　　　　　　　　　　　　島根県高等学校夏季体育大会　　成績一覧　　
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№　2
競技種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

西　郁弥 宮村太一 新沖和也
(開星） (出雲西） (益田東）

髙山雄揮 新藤　海 大之木隆伸 田崎伊吹
(出雲西） (益田東） (益田東） (出雲西）
藤田拓夢 森山渉央 田窪育明 戸倉　猛
(開星） (平田） (開星） (平田）
南波　魁 船越泰晴 小林壮太 木村春輝
(開星） (開星） (出雲西） (開星）

南波大成 加藤龍太 森　駿哉 岡田昌樹
(開星） (出雲西） (出雲西） (出雲西）

福田大和 福間雅哉 寺田智哉 岡　竜之介
(平田） (開星） (開星） (出雲工業）

畝本伊吹 要戸一颯 富田　兆 大田奎冴
(開星） (平田） (開星） (平田）

田中のん 上林　想
(出雲西） (益田東）
片石夏希
(出雲西）
小幡心里 伊野朝陽 藤原亜美
(出雲西） (出雲） (出雲西）
居石夏乃
(邇摩）

川上めい 有馬里菜 原　夢華 引野仁絵
(出雲西） (浜田） (松江農林） (出雲西）

男 出雲工業 松江南

女 出雲工業 大東

坂根諒哉 秋好優斗 佐々木瑠尉 渡部　輪 高橋　要 山崎裕太 梅木雄琉 渡部麻尋
（出雲西） （津和野） （出雲工業） （松江南） （大東） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業）
足立優未花 足立未羽 遠藤千加 伊達このか 石原咲希 大田侑依 糸賀　香 玉木卯月
（松江市女） （松江市女） （大東） （松江南） （大東） （松江南） （出雲工業） （出雲工業）

軟 式 野 球
(7/24)

男 浜田 隠岐島前

Aﾌﾞﾛｯｸ 松江東 松江工業

Bﾌﾞﾛｯｸ 松江西 松江北

Aﾌﾞﾛｯｸ 松徳学院 安来

Bﾌﾞﾛｯｸ 松江商業 松江東

男 出雲北陵 三刀屋 大社 出雲商業

女 出雲北陵 出雲商業 大社 出雲

男 浜田商業 浜田 益田翔陽 島根中央

女 明誠 矢上 益田翔陽 浜田

松江高専 安来 松江工業 松江西

吉賀 江津工業 益田 浜田

松江・隠岐地区 安来 松江南 松江商業 松江農林

大社 出雲農林 平田 大東

大田 石見智翠館 津和野 吉賀

男 飯南 江津 松江南 松江東 松江工業 浜田水産

女 江津 松江南 松江市女 松江東 浜田水産

男 三刀屋 安来

女 大東 三刀屋 江津 出雲商業

男

女 安来 松江南 松江西 石見智翠館

上田・大庭 永瀬・糸賀 山品・高田 恩田・深田 下隅・渡辺
（松江工業） （出雲） （松江工業） （松江工業） （大田）

松浦・永海 板垣・三上 内田・中村 野津・木谷 酒井・今田 渋野・井寺 多々納・山根 米村・田中
（松江南） （大社） （安来） （松江南） （浜田） （大田） （安来） （松江西）
藤原大二朗 遠藤駿斗 池田一稀 川井誠司
（安来） （安来） （安来） （安来）
坂本　源 小藤慧大 川井誠司 伊藤綾将

（松江工業） （松江工業） （安来） （安来）
藤原大二朗 景山優希 池田一稀 永田洸太郎
（安来） （松江工業） （安来） （安来）
伊藤　凛 椿　未来 藤原優月 箕浦葉月
（安来） （安来） （安来） （安来）
伊藤　凛 箕浦葉月 椿　未来 藤原優月
（安来） （安来） （安来） （安来）
加藤大雅 廣国伶斗 生駒加利也

（島根中央） （出雲農林） （出雲農林）
加藤大雅 廣国伶斗 山根くうが

（島根中央） （出雲農林） （出雲農林）
廣国・山根 加藤・塚崎 土井・原

（出雲農林） （島根中央） （出雲農林）

ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾌｫｱ 500m 出雲農林
廣国・山根・生駒・土井

小鑓亮太 行田朋晃 斎藤哲一

（島根中央） （島根中央） （島根中央）
小鑓亮太 行田朋晃 斎藤哲一

（島根中央） （島根中央） （島根中央）
斎藤・行田 佐藤・廣中 松本・端

（島根中央） （島根中央） （島根中央）

橋本茉音 橋本寧々 高橋優花
（島根中央） （出雲農林） （島根中央）
橋本茉音 原田幸音 高橋優花

（島根中央） （出雲農林） （島根中央）
橋本茉・松岡 北野・原田 高橋・加藤

（島根中央） （出雲農林） （島根中央）
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廣中・行田・小鑓・斎藤

女
子

ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ

５00m

ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ

ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ

フ ェ ン シ ン グ
(7/18 ・ 7/19)

石見地区

出雲地区

男
子

エペ

サーブル

フルーレ

バスケットﾎﾞ－ル
(7/23 ～ 7/26)

団体

団体

個人

出雲地区

石見地区

男

女

石見地区

個人　準決勝1試合、決勝は雨のため中止
鉄本・竹谷（松江工）、奥井・白築、山崎・杉本（出雲北陵）

男
子

個人

６３ｋｇ級

種目

９０ｋｇ級

５７ｋｇ級

４８ｋｇ級

ソ フ ト テ ニ ス
(7/19 ・ 7/24 ・

7/25)

カ ヌ ー
(7/19)

６０ｋｇ級

柔 道
(8/1)

ｶﾔｯｸﾍﾟｱ

フルーレ

団体

組手


