
平成１５年度　全国高校総体結果一覧 Ｎ０，１
氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　名名名名 学学学学　　　　校校校校　　　　名名名名

男　　　子
１００ｍ 安江　雄一郎 益田東 予選 10 秒 92

〃 木原　博 益田東 予選 10 秒 84
２００ｍ 原　　宏喜 大社 予選 22 秒 38
８００ｍ 津川　貴司 松江商 準決勝 1 分 57 秒 74

１，５００ｍ 津川　貴司 松江商 決勝 4 分 0 秒 56
〃 小村　章悟 出雲工 予選 3 分 58 秒 1
〃 足立　剛 出雲工 予選 3 分 56 秒 90

５，０００ｍ 小村　章悟 出雲工 予選 15 分 47 秒 3
４００ｍH 中村　紘明 松江南 準決勝 55 秒 23

〃 奥田　裕司 松江商 予選 56 秒 19
３，０００ｍSC 広田　昌也 出雲工 予選 9 分 36 秒 42
４×１００ｍR 益田東高校 準決勝 41 秒 88
４×４００ｍR 大社高校 ８８８８位位位位 決勝 3 分 17 秒 88

走幅跳 竹山　進二朗 浜田 予選　 7 ｍ 5
〃 清水　悠 松江北 予選　 6 ｍ 96

走高跳 池本　将大 松江北 ８８８８位位位位 決勝 2 ｍ 6
〃 岡田　祐木 大社 予選

三段跳 竹山　進二朗 浜田 予選 13 ｍ 63
円盤投 上田　健一 大社 予選 45 ｍ 65
砲丸投 角田　順大 大社 予選 13 ｍ 61

〃 上田　健一 大社 予選 14 ｍ 96
　　　　　　   八種競技 坂根　孟 大社 ６６６６位位位位 最終成績 点

女　　　子
２００ｍ 永田　知子 松江北 準決勝 25 秒 36
４００ｍ 永田　知子 松江北 予選　欠場

１，５００ｍ 門脇　ゆきえ 出雲商 予選 4 分 46 秒 96
１００ｍH 浅津　このみ 出雲北陵 予選 14 秒 91

〃 高山　彩 益田東 予選 15 秒 32

種種種種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目目目目 最最最最　　　　終終終終　　　　結結結結　　　　果果果果

陸陸陸陸
　　　　
　　　　
上上上上
　　　　
　　　　
競競競競
　　　　
　　　　
技技技技

記録なし

5445

〃 高山　彩 益田東 予選 15 秒 32
〃 岡　由美 大社 予選 15 秒 61

４×１００ｍR 松江北高校 予選 48 秒 93
〃 松江商業高校 予選 49 秒 37

４×４００ｍR 松江北高校 予選 3 分 57 秒 28
〃 益田高校 予選 4 分 2 秒 9

走高跳 佐々木　明菜 大社 決勝 1 ｍ 62
砲丸投 松下　紗代里 松江西 予選 11 ｍ 28
円盤投 松下　紗代里 松江西 予選 38 ｍ 90

〃 山崎　麻美子 大社 予選 33 ｍ 40
やり投 大屋　靖子 松江西 予選 40 ｍ 56

７種競技 浅津　このみ 出雲北陵 最終成績 途中棄権



平成１５年度　全国高校総体結果一覧 Ｎ０，2
氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　名名名名 学学学学　　　　校校校校　　　　名名名名

男子団体 開星高校 ３8位 135.2 点

個　　人 小川　正義 浜田 53.45 点

　　　　　　　　　　　　〃 周藤　亨  大社 53 点

　　　　　　　　　　　　〃 金田　充弘 開星 51 点

　　　　　　　　　　　　〃 福田　祐大 開星 50.8 点

　　　　　　　　　　　　〃 幸村　倫宏 開星

　　　　　　　　　　　　〃 影山　誠 開星

女子団体 大社高校 ３８位 82.225 点

個　　人 川井　瞳 大社 29.325 点

　　　　　　　　　　　　〃 太田　結 浜田 28.1 点

　　　　　　　　　　　　〃 岩本　希 浜田 28 点

　　　　　　　　　　　　〃 桑野　理奈 大社 26.45 点

　　　　　　　　　　　　〃 来間　歩 大社 25.25 点

　　　　　　　　　　　　〃 小林　まき 大社 23.7 点

女子団体 開星高校 ３5位 15.1 点

個　　人 溝口　真衣 開星 ３９位 29.8 点

男　子　　　　　団　　体 横田高校

　　　　　　　　　個　　人 三俣　大悟 出雲西 １回戦

　　　　　　　　　　　　〃 藤原　純人 横田 ３回戦

　女　子　　　　　団　　体 横田高校

　　　　　　　　　個　　人 延谷　早織 横田 ２回戦

　　　　　　　　　　　　〃 石田　枝里子 横田 ２回戦

男子団体 開星高校

        個人　　６０ｋｇ級 栗原　龍司 開星 １回戦

最最最最　　　　終終終終　　　　結結結結　　　　果果果果種種種種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目目目目

１勝１敗

対　　　　日吉ヶ丘（京都）　

予選リーグ ２敗

予選リーグ

予選リーグ　　　２敗

対　　五所川原商（青森）

対  　　　甲府商（山梨）

対　　　　高松商（香川）

対　　　　八代白百合（熊本）

体体体体
　　　　
　　　　
　　　　
操操操操

新新新新
体体体体
操操操操

剣剣剣剣
　　　　
道道道道

６６ｋｇ級 小中　勇二 浜田 ２回戦

７３ｋｇ級 宮崎　貴裕 浜田 ３回戦

ベスト１６

８１ｋｇ級 安達　孝男 開星 ４回戦

５５５５位位位位

９０ｋｇ級 花本　隼 平田 １回戦

１００ｋｇ級 尾原　智博 開星 １回戦

１００ｋｇ級超級 比南原　直貴 開星 ２回戦

女子団体 平田

男子団体 大田高校

　　　　　　　　   　個　人 林　洋士 大田

　　　　　　　　　　　　〃 河村　誠司 大社

女子団体 出雲高校

　　　　　　　　　   個　人 高垣　紘子 出雲 予選

福島　あすな 出雲

　　　                団　体 隠岐水産高校 予選

1

　　                個　人 福岡　歩 隠岐水

　　　　　　　　　　　　〃 藤田　辰徳 隠岐水 1 勝 2 敗

　　　　　　　　　　　　〃 竹谷　和也 隠岐水 1 勝 2 敗

予選

つきだし　　　明徳義塾（高知）　

決勝トーナメント進出者決定　２回戦

０勝３敗

4

決勝（射詰め）

４射中２中

　　　　　　８　　　対　　　　　９

対　　札幌山の手（北海道）

　　　　　１４　　　対　　　１５

順位なし

決勝トーナメント２回戦

大田高　　対　　久留米工大付（福岡）

対　　松本一（長野）

対　　仙台育英（宮城）

予選リーグ　　　２敗

対　　東海大翔洋（静岡）

対　　白鴎大足利（栃木）

対　　小杉（富山）

　   　　出雲高　　対　　　豊明（愛知）

予選 ４射中１中

予選 ４射中０中

決勝トーナメント２回戦

予選

柔柔柔柔
　　　　
　　　　
道道道道

弓弓弓弓
　　　　
　　　　
道道道道

相相相相
　　　　
撲撲撲撲



平成１５年度　全国高校総体結果一覧 Ｎ０，3
氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　名名名名 学学学学　　　　校校校校　　　　名名名名

男　子　団　体　組　手 立正大淞南高校 １回戦

　　　　　　　　個　人　形 福本　隆介 松江北
　　　　　　　　　　　　〃 元広　惇 立正大淞南
　　　　　　　　個人組手 佐々木　史明 立正大淞南
　 ５５５５位位位位 2 8
　　　　　　　　　　　　〃 宮本　裕己 立正大淞南

1 5
女　子　団　体　組　手 大東高校 ３回戦

1 3
　　　　　　　　個　人　形 河西　文 立正大淞南
　　　　　　　　　　　　〃 大倉　優実 大東
　　　　　　　　個人組手 河西　文 立正大淞南
　 0 2
　　　　　　　　　　　　〃 大倉　優実 大東

0 8
男子団体 出雲西高校 １回戦

2 3
個人単 山崎　真治 明誠 １回戦

1 3
　　　　　　　　　　　　〃 児玉　直之 平田 ２回戦

0 3
　　　　　　　　　　　　〃 嘉本　順文 出雲西 ２回戦

0 3
　　　　　　　　　　　　〃 黄ジン 出雲西 ３回戦

2 3
個人複 林・山崎 明誠 ２回戦

0 3
　　　　　　　　　　　　〃 嘉本・黄ジン 出雲西 ２回戦

種種種種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目目目目 最最最最　　　　終終終終　　　　結結結結　　　　果果果果
　　　　 対　　花咲徳栄（埼玉）
0　　　　　　　　　　４

予選 20.95
予選
５回戦　　　　　　　　対　　京都外大西（京都）

２回戦　　　　　　　　対　　宇都宮文星女（栃木）

20.5

20.85
20.35

２回戦　　　　　　　　対　　秀明大八千代（千葉）

１回戦　　　　　　　　対　　佐賀東（佐賀）

　　　　 対  　瓊浦（長崎）

予選
予選

　　　　　対　　れいめい（鹿児島）

空空空空
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
手手手手

卓卓卓卓
　　　　
　　　　

　　　　　対　　社若（愛知）

　　　　　対　　上宮（大阪）

　　　　　対　　実践学園（東京）

　　　　　対　　滝川二（兵庫）

　　　　　対　　愛工大名電（愛知）

　　　　　対　　清翔（岐阜）

　　　　　　　　　　　　〃 嘉本・黄ジン 出雲西 ２回戦
1 3

女子団体 明誠高校 ２回戦
2 3

個人単 中村　真由美 明誠 １回戦
1 3

　　　　　　　　　　　　〃 千崎　知絵 明誠 １回戦
2 3

　　　　　　　　　　　　〃 松浦　亜希子 松江商 ３回戦
1 3

　　　　　　　　　　　　〃 佐古　五月 明誠 ３回戦
1 3

個人複 佐古・斎藤 明誠 １回戦
0 3

　　　　　　　　　　　　〃 松浦・藤原 松江商 ２回戦
2 3

ポイントレース 小松原　明紀 出雲工 予選
４ｋｍ速度競争 塩野　孝一 出雲工 準決勝

３ｋｍｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ・ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 万代　真之 出雲工 決勝 ４分６秒２２０ 38 位
エリミネイション・レース 竹下　翔 出雲工 予選

４ｋｍﾁｰﾑ・ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 出雲工 決勝 ５分１１秒０５０ 26 位

個人ロードレース 塩野　孝一 出雲工 ２９位
小松原　明紀 出雲工 ４５位
持田　哲智 出雲工 ７５位

個人タイム・トライアル
ロードレース

男子団体 益田高校 ２０位 88.1

女子団体 益田高校 １７位 88

３時間１３分３７秒４７

３時間０分１４秒０６
３時間４分４９秒６４

竹下　翔 出雲工 ２９位 １８分５１秒９３５

登登登登
山山山山

自自自自
　　　　
転転転転
　　　　
車車車車

　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
球球球球

　　　　　対　　高松北（香川）

　　　　　対　　実践学園（東京）

　　　　　対　　鎮西学院（長崎）

　　　　　対　　市川（兵庫）

　　　　　対　　札幌大谷（北海道）

　　　　　対　　武蔵野（東京）

　　　　　対　　秀光中等教育（宮城）

　　　　　対　　武蔵野（東京）



平成１５年度　全国高校総体結果一覧 Ｎ０，4
氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　名名名名 学学学学　　　　校校校校　　　　名名名名

競   泳
男子

４００ｍ自由形 杉原　崇斗 松江南 予選
２００ｍ平泳ぎ 舟木　和俊 開星 予選

２００ｍ個人メドレー 田中　佑典 松江北 予選
２００ｍバタフライ 江角　拓也 松江東 予選

　　　　　　　　　〃 嘉本　祐己 出雲工 予選
４００ｍ個人メドレー 田中　佑典 松江北 予選

１００ｍ平泳ぎ 舟木　和俊 開星 予選 １分９秒３６
女子

４００ｍ自由形 柳楽　千秋 開星 予選
５０ｍ自由形 吉川　綾香 安来 予選

１００ｍ背泳ぎ 大国　瑶世 出雲 予選
２００ｍバタフライ 高橋　典子 大社 予選
１００ｍバタフライ 高橋　典子 大社 予選 失格

１００ｍ自由形 吉川　綾香 安来 予選
　・高飛込 又賀　由美子 松江北 １７位
　　　　　　　　　　　　〃 米原　可恵 開星 １９位
　・飛板飛込 又賀　由美子 松江北 １６位
　　　　　　　　　　　　〃 米原　可恵 開星 ２２位
男子 松江東高校 ベストベストベストベスト８８８８

72 103

13 34
19 24
23 26
17 19

女子 松江商業高校
61 82

最最最最　　　　終終終終　　　　結結結結　　　　果果果果

４回戦　　　　　　　　　対　　　能代工（秋田）

1回戦　　　　　      　対　 常葉学園（静岡）

130.71

種種種種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目目目目

水水水水
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
泳泳泳泳

ババババ
スススス
ケケケケ

ッッッッ
トトトト
ボボボボ
ーーーー

２分９秒０２

４分１４秒７１
２分２８秒３２
２分１４秒６２

２分８秒１３

４分３０秒４７
２８秒３９
１分８秒８３

４分５１秒０４

２分１６秒２８

１分　０秒９７
141.33

142.23
129.72

20 25
14 15
9 16
18 26

男子 安来高校
0 2

10 25
17 25

女子 開星高校
1 2

1 2

男子 松江工業高校
6 47

3 25
3 22

女子 松江南高校
18 41

8 21
10 20

決勝トーナメント３回戦　　対　　大村工（長崎）

１回戦　　　　　　　　 対　  洛北（京都）

敗者復活戦　　　　　対　   國學院栃木（栃木）

予選グループ戦　　　対　　島田商（静岡）

１回戦　　　　　　　　 対  　聖和女学院（長崎）

ババババ
レレレレ
ーーーー

ボボボボ
ーーーー

ルルルル

ーーーー

ルルルル

ハハハハ
ンンンン
ドドドド
ボボボボ
ーーーー

ルルルル



平成１５年度　全国高校総体結果一覧 Ｎ０，5
氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　名名名名 学学学学　　　　校校校校　　　　名名名名

男子 三刀屋高校
0 2

女子 大東高校
0 1

大社高校
1 3

1 0
0 3

男子団体 大田高校
0 2

個人単 井原　和彦 松江北
6 8

星村　純平 松江北
3 8

個人複 星村・竹下 松江北
8 9

女子団体 松江北高校
0 2

個人単 錦織　玲奈 松江北
0 8

庄司　礼絵 松江北
2 8

個人複 錦織・庄司 松江北
2 8

男子団体 安来高校 １回戦 ）
1 2

個人 赤名・松島 松江工 １回戦
1 4

鳥屋尾・藤本 出雲工 ２回戦
1 4

１回戦　　　      　　対　　  都城東（宮崎）

２回戦　　　　　　　　対    　佐賀東（佐賀）

１回戦　　　　　　　　対　　　高松中央（香川

１回戦　　　　　　　　対　　  藤島（福井）

１回戦　　　　　　　　対    　足利工大付（栃木）

１回戦　　　　　　　　対　    佐土原（宮崎）

１回戦　　　      　　対　　  飛竜（静岡）

２回戦　　　　　　　　対  　　共栄学園（東京）

ソソソソ
フフフフ
トトトト
ボボボボ
ーーーー

ルルルル

テテテテ
　　　　
ニニニニ
　　　　
スススス

ササササ

ッッッッ
カカカカ
ーーーー

種種種種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目目目目

　　　　　対　　山形中央（山形

　　　　　対　　敦賀（福井）

　　　　　対　　小高商（福島）

　　　　　対　　武相（神奈川）

１回戦　　　　　　　　対  　  仙台東（宮城）

２回戦　　　　　　　　対       園田学園（兵庫）

１回戦　　　　　　　　対   　 城南（徳島）

最最最最　　　　終終終終　　　　結結結結　　　　果果果果

小松原・今岡 松江工 ２回戦
2 4

三上・金山 安来 ２回戦
2 4

中川・永岡 松江工 ２回戦
3 4

藤原・井上 横田 ３回戦
2 4

女子団体 松江西高校 ２回戦
0 3

個人 内藤・池田 松江商 １回戦
2 4

永田・吉岡 出雲 １回戦
3 4

原谷・古志野 安来 ２回戦
2 4

高橋・長瀬 松江西 ２回戦
1 4

八幡・森脇 出雲 ３回戦
2 4

二上・坂本 江津 ３回戦
0 4

ソソソソ
フフフフ
トトトト
テテテテ
ニニニニ
スススス

　　　　　対　　三重（三重）

　　　　　対　　武相（神奈川）

　　　　　対　　豊橋中央（愛知）

　　　　　対　　高崎健康福祉大高崎（群馬）

　　　　　対　　福島明成（福島

　　　　　対　　高田商（奈良）

　　　　　対　　愛知淑徳（愛知

　　　　　対　　中村（高知）

　対　　指宿商（鹿児島）

　　　　　対　　淀之水（大阪）

　　　　　対　　淀之水（大阪）



平成１５年度　全国高校総体結果一覧 Ｎ０，6
氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　名名名名 学学学学　　　　校校校校　　　　名名名名

男子団体 松江北高校
0 3

個人単 玄行　友也 松江北
0 2

稲垣　圭介 松江工
0 2

個人複 玄行・福原 松江北
0 2

石川・森本 大東
0 2

女子団体 大東高校
0 3

個人単 三原　遥香 大東
0 2

岩田　佳菜江 大東
0 2

個人複 井田・岩田 大東
0 2

原・三原 大東

0 2

男子団体 松江工業高校

フルーレ 永井　遼 安来

山岡　隼人 安来

エ　　　ペ 永井　悠 安来

サーブル 永井　遼 安来

ババババ
ドドドド
ミミミミ
ンンンン
トトトト
ンンンン

１回戦　　　　　　　　 対　　高松商（香川）

２回戦　　　　　　　　 対　　九州国際大附（福岡）

１回戦　　　　　　　　 対　　西乙訓（京都）

１回戦　　　　　　　　 対  　富岡西（徳島）

種種種種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目目目目 最最最最　　　　終終終終　　　　結結結結　　　　果果果果
１回戦　　　　　　　　 対　　川崎総合科学（神奈川）

２回戦　　　　　　　　 対　　関東一（東京）

２回戦　　　　　　　　 対　　比叡山（滋賀）

１回戦　　　　　　　　 対　　沼津商（静岡）

決勝トーナメント１回戦　 対　　愛工大名電（愛知

１回戦　　　　　　　　 対　　鹿児島女（鹿児島）

１回戦　　　　　　　　 対　　高岡西（富山）

フフフフ

ェェェェ
ンンンン
シシシシ

１回戦　　　　　　　　　対　　武生商（福井）

　　　　　　　　　４　　　　　　　　　　　　５

予選トーナメント２回戦　 対　　和歌山北（和歌山）

　　　　　　　　１０　　　　　　　　　　　１５

予選トーナメント２回戦　 対　　平安（京都）

　　　　　　　　　２　　　　　　　　　　　１５

８８８８位位位位　　　　　　１０　　　　　　　　　　１５

決勝トーナメント１回戦　 対　　鹿児島南（鹿児島）

６６６６位位位位　　　　　　　　　　　　　　　１２　　　　　　　　　　　１５

女子団体 安来高校

フルーレ 太田　頼子 安来

遠藤　亜裕美 安来

エ　　　ペ 遠藤　亜裕美 安来

団　　　　体 隠岐島前高校

1 6

５０㎏級 橋本　亮介 隠岐島前

５４㎏級 竹野　雄太 隠岐島前

５８㎏級 前田　啓喜 隠岐島前

６３㎏級 青山　久志 松江工

３３３３位位位位

６９㎏級 吉野　　暁 隠岐島前

７６㎏級 竹谷　力 隠岐島前

８５㎏級 崎　　竜也 隠岐島前

Tフォール負け

１２０㎏級 新　一茂 隠岐島前

フォール負け

２回戦　　　　　　　　  対　　　　八千代松陰（千葉）

準決勝　　　　　　　　　対　　　　霞ヶ浦（茨城）

Tフォール負け

フォール負け

シシシシ
ンンンン
ググググ

レレレレ
スススス
リリリリ
ンンンン
ググググ

１回戦　　　　　　　対　　　　湘南通信制（神奈川）

１回戦　　　　　　　　　対　　　　大沼（福島）

Tフォール負け

２回戦　　　　　　　　　対　　　　大岡（神奈川）

判定

２回戦　　　　　　　　　対　　　　島原工（長崎）

フォール負け

　　　　　　　　　８　　　　　　　　　　　１０

６６６６位位位位　　　　　　　　　　　　　　　１２　　　　　　　　　　　１５

１回戦　　　　　　　　　対　　沼津東（静岡）

予選トーナメント１回戦　 対　　 日大習志野（千葉）

予選リーグ　　　　　　　　５敗

予選トーナメント２回戦　  対　　 美萩野女子（福岡）

　　　　　　　　１３　　　　　　　　　　　１５

　　　　　　　　　　３　　　　　　　　　　　　５

判定

１回戦　　　　　　　　　対　　　　高石（大阪）

２回戦　　　　　　　　　対　　　　光星学院（青森）

２回戦　　　　　　　　　対　　　　沼津城北（静岡）



平成１５年度　全国高校総体結果一覧 Ｎ０，7
氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　名名名名 学学学学　　　　校校校校　　　　名名名名

学校対校 出雲農林高校

個  人 スナッチ

５３ｋｇ級 宍戸　勇輝 出雲農林 ６５．０　３５位 記録なし

５６㎏級 土江　大輔 出雲農林 ８２．５　１９位

６２ｋｇ級 釜田　三寛 出雲農林 ７５．０　４５位

米原　文章 出雲農林 ７２．５　５３位

７７㎏級 西尾　明彦 出雲農林 ９５．０　１９位

五十殿　拓也 浜田 ８５．０　３６位

　８５ｋｇ級 池渕　裕太 出雲農林 ８７．５　３４位

９４ｋｇ級 岡　義和 出雲農林 ９５．０　１７位

超１０５ｋｇ級 今岡　和也 出雲農林 １００．０　１４位

男　　　子 横田高校
1 3

0 0
1 3

女　　　子 横田高校 ベストベストベストベスト８８８８
1 3

1 1

種種種種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目目目目 最最最最　　　　終終終終　　　　結結結結　　　　果果果果

９０．０　５２位

順位なし

１０５．０　１３位

トータルクリーン&ジャーク

記録なし

１８７．５　１４位

ホホホホ

ッッッッ
ケケケケ
ーーーー

２回戦　　　　　　　　　対　　　天理（奈良）

３回戦　　　　　　　　　対　　　岐阜女商（岐阜）

９５．０　４４位 １６７．５　４６位

２０２．５　２５位

１９５．０　３３位

２２５．０　１６位１２５．０　１４位

ウウウウ
エエエエ
イイイイ
トトトト
リリリリ
フフフフ
テテテテ
ィィィィ
ンンンン
ググググ

１１０．０　３４位

１６５．０　４８位

１０７．５　３７位

１１０．０　３５位 １９７．５　３５位

２１５．０　１７位１２０．０　１８位

1 1
0 2

男　　　子

クォドルプル 江津工業高校
ダブルスカル 吉岡・青山 松江北

シングルスカル 板持　健太 松江東

女　　　子

クォドルプル 松江北
ダブルスカル 高橋・佐野 松江北

シングルスカル 中井　裕子 松江北
ライトフライ級 渡利　勝哉 江の川

RSC
ライトウエルター級 豊田　直希 明誠

棄権
フライ級 高沢　友輔 江の川

棄権
バンタム級 甚田　貴大 江の川

RSC
フェザー級 土江　啓太 松江南

RSC
ライト級 倉田　平祐 江の川

ウエルター級 米村　圭介 江の川
KO

ミドル級 堤　浩寿 益田東

ボボボボ
ーーーー

トトトト

準々決勝敗退　　　　　　　　　３分１４秒４４
予選敗退　　　　　　　　　　　　
準々決勝敗退　　　　　　　　　３分４１秒７７

準決勝敗退　　　　　　　　　　　３分４２秒４３
準々決勝敗退　　　　　　　　　４分２７秒６９
準々決勝敗退　　　　　　　　　４分３０秒１０

ボボボボ
クククク
シシシシ
ンンンン
ググググ

１回戦　　　　　　　　対　　　　鶴崎工（大分）

１回戦　　　　　　　　対　　　　甲府昭和（山梨）

２回戦　　　　　　　　対　　　　京都学園（京都）

３回戦　　　　　　　　対　　　　武相（神奈川）

２回戦　　　　　　　　対　　　　西武台千葉（千葉）
RSC　

２回戦　　　　　　　　対　　　　松丘（茨城）

２回戦　　　　　　　　対　　　国際開洋二（和歌山）

２回戦　　　　　　　　対　　　　高松商（香川）



平成１５年度　全国高校総体結果一覧 Ｎ０，8
氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　名名名名 学学学学　　　　校校校校　　　　名名名名

男子団体 松江東高校　 ４２位
個人 青戸　紘太郎 松江東 １７０位 予選　　　

小川　翔 松江東 １７６位 予選　　　
松本　成人 出雲工 １９０位 予選　　　
川津　雄介 松江東 ２０６位 予選　　　
小川　修一 松江東 ２２２位 予選　　　

女子団体 松江東高校　 ４４位
個人 平江　由梨奈 松江東 １６７位 予選

三島　文佳 松江東 １９７位 予選
福田　明香 松江東 ２０１位 予選
中村　英里香 松江東 ２０８位 予選

団　　　体 出雲北陵高校

1 2
個　　　人 釜屋　寛子 出雲北陵 予選リーグ １勝１敗

井上　美代 出雲北陵

0 1
演　　　技 釜屋・鎌田 出雲北陵

井上・神谷 出雲北陵

最最最最　　　　終終終終　　　　結結結結　　　　果果果果種種種種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目目目目

予選リーグ　１勝１敗

アアアア
ーーーー

チチチチ

ェェェェ
リリリリ
ーーーー

予選　　　１４００点

予選     11１５点

なななな
ぎぎぎぎ
なななな
たたたた

決勝トーナメント１回戦　　　　ベスト１６
　　　　　　　　　　　対　　　　　大分西（大分）

決勝トーナメント１回戦　　　　
　　　　　　　　　　　　　対　　　熊本西（熊本

予選リーグ　　　２敗



平成１５年度　全国高校総体　冬季大会　結果一覧 Ｎ０，9
氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　名名名名 学学学学　　　　校校校校　　　　名名名名

男　　子 12位 2時間06分39

女　　子 45位 1時間13分52

男　　子

36 42

男　　子　　　　回　　転 永田勇気 津和野 75位

守屋和浩 明誠 57位

　　　　　　　　　大回転 守屋和浩 明誠 89位

渡部　登 大東 142位

　　　　　　　10㎞ｸﾗｼｶﾙ 難波祐規 飯南 120位

竹澤圭太 飯南 126位

渡部和生 飯南 143位

山本哲也 出雲工業 154位
　　　　　　　

山岡直樹 出雲工業 169位

　　　　　　　15㎞ﾌﾘｰ 倉橋　惇 飯南 58位

加藤郁海 飯南 70位

出雲商業高校

江の川高校
1回戦　　　　　　　　対　　　　本郷（東京）

駅駅駅駅
伝伝伝伝

ララララ
ググググ
ビビビビ
ーーーー

種種種種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目目目目 最最最最　　　　終終終終　　　　結結結結　　　　果果果果

出雲工業高校

スススス
キキキキ
ーーーー

中島紀彰 飯南 96位

山本哲也 出雲工業 159位

藤原昌史 出雲工業 180位

　　　　　　　リレー 24位

女　　子　　　　回　　転 藤川夏姫 飯南 109位

福田真帆 横田 順位なし

　　　　　　　　　大回転 福田真帆 横田 98位

中祖綾菜 飯南 128位

飯南高校
（中島・加藤・倉橋・難波）


