
平成１３年度 第３９回島根県高等学校総合体育大会成績
男 女 総 合 成 績 男 子 総 合 成 績

Ａ グ ル ー プ Ｂ グ ル ー プ Ａ グ ル ー プ Ｂ グ ル ー プ

１ 松江北高校 ２１９．00 １ 江の川高校 ６５．３３ １ 松江工業高校 １０６．33 １ 邑智高校 ３１．００
（４年連続１６回目） （初優勝） （３年ぶり２８回目） （３年ぶり２回目）

２ 出雲高校 １９６．00 ２ 邑智高校 ４２．００ ２ 松江北高校 １０３．00 ２ 松江農林高校 ２１．００

３ 浜田高校 １３７．00 ３ 浜田水産高校 ３８．００ ３ 大社高校 ８８．00 ３ 出雲農林高校 １８．００

４ 松江南高校 １２８．00 ４ 江津工業高校 ３５．００ ４ 出雲高校 ８７．00 ４ 立正大淞南高校 １６．００

５ 松江商業高校 １２３．00 ５ 出雲農林高校 ３０．００ ５ 浜田高校 ７７．00 ５ 飯南高校 １４．００

６ 大社高校 １２０．00 ６ 飯南高校 ２６．００ ６ 松江東高校 ６６．50 ５ 矢上高校 １４．００

７ 松江工業高校 １０６．33 ７ 矢上高校 ２５．００ ５ 隠岐島前高校 １４．００

８ 大東高校 １０６．00 ８ 益田工業高校 １８．００ 女 子 総 合 成 績

Ａ グ ル ー プ Ｂ グ ル ー プ

敢 闘 賞 １ 松江北高校 １１６．00 １ 浜田水産高校 ２６．００
（６年ぶり５回目） （２年連続２回目）

Ａ グ ル ー プ Ｂ グ ル ー プ
２ 出雲高校 １０９．00 ２ 江の川高校 １６．００

大 東 男女106 男 58 女 48 邑 智 男女 42 男 31 女 11
横 田 男女 88 男 51 飯 南 男女 26 男 14 女 12 ３ 松江商業高校 ９４．00 ３ 松徳女学院高校 １５．００
平 田 男女 87.33 男 65.33 淞 南 男女 16
出雲西 男女 65 松 徳 男女 15 ４ 松江南高校 ６３．00 ４ 飯南高校 １２．００
出雲商 男女 60 島 前 男 14
松江西 男女 59 ５ 出雲商業高校 ６０．00 ４ 出雲農林高校 １２．００
安 来 男 61
江の川 男 49.33 ５ 浜田高校 ６０．00 ６ 邑智高校 １１．００
開 星 女 56

６ 矢上高校 １１．００

◆ ◆ 種 目 上 位 成 績 ◆ ◆

陸 上 競 技 剣 道 柔 道 弓 道 卓 球 水 泳

（男）A （女）A （男）A （女）B （男）B （女）C （男）C （女）C （男）A （女）B （男）C （女）D
1.大 社 1.松江北 1.大 社 1.横 田 1.開 星 1.浜 田 1.出 雲 1.出 雲 1.出雲西 1.出雲西 1.松江北 1.松江南
2.安 来 2.大 社 2.大 東 2.大 田 2.平 田 2.平 田 2.松江工 2.浜田水 2.明 誠 2.明 誠 2.松江工 2.松江北
3.横 田 3.出雲商 3.横 田 3.出雲商 3.浜 田 3.松江農 3.浜 田 3.松江商 3.平 田 3.松江商 3.浜 田 3.松江商
4.出雲工 4.浜 田 3.矢 上 4.出 雲 3.松江北 4.出雲西 4.益田工 4.大 田 4.出 雲 4.出雲商 4.大 社 4.出雲西
5.出 雲 5.出 雲 5.松江工 5.邑 智 5.浜田水 5.浜田水 5.出雲工 5.浜田商 5.益 田 5.松江北 5.松江東
6.大 田 6.松江西 6.邑 智 6.矢 上 6.松江農 6.松江北 6.松江北 6.邇 摩 6.松江商 5.横 田 6.松江南
7.松江北 7.松江商 7.出 雲 7.大 社 7.出雲西 6.松江東 7.大 田 7.益田産 7.松江南 5.平 田 7.出雲工
8.益田産 8.横 田 8.川 本 7.川 本 8.浜田商 6.矢 上 8.高 専 8.益 田 8.松江北 5.松江南 8.江津工

8.松江東 8.益 田

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル バ レ ー ボ ー ル ソ フ ト テ ニ ス テ ニ ス バ ド ミ ン ト ン サッカー 軟式野球

（男）A （女）B （男）B （女）A （男）B （女）B （男）C （女）C （男）E （女）C （男）A （男）F
1.北 陵 1.松江北 1.安 来 1.開 星 1.江津工 1.出 雲 1.松江北 1.松江北 1.大 東 1.大 東 1.大 社 1.浜 田
2.松江東 2.松江商 2.大 東 2.松江商 2.松江工 2.松江西 2.松江南 2.開 星 2.松江商 2.出 雲 2.江の川 2.邑 智
3.松江工 3.松江東 3.松江西 3.松江南 3.松江農 3.江 津 3.平 田 3.出 雲 3.松江西 3.出雲商 3.浜 田 3.江の川
3.松江北 3.松江西 3.松江北 3.江の川 4.出 雲 4.明 誠 3.益田工 4.松江南 4.出 雲 4.松 徳 3.益田東 3.今 市
5.出 雲 5.出 雲 5.情 報 5.安 来 5.浜 田 5.浜 田 5.松江東 5.松 徳 5.松江北 5.平 田
5.三刀屋 5.大 社 5.松江工 5.松江北 6.横 田 6.安 来 6.出 雲 6.北 陵 6.松江商 5.松江北
5.松江商 5.安 来 5.高 専 5.益田産 7.安 来 6.浜田商 6.浜田水 6.浜 田 7.北 陵 5.松江東
5.松江南 5.益 田 5.横 田 5.益 田 8.松江南 6.松江南 6.隠岐水 6.浜田水 8.矢 上 5.出 雲

体 操 空 手 道 登 山 ハ ン ド ボ ー ル ソ フ ト ボ ー ル フ ェ ン シ ン グ

（男）F （女）G （男）E （女）F （男）E （女）G （男）F （女）G （男）H （女）D （男）H （女）H
1.開 星 1.浜 田 1.淞 南 1.大 東 1.益 田 1.益 田 1.松江南 1.市立女 1.三刀屋 1.三刀屋 1.安 来 1.安 来
2.大 社 2.大 社 2.松江工 2.松江南 2.平 田 2.出 雲 2.松江東 2.松江南 2.大 東
3.浜 田 2.開 星 3.松江南 3.浜田商 3.出雲工 3.松江工 3.出雲商

4.大 東 4.安 来 3.松江商
ス キ － ﾎﾞ ｸ ｼ ﾝ ｸ ﾞ なぎなた

（男）F （女）G （男）F （女）
1.飯 南 1.飯 南 1.江の川
2.横 田 2.横 田 2.益 田
3.高 専 カ ヌ ー 3.松江南

ボ ー ト （男）F （女）G ア ー チ ェ リ ー 新 体 操 相 撲 自 転 車 ラグビー ﾚ ｽ ﾘ ﾝ ｸ ﾞ ウエイト
1.邑 智 1.出雲農

（男）G （女）G 2.出雲農 2.邑 智 （男）H （女） （女）F （男） （男）H （男）G （男）F （男）H
1.江津工 1.松江北 3.平 田 2.江の川 1.松江東 1.開 星 1.出雲工 1.江の川 1.島 前 1.出雲農
2.松江東 2.松江東 3.江の川 2.出 雲 2.出 雲 2.松江工

3.松江工 3.浜 田 3.隠岐水



平成13年度　第39回島根県高等学校総合体育大会　成績 1

競技種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

野田浩之② 細田真也③ 松中　翔③ 山下誠一② 松本新司③ 小松原　渉② 新田俊介③
（大社） (松江西） (益田） (松江商業） (大社） (浜田） (松江南）
野田浩之② 荒川勇希③ 曽田広之② 石原　徹③ 山下誠一② 川本哲郎② 細田真也③ 加納大樹②
（大社） (安来） (大社） (松江商業） (松江商業） (益田工業） (松江西） (安来）
荒川勇希③ 石原　徹③ 野田浩之② 三橋宏平② 平野雄三② 坂本安弘① 二澤亮太② 能美保誠③
(安来） (松江商業） (大社） (隠岐） (大社） (大社） (横田） (益田）
天野　紘③ 小田川貴宏③ 三浦　貢② 津川貴司① 河野　匠③ 長瀬敦彦② 福代亮太② 川井大輔②
(安来） (横田） (出雲工業） (松江商業） (大田） (安来） (横田） (大社）

立石達弥③ 猪子和明③ 大畑　馨③ 小田原貴宏③ 天野　紘③ 津川貴司① 大石正洋② 生田紘樹②
(出雲工業） (安来） (益田産業） (横田） (安来） (松江商業） (益田産業） (松江北）
森脇佑紀② 秦　泰平② 吾郷　新② 平野　護① 猪子和明③ 岡田　翼② 大畑　馨③ 長谷川裕政②
(出雲工業） (安来） (出雲工業） (出雲工業） (安来） (安来） (益田産業） (横田）
小笹　淳③ 井上寛崇② 坂本初希③ 谷口将人② 仙田和丈② 藤本直人② 舟木　隼① 小村英司③
(松江北） (出雲） (出雲農林） (大田） (松江東） (横田） (浜田） (横田）
荒川勇希③ 矢田尚也③ 渡部亮介③ 谷口将人② 平野雄三② 三橋宏平②
(安来） (松江東） (横田） (大田） (大社） (隠岐）

立石達弥③ 大石正洋② 山根　聡③ 林　顕憲② 三島勇太③ 糸原智行③ 田中直樹③ 森広　峻③
(出雲工業） (益田産業） (松江北） (松江北） (出雲工業） (横田） (大社） (安来）

浜田 横田 益田 出雲 松江南 益田産業 平田

大社 松江商業 横田 安来 大田 浜田 平田 出雲

福原央介③ 青戸太一③ 月輪浩之② 黒谷周平③ 藤原宗貴② 中島将太②
(横田） (横田） (大田） (出雲農林） (大田） （出雲工業）
森　祐樹③ 池本将大① 生土博之② 和田卓也② 加納大樹② 石原　成② 大野悟志② 坂本裕亮①
(大社） (松江北） (松江南） (明誠） (安来） (大社） (出雲） 松原　純①

勝部幹生③ 竹山大一郎③ 松中　翔③ 伊豆大輔③ 新崎孝夫② 持田耕平② 坂根　孟① 森下　純①
(出雲） (浜田） (益田） (大社） (浜田） (出雲） (大社） (吉賀）

勝部幹生③ 伊豆大輔③ 藤田直樹③ 糸賀祐介③ 吉本和也③ 坂本有希② 中島佑輔③ 小谷健太郎③
(出雲） (大社） (浜田商業） (出雲） (隠岐島前） (大社） (出雲） (松江工業）
小笹　淳③ 兒玉康弘② 内田慎二③ 坂本有希② 福田智彦② 嘉儀悟志① 烏田卓也①
(松江北） (開星） (横田） (大社） (大社） (大社） (大田）
岡先聖太② 益成竜平② 上田健一① 藤江奨太③ 細田純一② 小川浩平③ 尾添和人③ 帶刀　翔②
(大社） (益田産業） (大社） (大社） (松江西） (大田） (松江南） (大田）

岡先聖太② 藤江奨太③ 益成竜平② 今岡祐輔③ 帶刀　翔② 青山敦志③ 細田純一② 阿食　進③
(大社） (大社） (益田産業） (大社） (大田） (松江工業） (松江西） (出雲西）

川上泰民③ 持田　翼③ 渡部雄平③ 大溢誠人③ 品川考秀② 小川浩平③ 浜辺健太③ 上田健一①
(浜田商業） (松江北） (開星） (益田産業） (益田産業） (大田） (松江南） (大社）
今岡祐輔③ 阿食　進③ 向村幸紘③ 大野和久③ 岡先聖太② 尾添和人③ 松本亮紀② 永瀬英二①
(大社） (出雲西） (松江西） (出雲西） (大社） (松江南） (大田） (出雲西）
坂根　孟① 藤江　龍② 藤江奨太③
(大社） (出雲） (大社）

清谷美花③ 清水　遥② 永田知子① 藤間　茜③ 齋藤香織② 石田由起子③ 城市明菜③ 田中　希②
(浜田） (松江北） (松江北） (大田） (松江商業） (大社） (益田産業） (松江北）

永田知子① 森山慶子② 藤間　茜③ 畑　裕美子③ 井上千里② 清谷美花③ 山本裕子③ 齋藤香織②
(松江北） (大社） (大田） (松江北） (松江北） (浜田） (松江商業） (松江商業）
森山慶子② 畑　裕美子③ 須山通子③ 永田知子① 石橋　香③ 山本裕子③ 大筒亜美③ 結城綾子②
(大社） (松江北） (出雲） (松江北） (松江北） (松江商業） (安来） (浜田商業）

佐々木英己子③ 門脇ゆきえ① 竹中　彩② 石橋　香③ 足田玲奈③ 三島恵美③ 今津詩子③ 日笠由紀①
(出雲商業） (出雲商業） (浜田） (松江北） (横田） (三刀屋） (松江北） (松江北）

佐々木英己子③ 竹中　彩② 門脇ゆきえ① 伊達真由子③ 黒田かおり③ 今津詩子③ 大屋　愛① 柳井慶子②
(出雲商業） (浜田） (出雲商業） (江の川） (出雲商業） (松江北） (江の川） (益田）
伊達真由子③ 佐々木英己子③ 新井美香③ 大屋　愛① 橘　知佳① 成相あゆみ③ 門脇あゆみ① 川辺茉里子②
(江の川） (出雲商業） (出雲商業） (江の川） (松江商業） (出雲商業） (松江北） (浜田）

島田弥希子③ 井上千里② 森山智子③ 高山　彩① 新宮有紀子③ 岡　由美① 玉木美穂① 石飛あずさ①
(松江北） (松江北） (出雲） (益田東） (松江西） (大社） (平田） (出雲）
須山通子③ 安原ゆかり② 長谷川直子② 足立祥子③ 渡邊菜緒子③ 河本千智③ 福頼　藍② 新宮有紀子③
(出雲） (大社） (松江商業） (横田） (浜田） (隠岐） (松江南） (松江西）

松江北 大社 浜田 松江商業 横田 安来 益田

松江北 大社 浜田 横田 出雲商業 隠岐 大田 浜田商業

白濱結有子③ 錦織祥子③ 桑本恵美③ 藤原つむぎ③ 神田美由紀① 曽田彩美① 朝日貴子①
(浜田商業） (出雲北陵） (出雲西） (出雲農林） (出雲商業） (出雲商業） (出雲商業）
佐々木明菜① 梶谷育代③ 石橋　香③ 古田梨沙② 和田綾子③ 中原花菜③ 三浦広子② 池田真美①
(大社） (出雲） (松江北） (松江北） (大社） (浜田商業） (益田） (松江北）

石田由起子③ 新田佳世① 佐藤　紫② 中村千尋③ 川内　愛③ 青戸優美② 松本　幸③ 石川絵美①
(大社） (松江北） (平田） (松江商業） (松江北） (松江北） (出雲工業） (益田）

西山歩美③ 池田　愛② 福原香世③ 松下沙代里① 安濃沙織② 三輪　瞳③ 原　由香里② 石原真奈美②
(大社） (松江西） (益田産業） (松江西） (大社） (益田産業） (大社） (横田）

西山歩美③ 池田　愛② 安濃沙織② 原　由香里② 大塚佳恵③ 小笹真由美③ 宮本明子② 松下沙代里①
(大社） (松江西） (大社） (大社） (大田） (松江ろう） (隠岐） (松江西）

宮本明子② 西山歩美③ 安濃沙織② 堀川清夏③ 三澤佳代子② 三輪憲子① 池田　愛② 小笹真由美③
(隠岐） (大社） (大社） (隠岐） (横田） (松江西） (松江西） (松江ろう）

島田弥希子③ 安原ゆかり② 山﨑麻美子① 新田佳世① 瀬崎旭代① 小林可奈① 栗原奈緒子①
(松江北） (大社） (大社） (松江北） (大社） (松江北） (出雲）

円盤投

やり投

ﾊﾝﾏｰ投

１００ｍ

２００ｍ

４００ｍ

８００ｍ

４×１００ｍＲ

４×４００ｍＲ

陸 上 競 技

１１０ｍＨ

１５００m

４００ｍＨ

３０００mＳＣ

５０００mＷ

５０００m

走高跳

走幅跳

三段跳

種目

八種競技

１００ｍ

２００ｍ

４００ｍ

８００ｍ

４×１００ｍＲ

走高跳

七種競技

走幅跳

砲丸投

男
子

女
子

１５００ｍ

３０００ｍ

１００ｍＨ

円盤投

やり投

３０００ｍＷ

４×４００ｍＲ

棒高跳

４００ｍＨ

砲丸投
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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 開星 大社 浜田

女 浜田 大社 開星

象谷大志② 青木　大② 安部優也② 俵　靖治② 内藤康規③ 松本祐介②
(開星） (大社） (開星） (浜田） (浜田） (開星）
森口　恵③ 佐々木　彩② 大屋法子② 福島美希③ 太田　結① 小川香織①
(浜田） (開星） (浜田） (大社） (浜田） (浜田）

開星 出雲 浜田

賣豆紀　優③ 尾郷友美③ 溝口真衣① 中永里恵子③ 佐藤　彩③ 杠　奈美③
(開星） (開星） (開星） (開星） (松江北） (開星）

男 大社 大東 横田 矢上 川本 松江工業 松江東 出雲

女 横田 大田 出雲商業 大社 川本 矢上 邑智 大社

彦田幸男③ 松浦春幸③ 石飛敏夫② 佐藤幸司② 園山貴之② 岡田憲和③ 塔山拓朗③ 山崎勇太②
(邑智） (松江工業） (大社） (大社） (出雲） (松江工業） (松江工業） (大田）

延谷佳奈② 岡　順子③ 迫田由香② 井上佳子② 吉川　望③ 片岡まゆみ③ 流水咲子③ 花田和三②
(横田） (邑智） (矢上） (横田） (横田） (出雲商業） (大田） (邑智）

男 開星 平田 浜田 松江北 浜田水産 浜田商業 松江農林

女 浜田 平田 出雲西 松江農林 浜田水産

田原 村上 川上 比南原
(浜田） (益田） (出雲西） (開星）
花本　拓③ 向村憲一② 尾添浩司③ 木戸喜崇①
(松江北） (松江北） (出雲西） (平田）
河原祐也③ 橋本将宣③ 森山正志③ 石田紘之①
(開星） (平田） (浜田水産） (平田）

曳野知樹③ 安部　謙③ 土肥　元① 建部高志② 山﨑敦嗣① 高木　剛② 井ノ迫朋之② 川邊大輔②
(松江北） (松江農林） (開星） (開星） (出雲西） (出雲北陵） (出雲北陵） (益田産業）
井上直樹③ 水津和之③ 嘉本将太③ 野村　駿① 松本慎吾① 大峠慶兒③ 小林雅英② 花本　隼①
(開星） (浜田） (平田） (開星） (益田産業） (浜田水産） (江津） (平田）

佐藤浩三② 沖田　塁③ 小中勇二① 山本　聖② 小丸健太郎② 橋本真一② 南波裕之③ 植田貴章③
(開星） (浜田水産） (浜田） (浜田） (開星） (松江農林） (松江農林） (浜田水産）

斉藤隼一③ 長野洋幸③ 坂本佳智② 境　孝介③ 大賀雄二② 小川将太郎② 澤田和典② 山本拓人②
(浜田） （松江北） (益田） (松江南） (益田産業） (開星） (浜田） (松江北）

和久利仁美③
(三刀屋）
原　千春③ 服部いくみ②
(平田） (出雲北陵）

浜岡睦月② 杉原由梨③ 山崎五久子②
(浜田） (大東） (浜田商業）

吉原千晶② 横坂美也子② 祖田枝里子① 中濱華絵③
(浜田水産） (浜田） (平田） (出雲西）
中村綾美③ 藤本有加② 池田真衣子① 小笹志美② 森下真衣①
(浜田） （平田） (松江北） (松江東） (浜田商業）

川神由季② 石倉亜紀② 村尾彩子② 小中麻衣③ 原田実紀② 出羽三輝①
(浜田） (松江農林） (浜田） (浜田水産） (出雲） (平田）

森山仁美③ 平川真織② 大畑祥子① 白須千香子② 神谷朋美②
(平田） (浜田） (矢上） (浜田） (大社）

男 出雲 松江工業 浜田 益田工業 松江北 出雲工業 大田 松江高専

女 出雲 浜田水産 松江商業 大田 邇摩 益田 浜田商業 益田産業

長廽 睦 長子智洋 高橋慶太 三原邦裕 廣光則昭
(松江工業） (出雲工業） (出雲） (大田） (松江高専）
道下絵美 琴野美由紀 大場　愛 妹尾美咲 小川葉月
（浜田商業） （浜田水産） （益田産業） （松江北） （出雲）
宇野智博③ 福岡　歩① 松井雄介② 吉田和宏② 米津輝樹② 齋賀員毅③
（隠岐水産） （隠岐水産） （隠岐水産） （隠岐水産） （隠岐水産） （隠岐水産）

男 立正大淞南 松江工業

女 大東 松江南

男 松江南 松江工業 大東 松江北

女 松江南 大東

宮本浩之③ 佐々木孝志③ 福間謙滋③ ①宮本裕己 古川純行② 川上貴史② 田川　潤② 金坂大輔②
（立正大淞南） （松江工業） （松江南） （立正大淞南） （立正大淞南） （大東） （松江工業） （松江工業）
河西　文① 大倉優実① 江川由華② 永島麻理② 飯塚幸恵② 郷原由布③ 田中良佳③ 福永　彩②
（立正大淞南） （大東） （浜田商業） （松江南） （大東） （大東） （大東） （松江工業）
福間謙滋③ 佐々木孝志③ 宮本浩之③ 古川純行② 宮本裕己① 福本隆介① 安部聡一郎② 須山貴之③
（松江南） （松江工業） （立正大淞南） （立正大淞南） （立正大淞南） （松江北） （松江南） （松江南）
江川由華② 松尾美果② 積田佳世② 大倉優実① 永島麻理② 五十嵐　結② 福永　彩② 田中良佳③
（浜田商業） （松江南） （明誠） （大東） （松江南） （松江南） （松江工業） （大東）

男 出雲西 明誠 平田 出雲 松江北 益田 松江商業 松江南

女 出雲西 明誠 松江商業 出雲商業 松江北 平田 松江南 横田

池田 嘉本 長畠 福原 河村 真庭 三原 斎藤
（出雲西） （出雲西） （明誠） （松江商業） （明誠） （出雲西） （益田） （明誠）
馮 高橋 佐古秋 大畑 佐古五 糸賀 松浦 千々松

（出雲西） （出雲西） （明誠） (出雲西） （明誠） （明誠） （松江商業） （明誠）
長畠・河村 山本・斎藤 真庭・嘉本 三原・藤井 児玉・原和 坪内・有間 都・永戸 三島・河瀬聡
（明誠） （明誠） （出雲西） （益田） （出雲） （大田） （明誠） （平田）
馮・高橋 佐古五・千々松 今林・南波 大畑・森山 藤村・金子 佐古秋・糸賀 桑原・中村 藤原・柳楽
（出雲西） （明誠） （松江商業） (出雲西） （明誠） （名刺絵） （明誠） （出雲西）

男

女

女

男

女

男

男

男

男
子

女
子

女

７８ｋｇ超級

７８ｋｇ級

６３ｋｇ級

女
個人

複

卓 球

形

空 手 道

新 体 操

組手

形

組手

剣 道

相 撲

弓 道

個人

団体

１００ｋｇ超級

１００ｋｇ級

９０ｋｇ級

８１ｋｇ級

７３ｋｇ級

５２ｋｇ級

４８ｋｇ級

男

女

女
子

団体

７０ｋｇ級

６６ｋｇ級

６０ｋｇ級

団体

個人総合

団体

個人
男

団体

個人総合

５７ｋｇ級

種目

女

男

単

個人

団体

体 操

柔 道

個人

個人

団体
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競技種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

軟 式 野 球 男 浜田 邑智 江の川 浜田今市

金崎修平 竹下真也 山根宏則 桑原健太 服部貴志 田中雄大
（出雲工業） （大田） （大田） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業）

出雲工業 大田

出雲工業 大田

竹下真也 田中雄大 金崎修平 服部貴志 岡田　真 今岡一将
（大田） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業） （大田） （出雲工業）
服部貴志 田中雄大 竹下真也 金崎修平 曽田照彦 今岡一将
（出雲工業） （出雲工業） （大田） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業）
竹下真也 曽田照彦 桑原健太 服部貴志 今岡一将 田中雄大
（大田） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業）
金崎修平 桑原健太 竹下真也 服部貴志 曽田照彦 今岡一将
（出雲工業） （出雲工業） （大田） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業）
曽田照彦 竹下真也 田中雄大 服部貴志 金崎修平 今岡一将
（出雲工業） （大田） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業）
竹下真也 服部貴志 曽田照彦 金崎修平 今岡一将 富岡裕治
（大田） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業）
田中雄大 金崎修平 曽田照彦 富岡裕治 桑原健太 服部貴志
（出雲工業） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業）
金崎修平 曽田照彦 竹下真也 田中雄大 今岡一将 服部貴志
（出雲工業） （出雲工業） （大田） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業）
中尾ひびき 荒木智恵美
（出雲工業） （出雲工業）
中尾ひびき 荒木智恵美
（出雲工業） （出雲工業）

男 益田 平田Ａ 出雲工業 安来 大社 浜田

女 益田 出雲Ａ 松江北

幸田大輔③ 本藤将也② 佐々木英世② 宇谷祐気② 日高孝明② 宮脇　裕② 坂本光生② 松本　諭③
（大社） （江津工業） （松江北） （出雲西） （大社） （大田） （松江高専） （松江東）
幸田大輔③ 張　泰隆③ 松崎陽介③ 岡田　怜③ 大内直也③ 日高孝明② 浅野賢二② 岩田侑臣②
（大社） （浜田商業） （松江北） （大田） （松江工業） （大社） （松江工業） （松江南）
松崎陽介③ 高尾和宏② 張　泰隆③ 福原　明① 江田大武① 加藤健太朗② 森本祐一②
（松江北） （松江工業） （浜田商業） （松江北） （浜田） （出雲） （松江南）
江田大武① 盆子原雄一① 高尾和宏② 加藤健太朗② 山田伸太郎① 林　慶③
（浜田） （江津） （松江工業） （出雲） （浜田） （松江東）

盆子原雄一① 川見直之③ 林　慶③
（江津） （立正大淞南） （松江東）
木村　徹① 岡田　怜③ 本藤将也② 益田博明③ 松本悠祐① 熊野雄介② 名渕鉄也③ 木村旭宏②
（出雲工業） （大田） （江津工業） （浜田） （松江高専） （松江北） （松江南） （松江工業）
木村　徹① 益田博明③ 佐々木英世② 熊野雄介② 名渕鉄也③ 木村旭宏②
（出雲工業） （浜田） （松江北） （松江北） （松江南） （松江工業）
門脇　潤② 嘉本祐己① 小笹　仁① 松村友晴② 小数賀　寛③ 斎藤佑太①
（安来） （出雲工業） （出雲北陵） （松江工業） （松江工業） （明誠）
門脇　潤② 嘉本祐己① 松村友晴② 小笹　仁① 小数賀　寛③ 斎藤佑太①
（安来） （出雲工業） （松江工業） （出雲北陵） （松江工業） （明誠）
石倉直樹③ 金築史朗② 宇谷祐気② 亀田雅也③ 木本　裕③ 永見寿久③ 杉本一輝① 長崎　慎②
（松江北） （大社） （出雲西） （松江北） （開星） （浜田） （松江南） （松江北）
嘉藤俊介③ 石倉直樹③ 金築史朗② 永見寿久③ 長崎　慎② 尾形龍之介① 山田　優② 樋野幸己③
（松江東） （松江北） （大社） （浜田） （松江北） （松江工業） （松江工業） （松江南）
永安健太② 嘉藤俊介③ 大内直也③ 福原　明① 山田伸太郎① 亀田雅也③ 川見直之③ 森本祐一②
（浜田） （松江東） （松江工業） （松江北） （浜田） （松江北） （立正大淞南） （松江南）
安永健太② 坂本光生②
（浜田） （松江工業）

松江工業 浜田 松江北 大社 松江東 江津工業 松江南

松江工業 松江北 松江南 松江東

松江工業 松江北 松江南 大社 松江東

福原あゆみ③ 樋野有紀② 神移佑希子② 小玉育美③ 柴田和枝③ 高居朋美③ 荊尾真麻① 大橋里沙③
（松江北） （松江南） （松江市女） （出雲西） （浜田） （松江北） （大田） （浜田）
福原あゆみ③ 原　香織③ 神移佑希子② 川合佳寿美② 小玉育美③ 山田彩子① 柴田和枝③ 荊尾真麻①
（松江北） （松江北） （松江市女） （安来） （出雲西） （松江商業） （浜田） （大田）
石川瑞恵② 原　香織③ 山田彩子① 服部有紀② 川合佳寿美② 福間恵美① 吉田早智子①
（出雲西） （松江北） （松江商業） （大社） （安来） （大田） （松江南）
福庭亜美③ 小松亜季子③ 石川瑞恵② 津森有香① 小田原晶子① 佐藤由佳② 福間恵美①
（大社） （出雲西） （出雲西） （開星） （出雲西） （松江南） （大田）
福庭亜美③ 小松亜季子③ 小田原晶子① 佐藤由佳② 日高美奈③
（大社） （出雲西） （出雲西） （松江南） （松江南）

野津奈々絵③ 小野綾果① 江角華子② 高居朋美③ 服部有希② 田淵千春③ 大塚純子③ 持田真理③
（松江北） （益田） （松江商業） （松江北） （大社） （松江南） （松江南） （松江南）

野津奈々絵③ 江角華子② 小野綾果① 中田有紀② 本間永愛① 妹尾香奈子③ 田中瑛美① 原田雅美③
（松江北） （松江商業） （益田） （松江東） （松江南） （松江北） （松江東） （大田）
高橋典子① 樋野有紀② 金津ひとみ② 石飛ちはる①
（大社） （松江南） （松江商業） （松江商業）
高橋典子① 石飛ちはる① 金津ひとみ②
（大社） （松江商業） （松江商業）
杉原佑来② 久保田　眸③ 渡部紀子① 田淵千春③ 日高美奈③ 有馬みのり③ 斎藤あゆみ③ 永田安奈②
（松江南） （松江西） （安来） （松江南） （松江南） （大田） （浜田） （松江東）
杉原佑来② 渡部紀子① 吉田早智子① 渡部真歩② 永田安奈②
（松江南） （安来） （松江南） （松江東） （松江東）
片山優佳③ 久保田　眸③ 津森有香① 渡部真歩②
（江津） （松江西） （開星） （松江東）
片山優佳③
（江津）

出雲西 松江商業 松江北 松江南 大田 浜田 松江東

松江商業 松江北 松江南 出雲西 大田 松江東

２００ｍ

４００ｍ

４００ｍＦリレー

８００ｍＦリレー

自 転 車

ﾜﾝﾃﾞｨ･ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ

団体

５０ｍ

2㎞インディヴィデュアルパーシュート

自由形

４００ｍＭリレー

１００ｍ

２００ｍ

２００ｍ

団体

種目

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽﾌﾟﾘﾝﾄ

男
子

女
子

４００ｍＦリレー

平泳ぎ

１５００ｍ

１００ｍ
バタフライ

２００ｍ

自由形

１００ｍ

１００ｍ

２００ｍ

個人メドレー
２００ｍ

４００ｍ

スプリント

ｴﾘﾐﾈｲｼｮﾝﾚｰｽ

ケイリン

4㎞速度競走

登 山

水 泳

４００ｍＭリレー

２００ｍ

１００ｍ

２００ｍ

４００ｍ

８００ｍ

５０ｍ

ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ・ﾛｰﾄﾞ・レース

１００ｍ

１ｋｍタイムトライアル

３ｋｍインディヴィデュアルパーシュート

4㎞チームパーシュートレース

ポイントレース

500ｍﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ

背泳ぎ

背泳ぎ

４００ｍ

１００ｍ

２００ｍ

バタフライ
１００ｍ

２００ｍ

平泳ぎ

個人メドレー
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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 出雲北陵 松江東 松江北 松江工業 出雲 松江商業 三刀屋 松江南

女 松江北 松江商業 松江西 松江東 情報科学 益田 安来 出雲

男 安来 大東 松江北 松江西 横田 津和野 松江高専 松江工業

女 開星 松江商業 江の川 松江南 益田産業 安来 益田 松江北

男 松江南 松江東 松江工業 江津

女 松江市女 松江南 浜田商業

男 三刀屋 安来

女 三刀屋 大東 松江商業 出雲商業

サ ッ カ ー 男 大社 江の川 浜田 益田東 平田 松江北 松江東 出雲

ラ グ ビ ー 男 江の川 出雲 松江工業

男 松江北 松江南 益田工業 平田 出雲 浜田水産 隠岐水産 松江東

女 松江北 開星 松江南 出雲 浜田水産 出雲北陵 浜田 松徳女学院

赤松② 持田② 温品② 大輝③ 原　③ 北郷③ 小林③ 松原③
（松江北） （松江北） （松江北） （松江北） （松江北） （松江北） （松江南） （松江北）
錦織① 伊藤は③ 角　③ 是津② 土江③ 本廣③ 庄司① 伊藤麻③
（松江北） （開星） （安来） （松江北） （開星） （松江南） （松江北） （開星）

持田②・温品② 赤松②・大輝③ 野津③・池田③ 原　③・山口③ 松原③・北郷③ 周藤③・小林③ 上野③・岡田③ 藤原③・内部③

（松江北） （松江北） （松江東） （松江北） （松江北） （松江南） （隠岐水産） （出雲）
錦織①・庄司① 伊藤は③・伊藤麻③ 高砂③・石飛③ 益尾②・服部③ 永島③・角③ 田中③・石倉③ 是津②・長谷川③ 藤原③・土江③

（松江北） （開星） （出雲） （松徳女学院） （安来） （松江南） （松江北） （松江南）

男 江津工業 松江工業 浜田 出雲 安来 松江農林 松江南 横田

女 出雲 松江西 明誠 江津 浜田 松江南 浜田商業 安来

岩田③・若林② 矢田③・福島② 斎藤③・佐々木② 中川①・浅原① 小林③・平田③ 竹内③・永井② 種②・服部③ 遠藤③・岩佐②

（松江農林） （出雲） （浜田） （松江工業） （松江農林） （安来） （横田） （安来）
加瀬③・周藤② 高橋③・江角③ 森脇③・武田③ 若槻③・原③ 八幡①・古川③ 吉田③・別所③ 和田守③・上口② 花井③・森脇①

（松江西） （出雲） （松江西） （松江西） （出雲） （大社） （出雲） （出雲）

男 大東 松江商業 出雲 松江西

女 大東 出雲商業 松江北 出雲 矢上 松江南 松江東 松江西

三島幸寛② 米田裕之② 山本大介③ 筒井康司③ 秦岡雅憲② 内田創史② 藤原弘一② 新田卓己②
（松江商業） （大東） （松江商業） （大東） （大東） （大東） （松江商業） （松江西）
恩田　愛32 黒崎真里③ 新田奈々② 中原有梨③ 岩田奈紀沙③ 青木　優② 江角優子③ 遠藤奈緒美②
（松徳女学院） （松江商業） （大東） （出雲北陵） （大東） （出雲） （出雲） （大東）
筒井③・米田② 山本③・三島① 秦岡②・内田② 藤原②・渡部太② 客野③・安尾③ 角③・佐次③ 野々内③・新田② 藤田③・山崎③

（大東） （松江商業） （大東） （松江商業） （松江北） （松江西） （松江西） （出雲）
新田②・岩田③ 青木②・勝部茜③ 秦愛②・福原麻① 黒崎③・田村③ 前原③・加田③ 江角③・三宅亜③ 川本③・飯田③ 山本③・遠藤②

（大東） （出雲） （松江北） （松江商業） （出雲商業） （出雲） （矢上） （大東）

男 安来 松江工業

女 安来

曽田裕介 永井　遼 細木喜之 永井　悠 蒲生　透 石原直樹
（松江工業） （安来） （松江工業） （安来） （松江工業） （松江工業）
蒲生　透 平井直人 細木喜之 永井　遼 岩田陽志 松本育己
（松江工業） （安来） （松江工業） （安来） （安来） （松江工業）
平井直人 池田将人 松崎康介 石井泰紀 細木喜之 伊藤善寛
（安来） （安来） （松江工業） （松江工業） （松江工業） （松江工業）
實重多美映 二岡香澄 加田　純 門脇里恵 岩田望希 岡　奈央子
（安来） （安来） （安来） （安来） （安来） （松江工業）
門脇里恵 岡　奈央子 實重多美映 二岡香澄 加田　純 岩田望希
（安来） （松江工業） （安来） （安来） （安来） （安来）

隠岐島前 松江工業 隠岐水産

和田直久③ 山崎秀和① 村上茂樹①
（松江工業） （隠岐島前） （隠岐島前）
福島　学③ 吉野太郎③ 澤井恭平②
（隠岐島前） （松江工業） （隠岐水産）
井上裕三③ 松本宏樹② 福島孝司③
（隠岐島前） （松江工業） （松江工業）
青山久志① 永海宏明② 赤畑雅彦②
（松江工業） （隠岐島前） （松江工業）
松浦　寛③ 野辺　力② 溝渕仁志③
（隠岐島前） （隠岐水産） （川本）
池田二朗③ 松本裕二② 加藤謙太郎②
（隠岐島前） （松江工業） （川本）
竹谷　力① 﨑　竜也①
（隠岐島前） （隠岐島前）
恩田祐也③ 脇　裕二② 新　一茂①
（隠岐島前） （隠岐水産） （隠岐島前）

テ ニ ス

ソ フ ト ボ ー ル

バスケットボール

バ レ ー ボ ー ル

ハ ン ド ボ ー ル

団体

女
子

男
子

男

女

男

男

子

個人

５８ｋｇ級

６３ｋｇ級

１２０ｋｇ級

単

団体

単

個人

複

男

団体

団体

団体

フ ェ ン シ ン グ

バ ド ミ ン ト ン

ソ フ ト テ ニ ス

種目

団体

５０ｋｇ級

エペ

団体

団体

６９ｋｇ級

７６ｋｇ級

フリースタイル
レ ス リ ン グ

男

女

男

女

女

女

５４ｋｇ級

個人

複

団体

フルーレ

サーブル

エペ

フルーレ

団体

個人

団体

８５ｋｇ級
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競技種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

土江大輔①
（出雲農林）
石川秀明① 山崎康生②
（出雲農林） （浜田）
田原良平② 高野洵一③ 矢田英治② 西尾明彦①
（浜田） （出雲農林） （出雲農林） （出雲農林）
遠藤雄一② 笹山真司①
（出雲農林） （浜田）

曽田　孝③
（出雲農林）
亀滝純児①
（出雲農林）

永見恵子②
（出雲農林）

江津工業 松江東 松江北

吉本③・濱本③ 福田③・福庭③ 西村③・原③
（江津工業） （松江高専） （松江北）
高野雄也③ 井上満善② 前田昌輝③
（江津工業） （江津工業） （江津工業）

松江東Ａ 松江北 松江東Ｂ

中嶋②・宮廣② 門脇②・河原② 金津③・大國③

（松江北Ａ） （松江北Ｂ） （松江東）
大野未来子② 久森望美②
（松江北） （江津工業）
三木慶介 石原　拓
（出雲農林） （邑智）
石飛裕介 三木慶介 石原　拓 藤田朋和 羽島勇一郎
（出雲農林） （出雲農林） （邑智） （邑智） （平田）
丸山雅之 松島慎吾 深井篤史 古瀬剛志 岡先祐司 新田康洋 神谷啓二 永井政和
（邑智） （邑智） （邑智） （邑智） （邑智） （邑智） （平田） （邑智）
松島・丸山 深井・岡先 新田・永井 神谷・原田
（邑智） （邑智） （邑智） （平田）
冨永沙代 持田加奈 浜田亜弓 佐藤桂代子 村崎絵美 北村麻衣子 種　清美
（出雲農林） （出雲農林） （邑智） （出雲農林） （出雲農林） （出雲農林） （邑智）
冨永沙代 持田加奈 佐藤桂代子 浜田亜弓 北村麻衣子 種　清美
（出雲農林） （出雲農林） （出雲農林） （邑智） （出雲農林） （邑智）
小野原　暢
（江の川）
塩田大己
（江の川）
村上高志 滝口竜矢 小田原史征
（益田） （江の川） （松江工業）
中丸純一 西下健作 柳楽聡史
（江の川） （江の川） （開星）
田中啓太 北垣龍太郎
（江の川） （松江南）

佐藤寛朗
（江の川）

男 松江東 出雲工業

女 松江東

田村俊二③ 坪倉　慧② 門脇央和③ 伊藤寛之③ 北野　剛③ 竹下昌志②
（松江東） （松江東） （松江東） （出雲工業） （松江東） （出雲工業）
神名絵里② 渡部由起子③ 伊藤由香③ 福井暢子② 梶谷亜衣子③ 金津真里子②
（松江東） （松江東） （松江東） （松江東） （松江東） （松江東）

有田奈美保② 安喰　愛② 荒木由紀子③
（出雲北陵） （出雲北陵） （出雲北陵）

有田・安食 荒木・安喰 稲田・久家

（出雲北陵） （出雲北陵） （出雲北陵）

出雲農林 浜田

女
子

200ｍ

500ｍ
ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ

ｶﾔｯｸﾍﾟｱ

男
子

カ ヌ ー ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ

200ｍ

500ｍ
ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ

男
子

ウエイトリフティング

団体

男
子

女
子

個人

シングルスカル

舵手付クォドルプル

５３㎏級

女
子

ダブルスカル

ダブルスカル

８５ｋｇ級

５３㎏級

ボ ー ト

シングルスカル

６３㎏級

５８㎏級

９４ｋｇ級

１０５ｋｇ級

４８㎏級

種目

５６ｋｇ級

舵手付クォドルプル

７７ｋｇ級

６２ｋｇ級

６９ｋｇ級

ボ ク シ ン グ
男
子

女
子

団体

個人
男

女

試合

ライトフライ級

フライ級

バンタム級

フェザー級

ライト級

な ぎ な た

演技

ア ー チ ェ リ ー

ライトウェルター級

ウェルター級

ミドル級


