
平成１５年度 第４１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 204 １ 江の川高校 40 １ 松江南高校 118 １ 明誠高校 36
（2年ぶり17回目） （2年ぶり2回目） (2年連続2回目） （初）

２ 松江南高校 195 ２ 江津工業高校 38 ２ 松江北高校 97 ２ 立正大淞南高校 24

３ 松江商業高校 144 ３ 邑智高校 32 ３ 松江工業高校 78 ３ 江津高校 17.25

４ 出雲高校 143 ３ 立正大淞南高校 32 ４ 大社高校 75 ４ 飯南高校 14

５ 大社高校 137 ５ 出雲農林高校 22 ５ 浜田高校 74.25 4 邑智高校 14

５ 安来高校 137 ６ 益田工業高校 21 ６ 出雲工業高校 73 4 川本高校 14

７ 大東高校 103.25 ６ 益田産業高校 21

８ 浜田高校 95.25 ８ 飯南高校 14 女 子 総 合 成 績

８ 川本高校 14 Ａ グ ル ー プ Ｂ グ ル ー プ

敢 闘 賞 １ 松江北高校 107 1 邑智高校（初） 18
（3年連続７回目） 益田産業高校

Ａ グ ル ー プ Ｂ グ ル ー プ （初）

安来高校 男女137 男64 邑智高校 男女32 ２ 松江商業高校 100 3 江の川高校 14
大東高校 男女103.25 女64 男14

出雲工業高校 男女73 女18 ３ 出雲高校 88 4 矢上高校 12
平田高校 男女69
明誠高校 男女69 飯南高校 男14 ４ 松江南高校 77 5 立正大淞南高校 8
横田高校 男女69 男47

松江西高校 男女65 川本高校 男14 ５ 安来高校 73 6 益田東高校 7
大田高校 男44

松江商業高校 男44 隠岐島前高校 男12 ６ 大東高校 64
開星高校 女54

◆ ◆ 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）D （男）C （女）C （男）A （女）B （男）D （女）D
1.大 社 1.大 社 1.横 田 1.横 田 1.開 星 1.平 田 1.大 田 1.出 雲 1.出雲西 1.明 誠 1.松江南 1.安 来
2.浜 田 2.松江北 2.大 社 2.大 社 2.平 田 2.浜 田 2.江津工 2.大 田 2.明 誠 2.松江商 2.出雲工 2.松江南
3.出雲工 3.出雲商 3.出 雲 3.大 東 3.浜 田 3.益 田 3.出雲工 3.益田産 3.平 田 3.出雲西 3.松江北 3.松江商
4.松江北 4.益 田 3.松江南 3.矢 上 4.益田工 4.益田産 4.出 雲 4.松江商 4.松江工 4.出 雲 4.浜 田 4.松江東
5.松江商 5.松江西 5.出雲西 5.出雲商 5.浜田水 5.松江北 5.邇 摩 5.益田工 5.益 田
6.松江南 6.松江商 6.津和野 5.邑 智 5.三刀屋 6.大 社 6.松江北 6.松江商 6.平 田
7.益田東 7.益田東 6.浜 田 5.大 田 7.出雲西 7.益田産 7.浜 田 7.出 雲 7.松江北
8.横 田 8.北 陵 6.大 東 5.松江北 7.松江北 8.浜 田 8.益 田 7.江 津 7.松江東

6.江 津

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）D （男）A （男）F
1.松江東 1.松江商 1.安 来 1.開 星 1.安 来 1.松江西 1.松江北 1.松江北 1.松江北 1.大 東 1.大 社 1.浜 田
2.松江南 2.松江東 2.松江西 2.安 来 2.松江工 2.出 雲 2.大 田 2.開 星 2.大 東 2.松江北 2.松江商 2.今 市
3.松江工 3.松江北 3.松江工 3.江の川 3.横 田 3.江 津 3.松江南 3.安 来 3.松江西 3.松江商 3.益 田 3.隠岐水
3.川 本 3.出 雲 3.大 東 3.松江商 4.江津工 4.松江南 4.松江東 4.松江東 4.松江商 4.松江西 3.出雲工 3.掛 合
5.出 雲 5.平 田 5.松江南 5.松江南 5.出 雲 5.松江商 5.安 来 5.松 徳 5.明 誠
5.松江北 5.松江農 5.出雲工 5.大 社 6.出雲工 6.明 誠 5.益 田 5.松江南 5.浜 田
5.北 陵 5.松江南 5.江 津 5.出雲西 7.松江南 7.安 来 5.浜 田 5.出 雲 5.松江南
5.高 専 5.三刀屋 5.出 雲 5.松江北 8.松江農 8.大 田 5.高 専 5.大 田 5.立正大

8.出雲商 淞南
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）G （女）G

1.開 星 1.大 社 （男）E （女）E （男）E （女）F （男）F （女）G （男）G （女）D （男）G （女）H
2.大 社 2.浜 田 1.立正大 1.大 東 1.益 田 1.益 田 1.松江工 1.松江南 H 1.大 東 1.安 来 1.安 来
2.浜 田 淞 南 2.松江南 2.松江北 2.出 雲 2.松江南 2.江 津 1.三刀屋 2.出雲商 2.松江工

2.松江南 3.立正大 3.大 田 3.松江北 3.松江東 2.安 来 3.安 来
ス キ ー 2.大 東 淞 南 4.出雲工 3.出 雲 ﾎﾞ ｸ ｼ ﾝ ｸ ﾞ なぎなた

4.松江北 4.明 誠
（男）F （女）H （男）F （女）
1.飯南 1.松江南 1.江の川
2.明誠 2.松江南
3.横田 新 体 操 3.松江北

ボ ー ト カ ヌ ー ア ー チ ェ リ ー （女）F 相 撲 自 転 車 ラグビー ﾚ ｽ ﾘ ﾝ ｸ ﾞ ウエイト
1.開 星

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

3.平 田 3.松江南
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競技種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

大社 浜田 出雲工業 松江北 松江商業 松江南 益田東 横田

浜田 出雲工業 大社 松江商業 益田東 松江北 松江南 横田

大社 松江北 出雲 浜田 出雲西 横田 松江西 松江高専

大社 益田

木原　博① 安江雄一郎② 石川　司② 原　宏喜③ 石本誠二③ 清水　悠① 岩田大輝② 古瀬智也①
(益田東） （益田東） （隠岐） （大社） (浜田） (松江北） （松江北） （大社）
土江将大② 原　宏喜③ 安江雄一郎② 石本誠二③ 岩田大輝② 藤尾健祐③ 中田卓也③ 石川　司②
(平田） (大社） （益田東） (浜田） (松江北） (開星） (川本） (隠岐）

坂本安弘③ 中村紘明③ 柏木裕太② 吉原賢一② 佐々木勝陽③ 松本丈嗣③ 小原祐二① 出張和哉②
(大社） (松江南） (大社） (隠岐） (浜田） (浜田） (松江南） (江の川）

津川貴司③ 寺本　剛② 大谷健太① 長嶺裕貴① 吉原賢一② 岡田憲治② 岩田昭太② 岩田啓紀③
(松江商業） (浜田） (出雲工業） (益田） (隠岐） (浜田） (松江南） (安来）
津川貴司③ 小村章悟③ 廣濱竜一③ 足立　剛③ 西迫　卓③ 山本雄三③ 田中大介③ 岩田昭太②
(松江商業） (出雲工業） (松江商業） (出雲工業） (明誠） (安来） (松江高専） (松江南）
小村章悟③ 平野　護③ 齋藤陽亮② 足立　剛③ 高橋大介② 木村尚志③ 渡部遼大③ 杉原一樹②
(出雲工業） (出雲工業） (益田産業） (出雲工業） (横田） (江の川） (安来） (松江南）
船木　隼③ 安部卓也② 青木良輔② 長谷川浩之② 中村紘明③ 池本将大③ 田中寿史② 和泉宏幸①
(浜田） (横田） (浜田） (江の川） (松江南） (松江北） (松江南） (横田）

中村紘明③ 奥田裕司② 桑原康太③ 石田陽平③ 福田雅史③ 杉谷　亘③ 大福一徳② 長谷川浩之②
(松江南） (松江商業） (松江高専） (松江北） (情報科学） (大社） (松江商業） (江の川）
廣濱竜一③ 廣田昌也② 南目昌範③ 杉野本勇気③ 田中大介③ 西迫　卓③ 足立一樹③ 高野勇太②
(松江商業） (出雲工業） (松江北） (浜田） (松江高専） (明誠） (横田） (松江商業）

益田東 浜田 大社 松江北 益田 松江商業 江の川

大社 浜田 隠岐 江の川 益田東 松江北 松江商業 松江高専

山影　亮③ 永見和也② 田中宏希② 渡加　圭③ 赤木俊太郎①
(横田） (出雲工業） (出雲工業） (大社） (大社）

池本将大③ 岡田祐木③ 棟石　慧① 花原毅彦① 田原正則① 福島健志② 串崎嗣範② 藤川達也①
(松江北） (大社） (出雲） (大社） (益田） (松江南） (松江高専） (大社）

竹山進二朗③ 清水　悠① 森下　純③ 古瀬智也① 齋藤大輔③ 野津健吾③ 坂根　孟③ 桑原友春③
(浜田） (松江北） (吉賀） (大社） (江の川） (松江工業） (大社） (津和野）
清水　悠① 竹山進二朗③ 坂本裕亮③ 昌子卓人③ 坂根　孟③ 北村和之③ 福代忠人③ 福田和也②
(松江北） (浜田） (松江高専） (出雲） (大社） (出雲工業） (大社） (平田）
石原隆幸③ 岡本純生② 烏田卓也③ 杉原広訓② 石原真彦② 平山　晃② 福間友身① 永見徹也①
(横田） (出雲北陵） (大田） (大社） (開星） (情報科学） (松江高専） (出雲工業）

上田健一③ 角田順大③ 堀　隆司② 平田明之③ 高橋　航③ 江原健太郎③ 廣戸将平② 西谷　悠①
(大社） (大社） (津和野） (明誠） (出雲） (大社） (松江南） (大田）

上田健一③ 角田順大③ 勝部勇太郎③ 平田明之③ 高橋　航③ 山野健太③ 舟木和彦③ 西谷　悠①
(大社） (大社） (大社） (明誠） (出雲） (松江西） (松江農林） (大田）

上田健一③ 山野健太③ 板垣　渉② 山田哲生③ 石原裕太③ 村尾　肇② 橘　純平② 奈良井俊介②
(大社） (松江西） (大社） (大社） (松江工業） (隠岐） (横田） (情報科学）

江原慎太郎③ 園山彰男③ 釜屋　光③ 舟木和彦③ 廣戸将平② 板垣　渉② 田中智仁② 石原裕太③
(大社） (出雲西） (出雲西） (松江農林） (松江南） (大社） (大田） (松江工業）
坂根　孟③ 廣瀬彰大③ 坂根悠真①
(大社） (益田） (大社）

大社 松江北 出雲商業 益田 松江西 松江商業 益田東 出雲北陵

松江北 出雲商業 益田 松江商業 大社 益田東 江の川 平田

大社 松江西 益田東 益田産業 松江北 出雲 浜田 三刀屋掛合

松江北 大社 出雲北陵 出雲

永田知子③ 飯島　望③ 石川恵美③ 三島麻貴① 岸田陽菜① 濱村香織① 田原佳奈③ 島田麻弓子③
(松江北） (松江商業） (益田） （松江商業） (益田東） (大社） (益田） (益田）
永田知子③ 大石千夏② 三島麻貴① 石川恵美③ 桑谷玲子③ 飯島　望③ 楠井乙馨③ 仙田真帆③
(松江北） (益田） (松江商業） (益田） (浜田） (松江商業） (松江北） (松江南）
永田知子③ 大石千夏② 楠井乙馨③ 飯島　望③ 小林可奈③ 瀬崎旭代③ 河原礼恵③ 豊田可奈枝②
(松江北） (益田） (松江北） (松江商業） (松江北） (大社） (矢上） (益田）
門脇ゆきえ③ 宗正美海① 杉谷理絵① 田村菜津子② 山本真理子③ 田原由希③ 日笠由紀③ 朝日貴子③
(出雲商業） (江の川） (平田） (安来） (出雲北陵） (浜田） (松江北） (出雲商業）
門脇ゆきえ③ 宗正美海① 朝日貴子③ 門脇あゆみ③ 田村菜津子② 西　佳代子① 杉谷理絵① 角　幸奈②
(出雲商業） (江の川） (出雲商業） (松江北） (安来） (出雲商業） (平田） (平田）
門脇ゆきえ③ 宗正美海① 梶谷亜希子③ 藤原美紀③ 門脇あゆみ③ 角　幸奈② 大屋　愛③ 賀元ひかり①
(出雲商業） (江の川） (出雲商業） (出雲商業） (松江北） (平田） (江の川） (松江南）
浅津このみ② 岡　由美③ 高山　彩③ 江上さやか③ 湯浅由季子③ 坪倉歩美③ 飯塚千鶴②
(出雲北陵） (大社） (益田東） (益田） (益田東） (横田） (平田）
島田麻弓子③ 小林可奈③ 高山　彩③ 河野香織② 飯塚千鶴② 小野　恵③ 百合澤順子② 小川美樹①
(益田） (松江北） (益田東） (松江北） (平田） (出雲北陵） (松江南） (松江東）

益田 松江商業 松江北 大社 益田東 安来 浜田 松江南

松江北 益田 大社 松江商業 浜田 出雲北陵 隠岐 松江南

中岡智美③ 玉中章子② 吾郷祐美① 曽田千絵① 竹並明日香③ 児玉苑子② 多久和理奈② 松田　明②
(大田） (大田） (出雲商業） (出雲商業） (大社） (大社） (松江南） (浜田商業）

佐々木明菜③ 山崎未央② 榎　久美子③ 瀬崎旭代③ 万波由佳① 若月由美② 又賀史織② 福田香奈①
(大社） (出雲） (浜田） (大社） (情報科学） (大社） (益田東） (出雲）

新田佳世③ 山﨑麻美子③ 安部恵美子② 湯浅由季子③ 佐々木明菜③ 青戸智栄子③ 福田真帆① 吉田理沙③
(松江北） (大社） (大社） (益田東） (大社） (開星） (横田） (出雲）

松下紗代理③ 山﨑麻美子③ 村上千尋② 井上佳奈① 福田美穂③ 新田佳世③ 益成香菜子① 仙田香織②
(松江西） (大社） (松江西） (大社） (松江西） (松江北） (益田産業） (情報科学）

松下紗代理③ 山﨑麻美子③ 大屋靖子② 渡部祐美② 松浦恵子① 皆元ゆかり② 大峠遥渚② 中島　光②
(松江西） (大社） (松江西） (松江西） (大社） (大社） (隠岐） (隠岐）
大屋靖子② 篠原ダリル③ 益成香菜子① 高尾加代② 久保美香③ 田仲奈美② 森　加奈子② 岡　由美③
(松江西） (益田東） (益田産業） (三刀屋掛合） (益田産業） (平田） (出雲北陵） (大社）
浅津このみ② 新田佳世③ 河野香織② 安部恵美子② 若月由美② 多々納　彩① 竹下由希子①
(出雲北陵） (松江北） (松江北） (大社） (大社） (大社） (出雲）

１００ｍ

２００ｍ

４００ｍ

８００ｍ

１５００ｍ

３０００ｍ

１００ｍＨ

４００ｍＨ

５０００ｍＷ

円盤投

やり投

陸 上 競 技

種目

八種競技

１００ｍ

２００ｍ

４００ｍ

８００ｍ

総合

ﾄﾗｯｸ総合

４×１００ｍＲ

４×４００ｍＲ

１５００m

ﾌｨｰﾙﾄﾞ総合

混成総合

４×１００ｍＲ

４×４００ｍＲ

砲丸投

円盤投

やり投

ﾊﾝﾏｰ投

総合

ﾄﾗｯｸ総合

ﾌｨｰﾙﾄﾞ総合

混成総合

走高跳

七種競技

走幅跳

砲丸投

５０００m

１１０ｍＨ

４００ｍＨ

３０００mＳＣ

５０００mＷ

走高跳

走幅跳

三段跳

棒高跳

男
　
子

女
　
子
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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 松江北

女 大社 浜田 開星

小川正義③ 金田充弘③ 周藤　享③ 福田祐大③ 横田航平③ 福田修治③ 内藤　有② 影山　誠②
(浜田） (開星） (大社） (開星） (松江北） (大社） (開星） (開星）
川井　瞳③ 本田　結③ 岩本　希① 桑野理奈③ 小林まき② 橋田有紀② 齋藤絵利華① 小川香織③
(大社） (浜田） (浜田） (大社） (大社） (浜田） (浜田） (浜田）

開星 出雲

溝口真衣③ 田邊美恵③ 万代真子① 林原千波③ 福島由子③ 徳島優子③ 福島梨恵③ 藤本千幸①
(開星） (開星） (開星） (開星） (開星） (松江北） (開星） (開星）

男 横田 大社 松江南 出雲 江津 津和野 浜田 大東

女 横田 大社 矢上 大東 出雲商業 邑智 大田 松江北

藤原純人③ 三俣大悟② 上田大吾② 尾崎泰明③
(横田） (出雲西） (大社） (横田）

延谷早織② 石田枝里子③ 荒川なつき③ 園山真知子③
（横田） （横田） （大社） （大社）

男 開星 平田 益田工業 浜田 浜田水産 三刀屋 出雲西 松江北

女 平田 浜田 益田 益田産業

折田裕介② 比南原直貴③
(開星） (開星）

尾原智博③ 木戸喜崇③ 澄田　剛③
(開星） (平田） (出雲西）
花本　隼③ 山﨑敦嗣③ 村上悠史② 平塚　亮② 吉岡将太①
(平田） (出雲西） (津和野） (松江北） (松江工業）

安達孝男② 石田　悟① 山本　瞬③ 野村　駿③ 小澤良治 熊谷佳泰③ 松浦賢悟① 岩成　勝②
(開星） (開星） (平田） (開星） (出雲西） (益田産業） (平田） (松江農林）

宮崎貴裕③ 水津満共③ 松浦淳一③ 岡　亮介② 宮下隼輔② 谷口一真① 小原和人② 小丸裕輔①
(浜田） (開星） (出雲工業） (平田） (浜田） (浜田） (松江北） (開星）

小中勇二③ 沖田礼次郎② 安井一裕③ 深野幸太② 石本啓祐② 平野太樹② 足立　元③ 吉義有樹③
(浜田） (浜田） (三刀屋） (浜田） (開星） (浜田水産） (松江南） (松江農林）

栗原龍司③ 植田健太③ 中嶋晋也② 奥　淳也② 伊藤一也① 柴田　曜③ 徳島　渉② 圓佛真男①
(開星） (江津） (平田） (平田） (平田） (松江北） (開星） (開星）

武田真里① 寺戸美絵③
(平田） (益田）

養庵沙織② 金築千紗①
(浜田） (浜田）

森脇千晶② 祖田枝里子③
(平田） (平田）

門脇みな美③ 吾郷千佳子②
(浜田） (平田）

平川直美② 佐倉あゆみ② 向井つかさ③ 斎藤裕子①
(浜田） (浜田） (益田産業） (益田）

平川美保③ 藤本佳子② 出羽未輝③
（益田産業） (平田） (平田）
大畑祥子③ 平川　渚③ 田原美月③ 山崎春奈②
(矢上） (浜田） (益田） (浜田水産）

男 大田 江津工業 出雲工業 出雲 松江北 益田産業 浜田 松江工業

女 出雲 大田 益田産業 松江商業 邇摩 松江北 浜田 益田

林　洋士 河村誠司 板倉宏考 米山弘泰 神田信広
(大田） (大社） (出雲） (松江北） (出雲）
高垣紘子 福島あすな 中田佑美 瀧山泰恵 募田果央
(出雲） (出雲） (大田） (浜田） (松江北）
福岡　歩③ 竹谷和也① 藤田辰徳③ 吉岡達矢③ 角﨑将仁① 池田賢二②
(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 大東 松江南

女 大東 松江南

男 立正大淞南 松江南 大東

女 松江南 大東

宮本裕己③ 佐々木史明② 井上　渉② 妹尾雅裕③ 福本隆介③ 吉岡秀一① 元廣　惇② 山田友貴②
（立正大淞南） (立正大淞南） (立正大淞南） (大東） (松江北） (立正大淞南） (立正大淞南） (立正大淞南）
河西　文③ 大倉優実③ 松尾里絵② 佐藤未紗③ 藤原佳菜③ 石飛志保③ 山﨑麻貴② 加藤知穂③
（立正大淞南） (大東） (大東） (大東） (松江南） (大東） (大東） (大東）
福本隆介③ 元廣　惇② 鎌田英揮② 福間将浩① 錦織康弘③ 宮本裕己③ 芹原　純② 田中雅之③
(松江北） (立正大淞南） (松江北） (松江南） (松江南） (立正大淞南） (浜田） (松江南）
河西　文③ 大倉優実③ 椋木愛実③ 藤原佳菜③ 松尾里絵② 飯石麻衣子① 松坂彩子③ 植尾佳代③
（立正大淞南） (大東） (明誠） (松江南） (大東） (松江南） (松江南） (松江南）

男 出雲西 明誠 平田 松江工業 出雲 松江商業 江津 益田工業

女 明誠 松江商業 出雲 出雲西 益田 松江北 松江東 平田

黄　　圳 嘉本順文 山崎真治 児玉直之 土井雄生 土井慎一 間庭卓史 岡本卓也
（出雲西） （出雲西） （明誠） （平田） （平田） （平田） （出雲西） （出雲西）
松浦亜希子 千崎知絵 中村真由美 佐古五月 平野亜希 藤原慶子 高木香織 清家美咲
（松江商業） （明誠） （明誠） （明誠） （出雲） （松江商業） （松江商業） （出雲西）
嘉本・黄 林　・山崎 土井慎・土井雄 豊田・田中 児玉・福代 大庭・眞庭 岡本・黒田 有田・藤井
（出雲西） （明誠） （平田） （明誠） （出雲西） （益田工業） （出雲西） （津和野）
藤原・松浦 佐古・齋藤 芥屋・小島 清家・森山 中村・千崎 糸賀・松澤 高木・吉岡 錦織・平野
（松江商業） （明誠） （出雲西） （出雲西） （明誠） （益田） （松江商業） （出雲）

女

男

女

男

男

女

男

男

男

女

男

新 体 操

個人総合

団体

個人

剣 道

個人総合

５７ｋｇ級

弓 道

種目

体 操

団体

卓 球

形

空 手 道

団体

単

個人

複

個人

団体

組手

形

組手

個人

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

団体

７０ｋｇ級

柔 道
６６ｋｇ級

６０ｋｇ級

男
子

女
子

女

７８ｋｇ超級

７８ｋｇ級

６３ｋｇ級

女
個人

相 撲
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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 浜田今市 隠岐水産 三刀屋掛合

出雲工業

出雲工業

塩野孝一 白石良哉 小松原明紀 竹下　翔 万代真之 大原慎史
（出雲工業） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業）
万代真之 塩野孝一 小松原明紀 竹下　翔 白石良哉 大原慎史
（出雲工業） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業）
塩野孝一 小松原明紀 竹下　翔 持田哲智 大原慎史 濱村亮輔
（出雲工業） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業）
小松原明紀 塩野孝一 万代真之 白石良哉 竹下　翔 大原慎史
（出雲工業） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業）
荒木智恵美
（出雲工業）
荒木智恵美
（出雲工業）

男 益田 松江北 大田 出雲工業 出雲 平田

女 益田 出雲 松江北

斎藤佑太③ 郷原広泰② 青木裕也② 吉田篤史② 佐藤　馨② 加藤潤一③ 杉本一輝③ 藤井将史②
（明誠） （平田） （出雲工業） （出雲工業） （松江南） （松江南） （松江南） （松江北）
雪野洋平① 郷原広泰② 斎藤佑太③ 佐藤　馨② 山田伸太郎③ 大橋正也① 藤井将史② 上田貴弘③
（開星） （平田） （明誠） （松江南） （浜田） （大社） （松江北） （立正大淞南）
杉原崇斗① 雪野洋平① 江田大武③ 松本宏太郎① 上田貴弘③ 岩田　翔① 天野陽介③
（松江南） （開星） （浜田） （松江東） （立正大淞南） （松江南） （松江工業）
杉原崇斗① 江田大武③ 盆子原雄一③ 三上淳史① 松本宏太郎① 佐々木秀城① 加藤潤一③ 井藤俊範②
（松江南） （浜田） （江津） （松江北） （松江東） （浜田） （松江南） （松江東）
盆子原雄一③ 佐々木秀城① 嘉本恵太①
（江津） （浜田） （出雲工業）
木村　徹③ 三島大樹② 佐々木康夫② 小村将司② 大田陽一郎① 永和　諭③ 富田光大③
（出雲工業） （安来） （松江工業） （松江南） （大社） （松江南） （松江南）
木村　徹③ 三島大樹② 佐々木康夫② 永和　諭③ 富田光大③
（出雲工業） （安来） （松江工業） （松江南） （松江南）
江角拓也② 嘉本祐己③ 小笹　仁③ 青木雅至① 橋本紘希① 熊谷勇輝① 門脇祐太② 平岡翔太②
（松江東） （出雲工業） （出雲北陵） （平田） （松江北） （安来） （松江東） （松江南）
江角拓也② 嘉本祐己③ 青木雅至① 小笹　仁③ 橋本紘希① 熊谷勇輝①
（松江東） （出雲工業） （平田） （出雲北陵） （松江北） （安来）
舟木和俊③ 青木裕也② 次石健太① 舟木博志① 吉田　悠② 長島幸生② 尾形龍之介③ 内田太一③
（開星） （出雲工業） （浜田） （松江北） （松江南） （開星） （松江工業） （松江工業）
舟木和俊③ 片山　斉② 吉田　悠② 次石健太① 舟木博志① 長島幸生② 尾形龍之介③ 内田太一③
（開星） （江津工業） （松江南） （浜田） （松江北） （開星） （松江工業） （松江工業）
田中佑典① 片山　斉② 山田伸太郎③ 吉田篤史② 大橋正也① 岩田直大① 杉本一輝③
（松江北） （江津工業） （浜田） （出雲工業） （大社） （松江南） （松江南）
田中佑典① 三上淳史① 岩田直大①
（松江北） （松江北） （松江南）

出雲工業 松江南 松江北 浜田 松江東 松江工業

松江北 出雲工業 松江南 松江東

出雲工業 松江北 松江南 浜田 松江東

吉川綾香② 武藤春香② 山田彩子③ 塩田明美① 山中春香① 田原知恵① 吉田早智子③ 板倉彩子①
（安来） （松江南） （松江商業） （益田産業） （益田産業） （浜田） （松江南） （大社）
吉川綾香② 武藤春香② 山田彩子③ 小田原晶子③ 山中春香① 渡部紀子③ 板倉彩子① 本間永愛③
（安来） （松江南） （松江商業） （出雲西） （益田産業） （安来） （大社） （松江南）

小田原晶子③ 荊尾真麻③ 田原知恵① 福間恵美② 田中瑛美③
（出雲西） （大田） （浜田） （松江東） （松江東）
柳楽千秋① 山岡絵里香① 大内理絵② 福間恵美②
（開星） （安来） （松江北） （松江東）
大内理絵② 山岡絵里香① 藤原郁香①
（松江北） （安来） （松江東）
小野綾果③ 松浦絵美子③ 浜村咲津希① 藤原郁香① 本間永愛③
（益田） （松江南） （出雲） （松江東） （松江南）
小野綾果③ 松浦絵美子③ 浜村咲津希① 田中瑛美③
（益田） （松江南） （出雲） （松江東）
高橋典子③ 石飛ちはる③ 日高千晶②
（大社） （松江商業） （邑智）
高橋典子③ 石飛ちはる③ 日高千晶②
（大社） （松江商業） （邑智）
大国瑶世② 柳楽千秋① 塩田明美① 濱田ゆいか② 廣安亜衣① 佐次優子② 吉田早智子③ 渡部紀子③
（出雲） （開星） （益田産業） （安来） （松江北） （松江商業） （松江南） （安来）
大国瑶世② 廣安亜衣① 濱田ゆいか②
（出雲） （松江北） （安来）
荊尾真麻③
（大田）

安来 松江南

安来 松江南

１００ｍ

２００ｍ

２００ｍ個人メドレー

登 山

水 泳

４００ｍＭリレー

４００ｍＦリレー

平泳ぎ

１５００ｍ

自由形

１００ｍ

２００ｍ

バタフライ
１００ｍ

２００ｍ

平泳ぎ
１００ｍ

２００ｍ

個人メドレー
２００ｍ

４００ｍ

背泳ぎ

男
子

個人ロード・レース

１００ｍ
バタフライ

２００ｍ

背泳ぎ

自由形

１００ｍ

２００ｍ

１００ｍ

２００ｍ

４００ｍ

８００ｍ

500ｍﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ

2㎞インディヴィデュアルパーシュート

チーム・スプリント

団体

種目

４００ｍＦリレー

８００ｍＦリレー

４００ｍＭリレー

団体

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

５０ｍ

自 転 車

女
子

２００ｍ

４００ｍ
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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 松江東 松江南 松江工業 川本 出雲 出雲北陵 松江高専 松江北

女 松江商業 松江東 出雲 松江北 平田 松江南 松江農林 三刀屋

男 安来 松江西 大東 松江工業 松江南 江津 出雲 出雲工業

女 開星 安来 松江商業 江の川 松江南 松江北 出雲西 大社

男 松江工業 松江南 松江東 飯南

女 松江南 江津 松江市女 浜田商業

男 三刀屋 安来 浜田

女 大東 出雲商業 安来 出雲 松江南 松江商業 浜田商業 三刀屋

サ ッ カ ー 男 大社 松江商業 益田 出雲工業 明誠 立正大淞南 松江南 浜田

ラ グ ビ ー 男 江の川 出雲 松江工業 松江高専

男 大田 松江北 松江東 松江南 益田 安来 浜田商業 松江高専

女 松江北 開星 松江東 安来 松徳女学院 松江南 出雲 大田

星村純平② 井原和彦③ 竹下　渉② 鳴川雄飛③ 矢野正洋② 中本譲太③ 日高哲平① 三原清志③
（松江北） （松江北） （松江北） （松江東） （松江北） （松江南） （松江北） （松江北）
錦織玲奈③ 庄司礼絵③ 的野祥子② 青山優穂③ 角森優希③ 内藤　睦③ 岩田菜津美③ 小室恵美③
（松江北） （松江北） （松江北） （松江北） （松江北） （安来） （安来） （開星）

星村②・竹下② 井原③・三原③ 山下③・小林③ 中本③・清井② 矢野②・小林① 日高①・本田③ 越野①・溝山① 春木③・岩田③

（松江北） （松江北） （大田） （松江南） （松江北） （松江北） （松江北） （松江南）
錦織③・庄司③ 奈良井③・的野② 小室③・福島③ 秦③・齋藤③ 岩田③・岩崎③ 塩田③・吉村② 竹歳③・佐々木② 入来院②・木島②

（松江北） （松江北） （開星） （益田） （安来） （出雲） （出雲北陵） （安来）

男 安来 松江工業 出雲 江津工業 出雲工業 横田 松江農林 松江南

女 松江西 出雲 江津 松江南 大田 出雲商業 松江商業 明誠

藤原・井上 小松原・今岡 種・永岡 鳥屋尾・藤本 二岡・藤原 三上・金山 比高・北川 赤名・松島
（横田） （松江工業） （松江工業） （出雲工業） （安来） （安来） （安来） （松江工業）
八幡・森脇 高橋・長瀬 内藤・竹部 二上・坂本 野々内・矢野 原谷・古志野 種島・桐原 永田・吉岡
（出雲） （松江西） （松江商業） （江津） （松江南） （安来） （安来） （出雲）

男 松江北 大東 松江西 松江東

女 大東 松江北 松江西 松江商業 邇摩 隠岐 松江市女 松江農林

玄行友也① 稲垣圭介③ 森本和則③ 石川　繁③ 福原将太① 渡部大介② 小山尚志③ 黒田洋二③
（松江北） （松江工業） （大東） （大東） （松江北） （松江商業） （松江西） （大東）
三原遥香② 岩田佳菜江① 原　弘美③ 細田美穂② 田中可純① 細木映里奈③ 武田真実③ 井田めぐみ②
（大東） （大東） （大東） （大東） （大東） （大東） （大東） （大東）

石川③・森本③ 玄行①・福原① 小山③・三島③ 黒田③・秦中① 白石③・原田① 石塚③・渡邊③ 藤井③・高橋③ 松田③・渡部②

（大東） （松江北） （松江西） （大東） （松江北） （松江北） （松江北） （松江商業）
井田②・岩田① 原③・三原② 黒崎②・高橋② 武田③・細田② 和田③・高橋① 細木③・三原③ 福原③・山本③ 岩田②・米原①

（大東） （大東） （松江商業） （大東） （松江北） （大東） （松江北） （大東）

男 松江工業 安来

女 安来

永井　遼 山岡隼人 佐藤星貴 永井　悠 渡辺大介 平井亮太
（安来） （安来） （松江工業） （安来） （安来） （安来）
永井　悠 永井　遼 石橋亮太 西尾　徹 持田雅志 渡辺大介
（安来） （安来） （松江工業） （安来） （松江工業） （安来）
永井　悠 山岡隼人 永井　遼 糸原唯裕 渡辺大介 西尾　徹
（安来） （安来） （安来） （松江工業） （安来） （安来）
遠藤亜裕美 太田頼子 西脇侑加 山根なつき 原田誠子 吉川瑠衣
（安来） （安来） （安来） （安来） （松江北） （安来）
遠藤亜裕美 吉川瑠衣 太田頼子 山根なつき 西脇侑加 原田誠子
（安来） （安来） （安来） （安来） （安来） （松江北）

隠岐島前 松江工業

橋本亮介② 澤谷彰文② 村上茂樹③
（隠岐島前） （隠岐島前） （隠岐島前）
竹野雄太③ 三代雅彦②
（隠岐島前） （松江工業）
前田啓喜③ 亀谷宏明③ 奥田恭兵②
（隠岐島前） （隠岐島前） （隠岐島前）
青山久志③ 杵築洋和③ 門脇一樹③
（松江工業） （隠岐島前） （隠岐島前）
吉野　暁③ 斎藤洋介① 平井和行②
（隠岐島前） （松江工業） （江津工業）
竹谷　力③
（隠岐島前）
﨑　竜也③ 矢田一洋③
（隠岐島前） （川本）
新　一茂③ 沢野裕大②
（隠岐島前） （隠岐島前）

団体

団体

８５ｋｇ級

種目

団体

団体

６９ｋｇ級

７６ｋｇ級

フリースタイル

個人

複

団体

フルーレ

サーブル

エペ

フルーレ

個人

５８ｋｇ級

６３ｋｇ級

１２０ｋｇ級

フ ェ ン シ ン グ

５０ｋｇ級

エペ

団体

５４ｋｇ級

男

女
子

男
子

男

女

男

男
　
子

バ ド ミ ン ト ン

ソ フ ト テ ニ ス

団体

レ ス リ ン グ

団体

個人

団体

単

団体

単
男

女

個人
男

女
複

女

女

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
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競技種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

宍戸勇輝② 園山　悟②
（出雲農林） （出雲農林）
土江大輔③
（出雲農林） （出雲農林）
釜田三寛② 米原文章② 錦織哲也①
（出雲農林） （出雲農林） （出雲農林）
垣崎俊輔② 佐藤将希① 松井和也①
（浜田） （出雲農林） （出雲農林）

五十殿拓也② 西尾明彦③ 永井真一② 今川和哉①
（浜田） （出雲農林） （出雲農林） （出雲農林）
池淵裕太② 桑原享平②
（出雲農林） （出雲農林）
岡　義和③ 安達和樹①
（出雲農林） （出雲農林）
今岡和也③ 釜田祥平①
（出雲農林） （出雲農林）

石橋理恵①
（出雲農林）
水師　蘭③ 三島淳子①
（出雲農林） （出雲農林）
堂本真由②
（出雲農林）

江津工業 松江高専 松江北

吉岡③・青山③ 荒木②・奥井③ 徳田②・本山②

（松江北） （松江東） （江津工業）
板持健太③ 安部貴矩② 佐々木佑輔②
（松江東） （松江東） （江津工業）

松江北 松江東

高橋②・佐野③
（松江北）
中井裕子② 黒川めぐみ② 吉岡朋子②
（松江北） （松江北） （松江北）
伊藤　友 日野大輔 黒田明宏 安井知久
（出雲農林） （出雲農林） （平田） （邑智）
伊藤　友 日野大輔 黒田明宏 安井知久
（出雲農林） （出雲農林） （平田） （邑智）
百畑佳哉 渡邊大輝 谷　優生 澤田　充 石川真琴 水本裕輔 大倉健治 倉橋悟史
（邑智） （邑智） （邑智） （邑智） （邑智） （邑智） （出雲農林） （平田）
百畑佳哉 谷　優生 石川真琴 渡邊大輝 澤田　充 水本裕輔
（邑智） （邑智） （邑智） （邑智） （邑智） （邑智）
大平みさと 岡田久美 山本総子 吉野紗弥香 井上香織 縄江綾子
（邑智） （出雲農林） （邑智） （邑智） （江の川） （邑智）
大平みさと 岡田久美 吉田紗弥香 山本総子 井上香織 縄江綾子
（邑智） （出雲農林） （邑智） （邑智） （江の川） （邑智）
渡利勝哉
（江の川）
高澤友輔 清水裕太郎
（江の川） （江の川）
甚田貴大 高橋啓太 佐々木泰輔 久米直也
（江の川） （松江北） （平田） （江の川）
土江啓太 田子大智 野中進太郎
（松江南） （江の川） （江の川）
倉田平祐 松本健治
（江の川） （江の川）
豊田直希
（明誠）
米村圭介
（江の川）
堤　浩寿
（益田東）

男 松江東 出雲工業

女 松江東

青戸紘太朗③ 小川　翔③ 小川修一③ 松本成人② 曽田貴彦③ 錦織隆志③
（松江東） （松江東） （松江東） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業）
曽田千鶴③ 平江由梨奈③ 中村英里香③ 三島文佳② 福田明香② 野津麻依華③
（松江東） （松江東） （松江東） （松江東） （松江東） （松江東）
井上美代 釜屋寛子 神谷真実 吉田祥子
（出雲北陵） （出雲北陵） （出雲北陵） （出雲北陵）

井上・神谷 釜屋・鎌田

（出雲北陵） （出雲北陵）

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

2000ｍ

ライトウェルター級

ウェルター級

ミドル級

６３㎏級

ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ
500ｍ

2000ｍ

女
子

男
子

５８㎏級

９４ｋｇ級

１０５ｋｇ級

４８㎏級

種目

ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ
500ｍ

2000ｍ

ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ

500ｍ

カ ヌ ー

５６ｋｇ級

６２ｋｇ級

６９ｋｇ級

７７ｋｇ級

シングルスカル

舵手付クォドルプル

５３㎏級

８５ｋｇ級

５３㎏級

舵手付クォドルプル

ウエイトリフティング 個人

男
子

女
子

男
子

ボ ー ト

シングルスカル

女
子

ダブルスカル

ダブルスカル


