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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 明誠 松江北 出雲工業 出雲 松江工業 横田 平田

松江北 明誠 大社 出雲工業 平田 出雲 開星 横田

大社 松江工業 横田 松江農林 明誠 益田 松江商業 大田

出雲 大社 明誠

三上航介 花田達也 中隠居一輝 渡辺　匠 岸本　宗 佐々木茉央 永島裕太 森山皓太
(開星） (大社） (明誠） (津和野） (大社） (松江北） (松江南） （出雲）

三上航介 中隠居一輝 花田達也 金山陽平 武田悠真 岸本　宗 森山皓太 徳田裕次郎
(開星） (明誠） (大社） (松江北） (松江北） (大社） （出雲） (明誠）

金山陽平 広野　健 新井　啓 井上大輔 藤原優也 神田恭輔 大田拓磨 槙原千裕
(松江北） (大社） (明誠） (益田） (出雲） (松江北） (明誠） (開星）
原　貫太 矢野巧樹 高橋昂大 石出創士 林　隼平 前田雄飛 日野正崇 重田純太郎

(松江高専） (明誠） (安来） (松江北） (松江商業） (浜田） (松江南） (明誠）
多久和能広 阿川大祐 田部雄作 山根大輝 槇原洸槻 前田雄飛 平野光一 上岡拓海

(平田） (出雲工業） (出雲工業） (平田） (出雲工業） (浜田） (浜田商業） (明誠）
田部雄作 和崎　裕 後長　輝 小林良輔 山根大輝 芦田隼人 阿川大祐 平野光一

(出雲工業） (出雲工業） (飯南） (松江商業） (平田） (平田） (出雲工業） (浜田商業）
高畑大輝 中尾宗一郎 北澤　諄 福嶋唯人 黒崎聖陽 阿川公希 藤原侑斗 石田　舜
(大社） (明誠） (大社） (大社） (出雲工業） (出雲） (出雲） (出雲）

日高　樹 遠藤晴輝 神田恭輔 大田拓磨 坂根拓馬 新井　啓 矢冨睦房 星野成哉
(明誠） (横田） (松江北） (明誠） (大社） (明誠） (益田） (大社）

多久和能広 中村亮太 竹本大志 柳楽天斗 内田陽太 森　健也 高橋椿太郎 佐々木　駿
(平田） (出雲工業） (出雲） (出雲工業） (横田） (明誠） (平田） (益田東）

泉　健太 瀬尻　瞬 若松弘樹 奥名夏喜 木村　輝 原　周平 佐藤綜一郎 藤井勇生
(松江北） (松江北） (明誠） (松江北） (出雲） (出雲工業） (出雲） (松江高専）

松江北 大社 開星 大田 横田 浜田

松江北 大社 明誠 出雲 横田 益田 開星 松江工業

原田康輝 ﾊﾞﾊｷ･ﾑﾘｰﾛ･ｱﾘｿﾞﾉ 吉川和希 福嶋唯人 山﨑達也 松本善幸 志食和馬
(大社） (明誠） (横田） (大社） (大社） (松江農林） (平田）

小山智紀 野々村圭介 柳楽篤志 橋本　翔 永瀬　翔 佐藤健人
(松江農林） (大社） (大社） (松江農林） (松江農林） (松江工業）
朝津順平 坂根拓馬 佐伯展宇 山田真也 伊藤弘紀 大峠佑樹 大野奏真 金築大将
(横田） (大社） (松江工業） (益田） (松江南） (大田） (大社） (大社）

大野奏真 野口尚樹 山田真也 板持貴久 朝津順平 福庭将仁 園山雄一郎 中尾尚太
(大社） (松江東） (益田） (横田） (横田） (松江工業） (出雲） (大社）

清原平仁 持田　豪 田中亮伍 安食拓哉 山本幸志郎 大畑諒汰 須田賢司 増野紀一郎
(大社） (大社） (松江工業） (大社） (明誠） (益田） (松江工業） (松江南）

清原平仁 安食拓哉 田中亮伍 漆谷瑛介 伊藤吉彦 須田賢司 勝葉航平 川西祐哉
(大社） (大社） (松江工業） (大田） (大社） (松江工業） (三刀屋） (横田）

藤原正仁 田中亮伍 伊藤吉彦 和田康希 赤名恭和 小林篤史 倉本晃多 水津　周
(大社） (松江工業） (大社） (松江工業） (松江工業） (松江農林） (松江ろう） (大社）

安來良樹 持田　豪 若林兼示郎 光吉　尭 安部圭太郎 渡部雄貴 和田大祐 伊藤吉彦
(松江商業） (大社） (明誠） (石見智翠館） (出雲） (出雲農林） (安来） (大社）
石田　舜 福嶋唯人 藤原侑斗 村松大輔 河野鉄太 宮崎幹太 大上明人 福間尚斗
(出雲） (大社） (出雲） (大社） (明誠） (明誠） (大社） (明誠）

大社 浜田 松江北 明誠 出雲 出雲商業 平田 出雲北陵

松江北 大社 浜田 出雲 平田 出雲商業 明誠 出雲北陵

大社 明誠 浜田 島根中央 大田 益田 出雲商業 開星

大社 浜田 益田 出雲 矢上

前島瑠華 三上真奈 水師莉子 前田瑠音 大賀結莉 日野那柚 西村佳央 金坂優衣
(松江東） (矢上） (大社） (明誠） (松江北） (大社） (松江北） (開星）
前島瑠華 大賀結莉 三上真奈 矢田静香 水師莉子 伊津萌里 石川結貴 米田涼帆
(松江東） (松江北） (矢上） (大社） (大社） (浜田） (開星） （明誠）
福田翔子 伊津萌里 椿　玲美 藤原茉奈美 高野美加 北村京香 成相亜美 井上　舞
(松江北） (浜田） (出雲北陵） (松江北） （明誠） (大社） (出雲） (大社）
福田翔子 原田菜月 今岡春菜 清水妃菜 戸崎絵里花 吉井暖乃 木村帆菜美 石川理那
(松江北） (出雲） (出雲） (松江商業） (松江商業） (出雲） (石見智翠館） (益田翔陽）
小玉芽依 野坂美帆 志波郁子 小村直子 今岡春菜 高橋希香 木村帆菜美 日野寛菜
(平田） (平田） (浜田） (出雲商業） (出雲） (大社） (石見智翠館） (出雲）

野坂美帆 小玉芽依 志波郁子 小村直子 日野寛菜 高橋希香 竹本彩花 原田奈央
(平田） (平田） (浜田） (出雲商業） (出雲） (大社） (松江商業） (出雲）

西村佳央 大賀結莉 山上萌菜 皆尾早耶 志食伶奈 奥田しおり 金津唯美絵 石岡茉尋
(松江北） (松江北） (大社） (浜田） (大社） (松江北） (松江商業） (大社）
山上萌菜 皆尾早耶 椿　玲美 高野美加 北村京香 中嶋彩夏
(大社） (浜田） (出雲北陵） (明誠） (大社） (浜田）

大社 松江北 明誠 浜田 出雲北陵 開星 出雲 松江商業

松江北 大社 浜田 明誠 出雲北陵 出雲 開星

久家光梨 高橋美智子 三上真希 小村春弥 加藤めぐみ
(出雲商業） (出雲商業） (出雲） (出雲商業） (出雲）
志食伶奈 森藤莉弥 藤井美紀 大庭由加里 今岡弥夕 勝部瑞稀 岩本夕芽 布野華奈子
(大社） (大社） (浜田） (益田） (出雲商業） (大社） (石見智翠館） 沖田菜未

武田伽奈子 日野那柚 松浦美咲 市木由香 田邨みなみ 田邨夏歩 前田瑠音 部田しづく
(大社） (大社） (大社） (浜田） (浜田） (浜田） (明誠） (松江高専）

大塚春華 太田純香 行吉南菜 岩野愛子 長岡　涼 白築瑞穂 田中　舞 中川紗也加
(大社） (明誠） (明誠） (大社） (明誠） (開星） (松江ろう） (大社）

大塚春華 中川紗也加 井上遥風 田中伶奈 太田純香 澄川結菜 飯塚夏穂 白築瑞穂
(大社） (大社） (大社） (大田） (明誠） (吉賀） (出雲） (開星）

武田伽奈子 正司いのり 井上遥風 勝部未来 市木由香 齋藤　恵 小松原愛里 佐野あすか
(大社） (島根中央） (大社） (島根中央） (浜田） (明誠） (安来） (平田）

市木由香 石岡茉尋 大庭由加里 井上遥風 淸水友花 勝部瑞稀 藤井美紀 上木桃香
(浜田） (大社） (益田） (大社） (出雲） (大社） （浜田） (矢上）
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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 浜田 開星

女 大社 浜田

小松原康平 橋ケ迫　薫 長野健太郎
（浜田） （浜田） （浜田）

小松原康平 橋ケ迫　薫 森脇貴人
（浜田） （浜田） （浜田）

小松原康平 橋ケ迫　薫 森脇貴人
（浜田） （浜田） （浜田）

小松原康平 丸山歩実 森脇貴人
（浜田） （開星） （浜田）

小松原康平 橋ケ迫　薫 長野健太郎 東　亮太
（浜田） （浜田） （浜田） （浜田）

小松原康平 橋ケ迫　薫 長野健太郎
（浜田） （浜田） （浜田）

小松原康平 橋ケ迫　薫 田中健太
（浜田） （浜田） （開星）

安達友美 伊藤ゆりあ 加本りさ子
（大社） （浜田） （大社）

安達友美 加本りさ子 伊藤ゆりあ
（大社） （大社） （浜田）

安達友美 古藤　茜 加本りさ子
（大社） （松江南） （大社）

段違い 安達友美 加本りさ子 伊藤ゆりあ

平行棒 （大社） （大社） （浜田）
伊藤ゆりあ 安達友美 大屋千波

（浜田） （大社） （浜田）

開星

上田華乃 片寄未莉瑛 永島実莉 松崎紗也 金子美優 長岡有季 小林真友香 小村愛美
（松江南） （開星） （開星） （開星） （開星） （松江北） （松江北） （松江北）
上田華乃 片寄未莉瑛 永島実莉 松崎紗也 金子美優 長岡有季 多久和　舞 原　和泉
（松江南） （開星） （開星） （開星） （開星） （松江北） （開星） （開星）
上田華乃 片寄未莉瑛 永島実莉 松崎紗也 長岡有季 小林真友香 金子美優 土井真美子
（松江南） （開星） （開星） （開星） （松江北） （松江北） （開星） （開星）

男 大社 横田 出雲西 出雲 大田 大東 浜田 松江東

女 大社 出雲商業 出雲西 横田 松江北 松江東 平田 松江農林

石橋拓実 堀尾誠那 藤田泰地 竹田成吾 福代渉人 飯塚淳希 村上颯大 松﨑康汰
（横田） （横田） （出雲西） （大社） （大社） （大社） （松江東） （横田）

福間未歩 湯浅里咲 山本彩未 佐藤亜美 糸原裕佳 川上真理恵 福間華月 西村里緒菜
（大社） （出雲） （横田） （出雲商業） （横田） （出雲） （大社） （大社）

男 開星 平田 出雲工業 浜田

女 出雲西 平田 明誠 益田東

小平玲雄 田中廉平 吉川　亮 飯塚祐樹
（開星） （隠岐水産） （平田） （明誠）

金谷勇治 高山彰太 小林東和 佐々木拓海
（益田東） （益田東） （平田） （明誠）
山口和馬 糸賀隆介 勝部佑樹 松村匠悟
（開星） （出雲） （平田） （平田）

石倉光陽 池田瑞季 佐々木健太 高濱泰征
（平田） （平田） （大田） （大田）

野口穂高 下山智大 梶原拓真 江田朋也
（開星） （平田） （明誠） （出雲工業）

金塚啓五 影山心太郎 谷石　亮 岸　風輝
（開星） （平田） （邇摩） （出雲工業）

河野壮登 松村颯祐 岡　辰弥 盆子原天斗
（開星） （開星） （平田） （明誠）

黒崎美紅 三浦瑛奈 斎藤海咲 岸本夢奈
（平田） （明誠） （明誠） （明誠）

安永陽菜乃 開　まどか 河上友紀 松本和美
（明誠） （益田東） （益田東） （松江農林）

児玉萌々星 野村夏生 栂　風花 森山あや
（益田東） （明誠） （開星） （出雲）

佐々木ちえ 星野綾乃 山本由香 小野夏季
（平田） （平田） （浜田） （明誠）

井原美月 中村彩奈 沖元華奈 土田里穂
（大田） （出雲西） （浜田） （出雲西）

小山内桃華 門脇一心 棟上京香 杉原愛梨
（出雲西） （出雲西） （益田東） （松江農林）

白石麻葵佳 渡部彩乃
（出雲西） （明誠）

男 出雲 出雲工業 松江北 大社 江津工業 大田

女 大田 出雲 浜田商業 松江北 松江商業 益田翔陽

横山大星 村田　光 若築宏樹 森広涼祐 山部友裕
（出雲） （大田） （出雲工業） （大社） （松江北）

稗田沙子 吉賀みう 坂本　彩 藤井咲良 野田真優子
（大田） （浜田商業） （大田） （松江北） （松江北）

登 山 男

（兼　新人戦） 女
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ゆか

つり輪

平行棒

鉄棒

鞍馬

女

弓 道

柔 道

（兼　選手権）

新 体 操

跳馬
個人

（兼　選手権）

体 操

剣 道



平成27年度　中国高等学校選手権大会島根県予選　成績平成27年度　中国高等学校選手権大会島根県予選　成績平成27年度　中国高等学校選手権大会島根県予選　成績平成27年度　中国高等学校選手権大会島根県予選　成績 №　3

競技種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男 松江南 大東

女 松徳学院 大東

男 松江南 出雲工業

女 津和野 松江南

上野孝斗 片山由冴 藤原雄高 藤原奨汰朗 渡部泰征 村上直人 浜田楓太 三島　陸
（松徳学院） （津和野） （松江南） （大東） （出雲工業） （大東） （松徳学院） （出雲工業）
宮沢茉也 足立飛未花 金森千紘 出川真純 山田優花 木村紗希子 藤原菜々子 中野鈴乃
（大東） （松徳学院） （平田） （松徳学院） （松徳学院） （大東） （松徳学院） （松徳学院）

片山由冴 三島　陸 浜田楓太 秦　　響 山根光生 景山一志 柳原斗希 池田晃輝
（津和野） （出雲工業） （松徳学院） （松江南） （松江南） （大東） （松江農林） （松江南）
片山優由 足立飛未花 槌林寿音 谷口未華 中島和海 永瀬七海 犬山かれん 神田美穂
（津和野） （松徳学院） （津和野） （津和野） （江津工業） （松江南） （松徳学院） （出雲）

男 出雲北陵 松徳学院 松江商業 出雲西 明誠 大田 松江北 益田

女 明誠 松徳学院 松江商業 出雲西 平田 松江北 出雲商業 大田

小林准也 鐘築直也
（松徳学院） （出雲北陵）
玉石幸穂 高原唯里 松岡綺梨
（明誠） （明誠） （明誠）

小林准也 孔　英儒 内藤雅明 倉　啓太 大畑開暉 山根雄太 恒松　遼 千坂達也
（松徳学院） （出雲北陵） （出雲北陵） （出雲北陵） （出雲北陵） （出雲西） （出雲北陵） （出雲北陵）
高原唯里 岩田明峰 古池有希 小村歩未 伊藤沙羅 岡本沙弥 金森梨奈 合田あかり
（明誠） （明誠） （明誠） （松徳学院） （明誠） （松徳学院） （出雲西） （明誠）
恒松・孔 千坂・倉 立藤・小林 和田・秋鹿 黒目・山根 岩本・国近 栄本・川口 浅津・正木

（出雲北陵） （出雲北陵） （松徳学院） （松江商業） （出雲西） （明誠） （松徳学院） （出雲西）
高原・岩田 松岡・玉石 小村・岡本 合田・井内 金森・森山 伊藤・古池 西垣・原田 森山・奥原

（明誠） （明誠） （松徳学院） （明誠） （出雲西） （明誠） （松江北） （出雲西）

松江高専 松江北 松江南 出雲 浜田 大社 松江東 松江商業

米田昌樹 大國正登 平井聡一郎 清水隆之介 目次巧実 長田　澪 伊藤優作 岡田昌樹
(松江南） (松江東） (出雲） (松江高専） (松江商業） (松江工業） (出雲） (松江高専）
阿部雄大 米田昌樹 山本寛明 大國正登 松本　海 毛利貴哉 平井聡一郎 伊藤豪俊
(浜田） (松江南） (松江高専） (松江東） (益田） (松江南） (出雲） (松江北）

田中皐太郎 阿部雄大 山崎　隼 松本　海 秋鹿匠海 山本寛明 毛利貴哉 桑原慎也
(安来） (浜田） (松江北） (益田） (松江東） (松江高専） (松江南） (出雲）

森岡璃久 口羽雅晴 佐々木智義 加瀬海斗 伊藤慶悟 柳楽　光 高井雅人 加藤　凌
(松江高専） (松江高専） (大社） (浜田） (松江南） (出雲） (江津） (出雲）
森岡璃久 加瀬海斗 佐々木智義 福田雄太

(松江高専） (浜田） (大社） (松江南）
横川　晶 三代龍之輔 近藤亨一 目次巧実 澤田道孝 細川裕斗 江角　要
(松江東） (松江高専） (松江北） (松江商業） (出雲） (松江高専） (松江南）
横川　晶 三代龍之輔 近藤亨一③ 澤田道孝 細川裕斗
(松江東） (松江高専） (松江北） (出雲） (松江高専）
村尾駿浩 永原　凱 山崎　隼 瀧　和真 石原大成 長田　澪 柳楽　光 伊藤悠太
(大社） (松江高専） (松江北） (松江北） (大社） (松江工業） （出雲） (松江南）

村尾駿浩 永原　凱 伊藤慶悟 瀧　和真 豊田快人
(大社） (松江高専） (松江南） (松江北） (益田翔陽）

高田亮介 伊藤悠太 吉川航輝 沖田魁也 谷山葵伊 神田　樹 日野凱斗 織部太智
(松江高専） (松江南） (三刀屋） (浜田） (松江北） (出雲） (出雲） (松江南）
谷山葵伊 吉川航輝 高田亮介 小松原隆介 沖田魁也 神田　樹 川神文弥 日野凱斗
（松江北） (三刀屋） (松江高専） (松江高専） (浜田) (出雲） (浜田） (出雲）

田中皐太郎 井塚愛執 伊藤章博 小松原隆介 石原大成 織部太智 川神文弥 塩野竜也
(安来） (松江商業） (出雲） (松江高専） (大社） (松江南） (浜田） (松江商業）

井塚愛執 伊藤章博 秋鹿匠海 福田隼也
(松江商業） (出雲） (松江東） (松江高専）

松江高専 松江南 大社 松江北 出雲 浜田商業

松江北 松江高専 松江南 浜田 出雲

松江高専 松江北 松江南 浜田 出雲

松江商業 松江南 出雲 浜田 大社 浜田商業 江津

石冨優花 村上菜摘 平野麻奈 郡山奈桜 永田莞奈 北村百花 渡部夏海
(松江農林） (松江商業） (浜田商業） (松江北） (松江南） (浜田） (松江南）
田中瑞季 阿瀬川京香 村上菜摘 横山天音 石冨優花 平野麻奈 小村　泉 能美咲く良

(松江商業） (浜田商業） (松江商業） (出雲） (松江農林） (浜田商業） (大社） (矢上）
阿瀬川京香 田中瑞季 横山天音 山脇鶴稀乃 能美咲く良 小村　泉 勝部莉帆 神南里帆
(浜田商業） (松江商業） (出雲） (益田東） (矢上） (大社） (出雲商業） （浜田）
三木ひかる 中村愛梨 岡　澪菜 山脇鶴稀乃 神南里帆
(松江商業） (松江高専） (出雲工業） (益田東） （浜田）
三木ひかる 中村愛梨
(松江商業） (松江高専）
高見樹奈 佐藤志帆 前島涼華 小川萌子 青木柚菜 横山桜子 錦織　梓 原　佳穂
(大社） (松江市女） (出雲） (江津） (出雲） (松江南） (松江南） (出雲）

高見樹奈 佐藤志帆 前島涼華 小川萌子 横山桜子 錦織　梓
(大社） (松江市女） (出雲） (江津） (松江南） (松江南）

柳浦楓花 中村知夏 佐々木風香 山田涼雅
(松江商業） (松江南） (江津） (松江西）
柳浦楓花 中村知夏 佐々木風香

(松江商業） (松江南） (江津）
井上はづき 安食友満 矢田琴子 山本七海 妹尾友希奈 吉本　愛 久村蘭樺 高梨結衣

(大社） (松江商業） (出雲） （浜田） (出雲） (浜田） (松江南） (松江南）
井上はづき 安食友満 山本七海 妹尾友希奈 吉本　愛 高梨結衣

(大社） (松江商業） (浜田） (出雲） (浜田） (松江南）
久村蘭樺 山田涼雅 野津成美
(松江南） (松江西） (松江南）
岡　澪菜

(出雲工業）

松江商業 出雲 浜田 松江南

松江商業 出雲 浜田 松江南

２００ｍ
個人メドレー

４００ｍ

５０ｍ

１００ｍ

２００ｍ

４００ｍ

８００ｍ

平泳ぎ

４００ｍＦリレー

背泳ぎ
１００ｍ

女
　
子

総合

女

女

男

男

女

男

団体

組手

形

組手

男

女

団体

単

４００ｍＭリレー

２００ｍ

男
　
子

４００ｍＭリレー

形

個人

２００ｍ

４００ｍ

女

男

１００ｍ
バタフライ

２００ｍ

４００ｍ

２００ｍ

総合

４００ｍＦリレー

１５００ｍ

自由形

１００ｍ

種目

背泳ぎ

自由形

１００ｍ

２００ｍ

８００ｍＦリレー

２００ｍ

バタフライ
１００ｍ

２００ｍ

平泳ぎ
１００ｍ

２００ｍ

個人メドレー

卓 球

空 手 道

５０ｍ

１００ｍ

水 泳

優勝決定戦

個人

複

（兼　県総体）
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競技種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男 松江東 松江西 出雲北陵 松江高専 松江工業

女 松江商業 明誠 松江北 松徳学院 松江南

男 安来 松江高専 大東 隠岐 松江西 松江南 松江工業 松江商業

女 松江農林 大社 開星 石見智翠館 安来 浜田 益田翔陽 松江北

男 飯南 松江工業 江津 松江南

女 江津 松江南 松江東 松江市女

男 安来 三刀屋

女 三刀屋 大東 出雲商業 大社

サ ッ カ ー
男 立正大淞南 大社 浜田 開星 出雲西 松江南 石見智翠館 松江商業

（兼　県総体） 女 松江商業 明誠

ラ グ ビ ー 男 石見智翠館
出雲

松江高専

森　佑樹 平林　輝 吉岡尚志 周藤公貴 加藤龍乃介 金井智也 園山　洸 中原　駿
（開星） （開星） （松江北） （開星） （開星） （開星） （開星） （松江北）

細木咲良 宮内理瑚 壷倉　花 鳥谷英里 広沢里香 大和里緒 内藤　結 内田彩絵
（開星） （開星） （松江北） （松江南） （松江南） （開星） (出雲西） （出雲西）
周藤・森 武田・岩本 今岡・松本 吉岡・中原 加藤・津田 萬代・野津 平林・金井 園山・井上
（開星） (益田翔陽） (松江東） (松江北） (開星） (開星） （開星） (開星）

細木・宮内 壷倉・宮廻 鳥谷・広沢 大和・中西 大西・中村 岡本・田中 古藤・佐藤 内田・内藤
（開星） (松江北） (松江南） (開星） (松江北） (益田） (出雲） （出雲西）

男 松江工業 出雲北陵 松江南 浜田 松江北 石見智翠館 隠岐島前 松江東

女 松江西 出雲商業 松江商業 浜田 松江東 安来 出雲 石見智翠館

林 ・荒田 佐藤・富村 田邊・錦織 飴田・古澤 水津・仙田 石飛・小村 河上・浜田 恩田・原田
(石見智翠館） (松江工業） (松江工業） (松江工業） (松江工業） (出雲北陵） (松江工業） (松江工業）

山根・佐伯 下田・森山 長尾・片山 松本・勝田 曽利・田中 藤井・大賀 古藤・高木 多々納・花房
(浜田） (石見智翠館） (松江西） (松江商業） (石見智翠館） (石見智翠館） (松江南） (松江商業）

男 松江商業 松江北 出雲 大東 出雲農林 松江西 松江高専 出雲商業

女 松徳学院 松江北 松江商業 松江南 情報科学 隠岐 大東 出雲商業

原　祥平 水川雅斗 野々村　鴻 上代悠生 渡辺　舜 森山天人 光田怜暉 金森龍生
（松江商業） （松江北） （松江北） （松江商業） （松江北） （松江商業） （松徳学院） （松徳学院）
池内萌絵 宮崎詩織 三島由里 村谷唯菜 山本海帆 曽我部幸穂 藤田唯花 斗光マリモ

（松徳学院） （松徳学院） （松徳学院） （松徳学院） （松江北） （松徳学院 （松徳学院） （松江北）
野々村・水川 森山・栗栖 渡辺・扇 原・上代 常松・妹尾 坂上・向井 角田・長島 上野・坂本

（松江北） （松江商業） （松江北） （松江商業） （出雲農林） （松江高専） （松江農林） （出雲商業）
池内・三島 村谷・曽我部 山本・斗光 藤田・宮崎 森山・安達 福田・野々村 今川・小泉 石橋・佐野
（松徳学院） （松徳学院） （松江北） （松徳学院） （大東） （松江商業） （松江商業） （松江南）

男 安来 松江工業

女 安来

金田杏平 金築元喜 米原　伸 藤原拓也 吉田陸人 藤原圭汰
（安来） （安来） （安来） （松江工業） （松江工業） （安来）

金田杏平 松村泰希 金築元喜 藤原拓也 米原　伸 吉田陸人
（安来） （松江工業） （安来） （松江工業） （安来） （松江工業）

金田杏平 金築元喜 吉田陸人 藤原拓也 藤原圭汰 米原　伸
（安来） （安来） （松江工業） （松江工業） （安来） （安来）

二岡紗理奈 遠藤莉央 神林澄夏 井塚千晶
（安来） （安来） （安来） （安来）

二岡紗理奈 遠藤莉央 井塚千晶 神林澄夏
（安来） （安来） （安来） （安来）

二岡紗理奈 神林澄夏 遠藤莉央 井塚千晶
（安来） （安来） （安来） （安来）

松江工業 隠岐島前

戸鳴巧貴 西田達哉
(隠岐島前） (松江工業）
渡辺陸斗 堂下翔生

(隠岐島前） (隠岐島前）
山崎竜星 大宮　瑛

(隠岐島前） (隠岐島前）
小笹泰雅 小西泰智

(松江工業） (隠岐島前）
小野田昂大 石原俊彦 池田佑太郎
(隠岐島前） (松江工業） (隠岐島前）
藤原海人 茂呂大紀

(松江工業） (隠岐島前）
遠藤ユウ

（兼　県総体） (松江工業）

松江東 松江高専 江津工業 松江北

土江諒太 吉原瑛佑 寺戸綾佑
（松江高専） （松江東） （松江高専）

松江北 松江東

石橋佳歩 中曽春菜
（松江北） （江津工業）

中島翔吾 影山　拓
(出雲西） (松江工業）
中尾勇悟 今岡康太

(出雲工業） (出雲農林）
河瀬暁人 大澤克樹 原　隆一 今若遼太
(宍道） (出雲西） (出雲工業） (出雲農林）

小村康太
(松江工業）
渡部海志

(松江工業）
堀口力矢
(出雲西）
藤井芹名

(出雲商業）
フライ級

フ ェ ン シ ン グ

５０ｋｇ級

エペ

ウェルター級

舵手付クォドルプル

男
子

女
子

男
子

男

女

男

女

舵手付クォドルプル

シングルスカル

女
子

ダブルスカル

ダブルスカル

シングルスカル

団体

単

６０ｋｇ級

６６ｋｇ級

９６ｋｇ級

単
男

女

男

フルーレ

サーブル

団体

７４ｋｇ級

男

女

種目

団体

（兼　選手権）

テ ニ ス

団体

個人

複

団体

松江北 江津工業 松江高専

団体

ピン級

ライトフライ級

５５ｋｇ級

８４ｋｇ級

団体

団体

個人

個人

女

男
　
子フリースタイル

個人

複

団体

フルーレ

サーブル

エペ

ボ ク シ ン グ

女
子

男
子

レ ス リ ン グ

ボ ー ト

（兼　県総体）

フライ級

バンタム級

ライト級

ライトウェルター級

団体

ソ フ ト テ ニ ス

（兼　県総体）

バ ド ミ ン ト ン

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


