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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 出雲 松江北 出雲工業 平田 松江工業 開星

大社 明誠 松江北 出雲 出雲工業 平田 開星 浜田

大社 松江工業 明誠 出雲 松江農林 松江南 益田
大田
島根中央

出雲 大社 矢上 明誠 島根中央 平田

花田達也 中隠居一輝 畑中将彦 門脇　陸 田村真嗣 松浦　優 大峠佑樹 善浪大雅
（大社） (明誠） (開星） （松江北） (浜田） (大社） (大田） (開星）
中隠居一輝 花田達也 門脇　陸 畑中将彦 森山皓太 田村真嗣 松浦　優 寺迫貴希
(明誠） （大社） （松江北） (開星） (出雲） (浜田） (大社） (浜田）
矢野巧樹 森山皓太 桐原勇斗 石出創士 日下優登 加納エイロン 槙原千裕 足立悠旗
(明誠） (出雲） (大社） （松江北） (大社） (横田） (開星） (大社）
石出創士 髙塚　稜 重田純太郎 山岡竜也 山崎穂高 原　貫太 大谷邦平 内田篤志
（松江北） (松江南） (明誠） (平田） (出雲工業） (松江高専） (出雲工業） (松江北）
多久和能広 黒木みひろ 柳樂天斗 小林遼太郎 前田雄飛 伊藤太一 上岡拓海 福間悠太
(平田） (出雲工業） (出雲工業） (明誠） (浜田） (松江南） (明誠） (平田）
黒木みひろ 槇原洸槻 高見真拓 岩本健次郎 志食歩輝 伊藤太一 小林遼太郎 池尻悠人
(出雲工業） (出雲工業） (出雲工業） (石見智翠館） (平田） (松江南） (明誠） (松江南）
高畑大輝 勝田　築 遠所勇歩 北澤　諄 阿川公希 石田　舜 藤原侑斗 京極史弥
(大社） (開星） （松江北） (大社） (出雲） (出雲） (出雲） (大社）
石田　舜 星野成哉 阿川公希 宮崎幹太 一瀨天志 日高拓真 久保田真規 山根元暉
(出雲） (大社） (出雲） (明誠） (松江南） (矢上） (浜田） (明誠）

多久和能広 前田雄飛 柳樂天斗 高橋椿太郎 橋本春貴 上岡拓海 湯原健太 山口翔太
(平田） (浜田） (出雲工業） (平田） (出雲工業） (明誠） (出雲） (明誠）
泉　健太 若松弘樹 奥名夏喜 菅井晶希 木村　輝 今岡駿太 原　周平 宇野　響
(松江北） (明誠） (松江北） (出雲） (出雲） (出雲） （出雲工業） (松江北）

大社 松江北 明誠 開星 浜田 出雲 大田 松江南

松江北 大社 出雲 明誠 開星 浜田 益田 横田

ﾊﾞﾊｷ･ﾑﾘｰｿﾞ･ｱﾘｿﾞﾉ 志食和馬 吉川和希 中尾亜斗夢 山﨑達也 日野楼士 曽田隼輝 若槻秀麿
(明誠） （平田） (横田） (明誠） (大社） (明誠） (出雲北陵） (大社）
柳楽篤志 本多健太郎 橋本　翔 高畑友哉 橋添修弥 佐藤建人 廣澤　創 蘆田竜平
(大社） (出雲西） (松江農林） (大社） (大社） (松江工業） (出雲） (出雲）
大峠佑樹 善浪大雅 大野奏真 兼折　彰 小笠原真也 和田守祥吾 伊藤弘紀 山田　幹
(大田） (開星） (大社） (出雲） （矢上） (出雲） (松江南） （三刀屋）
大野奏真 福庭将仁 園山雄一郎 ﾊﾞﾊｷ･ﾑﾘｰｿﾞ･ｱﾘｿﾞﾉ 田中瑞樹 中尾亜斗夢 伊藤弘紀 小笠原真也
（大社） (松江工業） (出雲） (明誠） (松江北） (明誠） (松江南） (矢上）
清原平仁 田中亮伍 山本幸志郎 大畑瑞照 水津　周 増野紀一郎 倉本晃多 金山光明
(大社） (松江工業） (明誠） (益田） (大社） (松江南） （松江ろう） (大社）
清原平仁 田中亮伍 小林篤史 水津　周 大畑瑞照 山本幸志郎 柳井清太郎 増野紀一郎
(大社） (松江工業） (松江農林） (大社） (益田） (明誠） (益田翔陽） (松江南）
田中亮伍 小林篤史 増野紀一郎 加藤　陸 柳井清太郎 門脇聡志 倉本晃多 水津　周
(松江工業） (松江農林） (松江南） (松江工業） (益田翔陽） (松江西） (松江ろう） (大社）
大村　司 和田大祐 山本卓矢 安部圭太郎 大畑瑞照 高橋郁也 東　廣二郎 河野鉄太
(島根中央） (安来） (出雲） (出雲） (益田） (大社） (矢上） (明誠）
藤原侑斗 篠原隆真 河野鉄太 上田理央 永瀬海生 大上明人 大福暉嵐 高橋郁也
(出雲） (矢上） (明誠） (島根中央） (大社） (大社） (平田） (大社）

大社 松江北 明誠 浜田 出雲 平田 開星 出雲商業

松江北 浜田 明誠 出雲 大社 平田 開星 矢上

大社 明誠 浜田 島根中央 出雲商業 出雲 松江農林
大田・開星
松江ろう

矢上 出雲商業 明誠

前田瑠音 三上真奈 水師莉子 石川結貴 米田涼帆 長戸友花 髙田桃花 小山なつ美
(明誠） (矢上） （大社） (開星） (明誠） (明誠） (松江北） (出雲商業）
石川結貴 三上真奈 伊津萌里 米田涼帆 大賀結莉 前田瑠音 水師莉子 小山なつ美
(開星） (矢上） (浜田） (明誠） (松江北） (明誠） （大社） (出雲商業）
福田翔子 矢田静香 伊津萌里 石川結貴 米田涼帆 藤原茉奈美 平山雪乃 伊藤元伽
(松江北） (大社） (浜田） (開星） (明誠） (松江北） (明誠） (松江北）
福田翔子 青山春菜 藤原茉奈美 杉本麻里亜 松尾のの花 山根澪那 吉井暖乃 日原茉奈
(松江北） (松江北） (松江北） (明誠） (出雲商業） (大東） (出雲） (浜田）
青山春菜 小玉芽依 原田菜月 志波郁子 田中愛樹 松尾のの花 角　夢子 杉本麻里亜
(松江北） (平田） (出雲） (浜田） (平田） (出雲商業） (出雲） (明誠）
小玉芽依 青山春菜 志波郁子 田中愛樹 原田菜月 原田奈央 松尾のの花 日野寛菜
(平田） (松江北） (浜田） (平田） (出雲） (出雲） (出雲商業） (出雲）
大賀結莉 石岡茉尋 髙田桃花 皆尾早耶 伊藤元伽 上木桃香 飯塚真帆 橋本梨未
(松江北） (大社） (松江北） (浜田） (松江北） （矢上） (平田） (浜田）
石岡茉尋 大賀結莉 皆尾早耶 中嶋彩夏 伊藤元伽 淸水友花 拝上日和
(大社） (松江北） (浜田） (浜田） (松江北） (出雲） (浜田）

明誠 大社 開星 松江北 浜田 平田 出雲 松江商業

松江北 大社 浜田 明誠 開星 出雲 出雲北陵 松江商業

岩佐彩乃 石橋奈実 三原桃香 三上真希 官澤美樹 石原萌水
(出雲） (出雲） （平田） (出雲） (浜田） (浜田）
上部沙織 森藤莉弥 勝部瑞稀 今岡弥夕 池田愛花 炭本智子 富岡遥奈 岩本夕芽
(浜田） (大社） (大社） (出雲商業） (出雲商業） (浜田） (出雲商業） 飯塚香穏
日野那柚 前田瑠音 井上　舞 小草菜歩 酒井和奏 金山美聖 田邨夏歩 川本侑奈
(大社） (明誠） (大社） (開星） (出雲） (出雲北陵) (浜田） (松江東）
岩野愛子 行吉南菜 太田純香 田中　舞 高野彩香 木原彩弥 岩田志津 朝比奈里菜
(大社） (明誠） (明誠） (松江ろう） (三刀屋） (大社） (松江農林） (大東）
井上遥風 岩野愛子 太田純香 田中里沙 飯塚夏穂 澄川結菜 岩田志津 淺野菜称美
(大社） (大社） (明誠） (大田） (出雲） (吉賀） (松江農林） (松江東）
井上遥風 服部未来 正司いのり 勝部瑞稀 松浦未歩 木村菜々 三谷瑞綺 齋藤　恵
(大社） (島根中央） (島根中央） (大社） (松江商業） (松江農林） (出雲） (明誠）

洲濱由喜美 布野華奈子 黒川穂乃香
(矢上） (出雲商業） (明誠）

陸 上 競 技

男
　
子

（兼　県総体）

種目

八種競技

１００ｍ

２００ｍ

４００ｍ

８００ｍ

ﾌｨｰﾙﾄﾞ総合

総合

ﾄﾗｯｸ総合

混成総合

４×１００ｍＲ

４×４００ｍＲ

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

砲丸投

３０００ｍ

１００ｍ

２００ｍ

４００ｍ

８００ｍ

１５００m

ﾊﾝﾏｰ投

５０００m

１１０ｍＨ

４００ｍＨ

３０００mＳＣ

５０００mＷ

走高跳

走幅跳

三段跳

棒高跳

円盤投

やり投

女
　
子

円盤投

やり投

１００ｍＨ

４×１００ｍＲ

４×４００ｍＲ

４００ｍＨ

５０００ｍＷ

１５００ｍ
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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 浜田 大社

女 浜田 大社

長野健太郎 難波竜馬 丸山歩実
(浜田） （開星） （開星）
舩津　陸 難波竜馬 森脇貫人
(開星） （開星） (浜田）
丸山歩実 長野健太郎 森脇貫人
（開星） (浜田） (浜田）
森脇貫人 難波竜馬 舩津　陸
(浜田） （開星） (開星）
難波竜馬 長野健太郎 舩津　陸
（開星） (浜田） (開星）
長野健太郎 難波竜馬 森脇貫人
(浜田） （開星） (浜田）
森脇貫人 長野健太郎 舩津　陸
(浜田） (浜田） (開星）
伊藤ゆりあ 福田彩乃 安達友美
(浜田） (浜田） (大社）
伊藤ゆりあ 安達友美 福田彩乃
(浜田） (大社） (浜田）
加本りさ子 安達友美 福田彩乃
（大社） (大社） (浜田）

段違い 伊藤ゆりあ 安達友美 福田彩乃

平行棒 (浜田） (大社） (浜田）
福田彩乃 安達友美 伊藤ゆりあ
(浜田） (大社） (浜田）

開星

倉内実里 片寄未莉瑛 永島実莉
(松江北） （開星） (開星）
倉内実里 片寄未莉瑛 金子美優
(松江北） （開星） (開星）
倉内実里 片寄未莉瑛 永島実莉
(松江北） （開星） (開星）

男 横田 大社 出雲 大東

女 大社 出雲商業 松江東 松江北

飯塚淳希 石橋拓実 森脇航介 森山大成 森脇海人 伊達圭祐 植原拓哉 桐原侑也
（大社） （横田） （大社） （情報科学） （情報科学） （出雲） （大東） （出雲西）
福間華月 菅原悠佳 高柴侑里 黒見柚日子 河角凜花 永瀬優花 山本彩未 郷原由衣
（大社） （大社） （大社） （出雲商業） （横田） （出雲商業） （横田） （大社）

男 開星 平田 明誠 益田東

女 平田 明誠 出雲西 益田東

田中廉平 小平玲雄 吉川　亮 白菊湧大
（隠岐水産） （開星） （平田） （平田）
金谷勇治 高山彰太 糸賀大揮 槌井大悟
（益田東） （益田東） （平田） （開星）
山口和馬 勘場勇人 三島壮太 勝部佑樹
（開星） （益田東） （浜田） （平田）
下山智大 松村匠悟 岡田優太郎 都間佳音
（平田） （平田） （開星） （出雲工業）
野口穂高 持田隼人 中村光汰 木村朝陽
（平田） （平田） （邇摩） （平田）
金塚啓五 池尻竜基 藤田航輝 土屋優紀
（開星） （開星） （隠岐水産） （平田）
松村颯祐 河野壮登 引田雄峰 牛尾　学
（開星） （開星） （出雲西） （隠岐水産）
黒崎美紅 三浦瑛奈 山口咲稀 吉岡未有
（平田） （明誠） （益田東） （平田）
荒川実夢 岸本夢奈 森脇莉来 井樋彩花
（松江南） （明誠） （出雲西） （明誠）
高山ひかり 河上友紀 清井真央 栂　風花
（益田東） （益田東） （平田） （出雲西）
星野綾乃 小野夏季 森脇有李
（平田） （明誠） （出雲西）
土田里穂 出水咲弥 小川初音 池本雛多
（出雲西） （明誠） （明誠） （明誠）
山﨑彩加 門脇一心 棟上京香
（明誠） （出雲西） （益田東）
白石麻葵佳 渡部彩乃 菱沼清か
（出雲西） （明誠） （出雲西）

男 出雲 大田 浜田 出雲工業 益田 松江北

女 出雲商業 益田 大社 大田 江津工業 横田

福満　翔 錦織修一 吉崎　侑 三谷タケル 竹下大地
（益田） （出雲） （浜田水産） （邇摩） （出雲）
坂本　彩 大野遥香 安道紫音 大梶知里 豊田奈緒
（大田） （大田） （大田） （大社） （益田）

登 山 男

（兼　新人戦） 女

（兼　選手権）

体 操

剣 道

弓 道

柔 道

（兼　選手権）

新 体 操

跳馬
個人

個人

団体

総合

ゆか

つり輪

平行棒

鉄棒

男

男

５２ｋｇ級

６３㎏級

個人

７０㎏級

団体

４８ｋｇ級

５７ｋｇ級

女
子

男
子

個人

団体

６０ｋｇ級

６６ｋｇ級

７３ｋｇ級

８１ｋｇ級

９０㎏級

７８㎏級

７８㎏超級

総合

ゆか

平均台

跳馬

女
子

個人

総合

鞍馬

１００㎏超級

団体

女
子

女

男
子

団体

女

クラブ

リボン

種目

団体

１００㎏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

男 大東 松江南

女 大東 松徳学院

男 松江南 出雲工業

女 松徳学院 松江南

上野孝斗 浜田楓太 加藤宏務 秦　　響
(松徳学院） （松徳学院） （大東） （松江南）
金森千紘 三島きり 神田美穂 藤原菜々子
（平田） （出雲工業） （出雲） （松徳学院）
上野孝斗 浜田楓太 柳原斗希 金月瑠稀弥
(松徳学院） （松徳学院） （松江農林） （大社）
片山憂由 三島きり 神田美穂 金森千紘
（津和野） （出雲工業） （出雲） （平田）

男 松徳学院 出雲北陵 出雲西 明誠 出雲工業 平田 松江北 大田

女 明誠 松徳学院 平田 出雲西 松江商業 矢上 出雲商業 松江北

小林准也 千坂達也 倉　啓太 恒松　遼 内藤雅明 井上貴史 立藤颯馬 川口育寛
（松徳学院） （出雲北陵） （出雲北陵） （出雲北陵） （出雲北陵） （明誠） （松徳学院） （松徳学院）
合田あかり 岩田明峰 池田未来 萱嶋沙希 野村優香 古池有希 野村愛美 森山果歩
（明誠） （明誠） （明誠） （明誠） （明誠） （明誠） （明誠） （出雲西）
立藤・小林 倉　・　孔 恒松・大野 千坂・内藤 西尾・井上 八木・西川 川口・山﨑 鈴木・佐藤
（松徳学院） （出雲北陵） （出雲北陵） （出雲北陵） （明誠） （明誠） （松徳学院） （松徳学院）
岩田・古池 合田・萱嶋 岡本・山根 井内・新宮 野村･江口 野村・池田 黒田・吉岡 小村・梶田
（明誠） （明誠） （松徳学院） （明誠） （明誠） （明誠） （出雲西） （松徳学院）

松江高専 浜田 出雲 松江北 松江南 松江東 大社 松江商業

常松武朗 角　俊介 松本　海 神田　樹 森岡怜央 織部太智 毛利貴哉 鳥井勝太郎
(平田） (安来） (益田） (出雲） (松江南） (松江南） (松江南） (隠岐）
常松武朗 森岡璃久 松本　海 谷山葵伊 大國正登 持田樹斗 毛利貴哉 村尾遼太
(平田） (松江高専） (益田） (松江北） (松江東） (出雲西） (松江南） (出雲）
阿部雄大 谷山葵伊 山崎　隼 阿瀬川和茉 持田樹斗 大國正登 伊藤豪俊 長﨑太一
(浜田） (松江北） (松江北） (浜田） (出雲西） (松江東） (松江北） (出雲北陵）
阿部雄大 口羽雅晴 阿瀬川和茉 加瀬海斗 伊藤慶悟 森岡怜央 豊田快人
(浜田） (松江高専） (浜田） (浜田） (松江南） (松江南） (益田翔陽）
口羽雅晴 森岡璃久 加瀬海斗
(松江高専） (松江高専） (浜田）
横川　晶 澤田道孝 細川裕斗 鳥谷和輝
(松江東） (出雲） (松江高専） (松江南）
横川　晶 三島直人 山根拓也 細川裕斗 鳥谷和輝 澤田道孝 吉延侑修
(松江東） (出雲） (松江北） (松江高専） (松江南） (出雲） (松江南）
村尾駿浩 角　俊介 永原　凱 山崎　隼 村尾遼太 瀧　和真 柳楽　光 岡田昌樹
(大社） (安来） (松江高専） (松江北） (出雲） (松江北） (出雲） (松江高専）
村尾駿浩 伊藤慶悟 瀧　和真 永原　凱 柳楽　光 豊田快人
(大社） (松江南） (松江北） (松江高専） (出雲） (益田翔陽）
久保慧悟 吉川航輝 沖田魁也 小松原隆介 福田隼也 塩野竜也 三島直人 森山竜斗
(浜田） (三刀屋） (浜田） (松江高専） (松江高専） (松江商業) (出雲） (出雲工業）

小松原隆介 沖田魁也 吉川航輝 久保慧悟 塩野竜也 金乗正季 泉　幸太 岩石　嶺
(松江高専） (浜田） (三刀屋） (浜田） (松江商業) (松徳学院） (松江北） (松江南）
井塚愛執 伊藤章博 神田　樹 石原大成 川角昇平 秋鹿匠海 山根拓也
(松江商業） (出雲） (出雲） (大社） (松江南） (松江東） (松江北）
井塚愛執 伊藤章博 秋鹿匠海 川角昇平 石原大成 福田隼也
(松江商業） (出雲） (松江東） (松江南） (大社） (松江高専）

出雲 浜田 松江南 松江北 松江高専 大社

松江高専 浜田 松江北 松江南 出雲

松江高専 松江北 浜田 松江南 出雲

松江商業 出雲 大社 浜田 浜田商業 江津 松江高専
出雲工業
松江市女

村上菜摘 藤井愛弓 郡山奈桜 中村愛梨 奥井友梨 横田　睦 神南里帆 岡城里穂
(松江商業） (松江商業） (松江北） (松江高専） (出雲） (浜田） (浜田） (松江高専）
田中瑞季 藤井愛弓 村上菜摘 平野麻奈 小村　泉 横田　睦 神南里帆 高橋萌々花
(松江商業） (松江商業） (松江商業） (浜田商業） (大社） (浜田） (浜田） (出雲）
田中瑞季 平野麻奈 山本七海 岡本桃佳 小村　泉
(松江商業） (浜田商業） (浜田） (浜田） (大社）
三木ひかる 山本七海 小川凛子 岡本桃佳
(松江商業） (浜田） (江津） (浜田）
三木ひかる 小川凛子
(松江商業） (江津）
高見樹奈 佐藤志帆 前島涼華 奥井友梨 原　佳穂 岡城里穂 小川萌子 渡部夏海
(大社） (松江市女） (出雲） (出雲） (出雲） (松江高専） (江津） (松江南）
高見樹奈 佐藤志帆 前島涼華 原　佳穂 青木柚菜 小川萌子
(大社） (松江市女） (出雲） (出雲） (出雲） (江津）
種　琴羽 柳浦楓花 柳楽結衣 横山天音 佐々木風香 山田涼雅
(大社） (松江商業） (平田） (出雲） (江津） (松江西）
種　琴羽 柳浦楓花 柳楽結衣 横山天音
(大社） (松江商業） (平田） (出雲）
安食友満 井上はづき 大谷咲月 山脇鶴稀乃 久村蘭樺
(松江商業） (大社） (出雲） (益田東） （松江南）
井上はづき 安食友満 大谷咲月 山脇鶴稀乃
(大社） (松江商業） (出雲） (益田東）

阿瀬川京香 岡　澪菜 中村愛梨 三家本愛珠 青木柚菜 山田涼雅
(浜田商業） (出雲工業） (松江高専） (浜田） (出雲） (松江西）
阿瀬川京香 岡　澪菜 三家本愛珠
(浜田商業） (出雲工業） (浜田）

松江商業 浜田 出雲

大社 松江商業 出雲 浜田
（兼　県総体）

８００ｍＦリレー

２００ｍ

バタフライ
１００ｍ

２００ｍ

平泳ぎ
１００ｍ

２００ｍ

個人メドレー

バタフライ
２００ｍ

４００ｍ

２００ｍ
背泳ぎ

１００ｍ

空 手 道

５０ｍ

１００ｍ

水 泳

個人

複

４００ｍ

形

個人

卓 球

総合

４００ｍＦリレー

１５００ｍ

自由形

１００ｍ
背泳ぎ

自由形

１００ｍ

２００ｍ

２００ｍ

４００ｍＭリレー

２００ｍ

５０ｍ

１００ｍ

２００ｍ

４００ｍ

８００ｍ

平泳ぎ

女

女

男

男

女

男

組手

形

組手

団体

女

男

男
　
子

単

女
　
子

総合

種目

団体

１００ｍ

２００ｍ
個人メドレー

４００ｍ

４００ｍＦリレー

４００ｍＭリレー



平成28年度　中国高等学校選手権大会島根県予選　成績平成28年度　中国高等学校選手権大会島根県予選　成績平成28年度　中国高等学校選手権大会島根県予選　成績平成28年度　中国高等学校選手権大会島根県予選　成績 №　4

競技種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男 松江西 松江東 出雲北陵 松江高専 松江工業

女 松江商業 明誠 松徳学院 出雲北陵 出雲商業

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 安来 大社 松江農林 松江南 松江北 松江商業 開星 浜田

男

女

男 三刀屋 安来

女 三刀屋 松江商業 大東 大社

サ ッ カ ー
男

立正大学淞南
(9年連続11回目）

明誠 出雲 開星 松江商業 松江南 益田翔陽 石見智翠館

（兼　県総体） 女
松江商業

(5年連続5回目）
明誠

ラ グ ビ ー 男 石見智翠館
出雲

松江高専　合

平林　輝 吉岡尚志 金井智也 加藤龍乃介 中原　駿 岩本耕之 津田光也 井上勇気
（開星） （松江北） （開星） （開星） （松江北） （益田翔陽） （開星） （開星）
細木咲良 大和里緒 宮内理瑚 内田彩絵 内田　結 別所　泉 平林さち 宮廻里菜
（開星） （開星） （開星） （出雲西） （出雲西） （松江南） （開星） （松江北）
井上・平林 金井・加藤 吉岡・中原 津田・秀浦 岩本・村上 寿田・桐﨑 金築・西尾 滝山・坂本
（開星） （開星） （松江北） （開星） （益田翔陽） （益田） （平田） （開星）
細木・宮内 大和・平林 内田・内藤 宮廻・中村 中西・岡﨑 別所・広沢 久家・三保 本田・青井
（開星） （開星） （出雲西） （松江北） （開星） （松江南） （開星） （出雲西）

男 松江工業 出雲北陵 隠岐島前 石見智翠館 浜田 松江高専 松江南 出雲

女 松江西 松江商業 松江南 石見智翠館 明誠 浜田 松江北 出雲商業

飴田・原田 高田・仙田 真玉・浜田 佐藤・水津 昌子・梶谷 山根・三浦 河上・繁浪 森山・荒田
(松江工業） (松江工業） (松江工業） (松江工業） (出雲工業） (松江工業） (松江工業） (石見智翠館）
花房・勝田 松本・越野 江木・日高 平田・近重 片山・北川 下田・田中 野津・津田 藤井・森山
(松江商業） (松江商業） (明誠） (浜田） (松江西） (石見智翠館） (松江南） (石見智翠館）

男 松徳学院 松江商業 松江北 出雲商業

女 松江商業 大東 出雲商業 松江南

水川雅斗 南場健太 佐野大地 山本翔貴 金森龍生 野々村　鴻 森山天人 光田怜暉
（松江北） （松徳学院） （松徳学院） （大東） （松徳学院） （松江北） （松江商業） （松徳学院）
小泉愛奈 川谷梨奈 野々村桃香 福本愛夏 糸川未来 正木夏鈴 今川友歌 長廻美紅
（松江商業） （松江商業） （松江商業） （大東） （大東） （松江商業） （松江商業） （松徳学院）
水川・野々村 光田・南場 森山・山本 渡辺・扇 伊達・小松 深野・妹尾 山本・野津 徳島・石原
（松江北） （松徳学院） （松江商業） （松江北） （松江南） （出雲商業） （大東） （松江西）
野々村・小泉 川谷・正木 安達・福本 福田・今川 桒谷・黒田 長廻・溝口 石橋・佐野 飯浜・永瀬
（松江商業） （松江商業） （大東） （松江商業） （松江商業） （松徳学院） （松江南） （大東）

男 安来 松江工業

女 安来

松村泰希 金築元喜 安食颯馬 藤原成亜
（松江工業） （安来） （松江工業） （安来）
青戸隆治 西村太希 長谷川雅也
（安来） （安来） （松江工業）
藤原成亜 下場悠希 松村泰希
（安来） （安来） （松江工業）
井塚千晶 神林澄夏 渡部　遼 内田樹里
（安来） （安来） （安来） （安来）
井塚千晶 内田樹里 神林澄夏 實重舞音
（安来） （安来） （安来） （安来）
神林澄夏 井塚千晶 内田樹里
（安来） （安来） （安来）

隠岐島前 松江工業

澤谷　孟 西田達哉 洲濱大翔
(隠岐島前） (松江工業） (松江工業）
戸鳴巧貴 深田竜矢 平野順也
(隠岐島前） (松江南） (松江工業）
中村勇士 堂下翔生 大宮　瑛
（隠岐島前） (隠岐島前） (隠岐島前）
小笹泰雅 小西奈智
(松江工業） (隠岐島前）
藤原海斗 小野田昴大 岡　修人
(松江工業） (隠岐島前） (隠岐島前）
池田佑太朗 田島　優
(隠岐島前) (松江工業）
遠藤ユウ
(松江工業）
三島慧太

（兼　県総体） (松江工業）

松江高専 松江北 松江東

安本大輝 山口輝秋 天津宥佑 勝部孝之 畑岡聖人
（江津工業） （松江高専） （江津工業） （松江北） （江津工業）

松江東

沖田海里 藤田咲良 清水智子 中村愛梨
（江津工業） （江津工業） （松江東） （松江高専）
立花拳斗
(出雲工業）
細田耕平 藤井拓夢
(松徳学院） (出雲工業）
渡部夏志
(松江東）
小村康太
(宍道）
堀口力矢
(出雲西）
岩田吏加
(出雲北陵）
内田峻登 小田川快人 多久和瑠星 飯野航希 多々納滉史 加藤大輝 内藤僚啓 原　志音
（松江東） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業） （出雲工業）
若槻歩夢 安達　慧 渡部麻奈美 秦　茉友子 門脇日向子
（松江東） （松江東） （松江東） （松江東） （松江東）

ア ー チ ェ リ ー

男

女
個人

松江北

ボ ー ト

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 団体

個人

複

団体

単

松江東 江津工業 松江高専

松江北 松江東A

団体

（兼　選手権）

テ ニ ス

男
子

女
子

男
子

男

女

男

女

舵手付クォドルプル

フルーレ

サーブル

フ ェ ン シ ン グ

エペ

男

女
子

ダブルスカル

団体

個人

個人

女

個人

複

団体

フルーレ

サーブル

エペ

団体

単

男

女

団体

種目

団体

男

女

（兼　県総体）

ボ ク シ ン グ

団体

男
　
子フリースタイル

５０ｋｇ級

５５ｋｇ級

６０ｋｇ級

６６ｋｇ級

７４ｋｇ級

８４ｋｇ級

９６ｋｇ級

１２０ｋｇ級

レ ス リ ン グ

舵手付クォドルプル

シングルスカル

ダブルスカル

シングルスカル

ライトフライ級

男
子

フライ級

バンタム級

ライト級

ウェルター級

フライ級 女


