
会場：島根県立体育館（竹本正男アリーナ）

期日：令和4年6月3日（金）～4日（土）

会場：松江市総合体育館

期日：令和4年5月28日（土）～29日（日）

得点 得点 得点

1 104.45 1 130.40 1 23.800

2 2 2

3 3 3

氏名 校名 得点 氏名 校名 得点 氏名 校名 得点

1 三浦　英 浜田 62.35 1 松本奈々 大社 44.30 1 安田小桜 開星 39.900

2 小竹悠登 大社 60.95 2 山本　愛 松江東 44.10 2 住田七海 開星 37.050

3 飯塚楓剛 大社 58.05 3 山本咲幸 大社 43.50 3 木村心春 開星 32.100

4 竹林悠希 浜田 42.10 4 古谷依鈴 大社 42.45 4 岡　寿瑞 開星 30.800

5 濱野煌太 明誠 2.80 5 岩宮ひより 大社 38.95 5 吾郷しおり 開星 29.800

6 孫　浩宇 浜田 0.00 6 石飛　舞 大社 38.55 6 宗吉優空 開星 26.500

氏名 校名 得点 氏名 校名 得点 氏名 校名 得点

1 飯塚楓剛 大社 11.70 1 松本奈々 大社 12.65 1 安田小桜 開星 19.750

2 三浦　英 浜田 11.30 2 山本咲幸 大社 11.75 2 住田七海 開星 18.100

3 小竹悠登 大社 10.10 3 山本　愛 松江東 11.40 3 岡　寿瑞 開星 17.300

1 三浦　英 浜田 11.00 1 山本咲幸 大社 9.60 1 安田小桜 開星 20.150

2 小竹悠登 大社 10.15 2 山本　愛 松江東 9.50 2 住田七海 開星 18.950

3 竹林悠希 浜田 8.35 3 古谷依鈴 大社 8.55 3 木村心春 開星 16.950

1 小竹悠登 大社 10.15 1 松本奈々 大社 11.75

2 三浦　英 浜田 9.95 2 古谷依鈴 大社 11.00

3 飯塚楓剛 大社 9.60 3 岩宮ひより 大社 10.85

1 三浦　英 浜田 12.75 1 山本　愛 松江東 12.80

2 飯塚楓剛 大社 10.80 2 松本奈々 大社 11.80

3 竹林悠希 浜田 9.20 3 古谷依鈴 大社 11.65

1 三浦　英 浜田 11.10

2 小竹悠登 大社 10.70

3 飯塚楓剛 大社 10.60

1 小竹悠登 大社 11.20

2 飯塚楓剛 大社 10.15

3 三浦　英 浜田 6.25

校名 校名 校名

個人 大社高校 個人 松江東高校

個人 大社高校 個人 大社高校

個人 開星高校

※浜田高校は3回連続20回目の出場 ※大社高校は3回連続48回目の出場 補欠）吾郷しおり

補欠）長砂美海

安田小桜

※開星高校は15回連続24回目

岩宮ひより 宗吉優空

小竹悠登 山本　愛 岡　寿瑞

飯塚楓剛 石飛　舞 住田七海

団体 開星高校

安田小桜

三浦　英 古谷依鈴 木村心春

孫　浩宇 松本奈々 寺戸　響

山本咲幸

女子新体操

選手名 選手名 選手名

団体 浜田高校

竹林悠希

団体 大社高校

インターハイ出場権獲得

体操競技男子 体操競技女子

順位
体操競技男子

順位
体操競技女子

順位
女子新体操

個人総合

女子新体操

校名 校名 校名

浜田高校 大社高校 開星高校

順位
体操競技女子

順位

団体総合

順位
体操競技男子

順位
体操競技女子

順位

跳馬 ゆか

平行棒

鉄棒

女子新体操

ゆか 跳馬 フープ

あん馬 段違い平行棒

第60回島根県高等学校総合体育大会　体操競技・新体操大会大会名

新体操

体操競技

つり輪 平均台

ボール

種目別

順位
体操競技男子


