
   選手権大会 № 1

競技種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

平田 出雲工業 益田東 開星 石見智翠館

平田 益田東 松江農林

女 大社

小竹悠登 三浦　英 飯塚楓剛 竹林悠希

（大社） （浜田） （大社） （浜田）

三浦　英 飯塚楓剛 小竹悠登

（浜田） （大社） （大社）

三浦　英 飯塚楓剛 小竹悠登

（浜田） （大社） （大社）

三浦　英 小竹悠登 竹林悠希

（浜田） （大社） （浜田）

三浦　英 飯塚楓剛 小竹悠登

（浜田） （大社） （大社）

三浦　英 小竹悠登 飯塚楓剛

（浜田） （大社） （大社）

小竹悠登 飯塚楓剛 竹林悠希

（大社） （大社） （浜田）

山本　愛 松本奈々 古谷依鈴 山本咲幸 岩宮ひより 石飛　舞

（松江東） （大社） （大社） （大社） （大社） （大社）

松本奈々 山本　愛 山本咲幸

（大社） （松江東） （大社）

古谷依鈴 松本奈々 石飛　舞

（大社） （大社） （大社）

段違い 古谷依鈴 山本　愛 岩宮ひより

平行棒 （大社） （松江東） （大社）

山本　愛 山本咲幸 松本奈々

（松江東） （大社） （大社）

開星

安田小桜 住田七海 木村心春 岡　寿瑞 寺戸　響 吾郷しおり

（開星） （開星） （開星） （開星） （開星） （開星）

安田小桜 住田七海 岡　寿瑞

（開星） （開星） （開星）

安田小桜 住田七海 木村心春

（開星） （開星） （開星）

男 大社 横田 出雲 松江高専

女 大社 横田 大田 松江商業

井上響喜 波多野準也 須田晴之 檜垣翔希 伊藤祐馬 吉田悠人 嘉田皓翔 山根一成

（横田） （大社） （出雲西） （大社） （大社） （大社） （大社） （松江高専）

森脇葉琉 藤井陽花 福島愛桜 三成つぐみ 鶴原みゆ 森脇依吹 杉山あかり 吾郷まりか

（大社） （情報科学） （大社） （大社） （大社） （大社） （大社） （横田）

男 開星 平田 出雲西 明誠

女 平田 松江工業 出雲西 明誠

田窪剛共 熱田雄大 眞壁一護 吉岡　祥

(開星） （平田） (開星） (開星）

畝本泰聖 三浦玲威 佐々木悠 島林奏和

(開星） (明誠） （邇摩） （大田）

三谷竹流 倉橋英太 森山巨央 野﨑廉雅

(益田東） (開星） （平田） （開星）

森崎佑大 藤本暖留 森口漣太郎 松原克拓

(開星） （開星） （出雲西） (明誠）

井野川幹太 山岡大悟 高松晃太 舩木逸希

(開星） （開星） (開星） (出雲西）

前田久琉心 田口舞桜 関根成美

（明誠） （出雲西） (隠岐水）

三原真実 加藤桜来 多久和芽衣 千端優心

（平田） (出雲西） （出雲西） (明誠）

福田さくら 大﨑美月

(平田） (明誠）

中島千波 永田理穏 半田菜陽 多久和柚華

(平田） (松江工） (隠岐水） (平田）

森　未来 長野サユリ 松岡芹奈 新沖彩香

(出雲西） （出雲西） (明誠） (益田東）

男 出雲工業 松江工業 大田 出雲 江津工業

女 出雲 大田 松江商業 松江北 出雲商業

水　　柊太 山本　真大 伊藤　　駿 山田　遥輝 荒木　　慶

(大田) (出雲) (出雲) (松江工業) (出雲工業)

高橋　里奈 杉原　里菜 大草　優月 大野　詩季 川上　結女

(大田) (出雲商業) (松江北) (大田) (出雲)

舩木浩太郎 寺本　将輝 坂本　穣司 西山　朋希

(出雲工業） (松江北) (出雲工業） (出雲工業）

舩木浩太郎 坂本　穣司 寺本　将輝 西山　朋希

(出雲工業） (出雲工業） (松江北) (出雲工業）

舩木浩太郎 寺本　将輝 坂本　穣司 西山　朋希

(出雲工業） (松江北) (出雲工業） (出雲工業）

舩木浩太郎 寺本　将輝 坂本　穣司 西山　朋希

(出雲工業） (松江北) (出雲工業） (出雲工業）

舩木浩太郎 坂本　穣司 寺本　将輝 西山　朋希

(出雲工業） (出雲工業） (松江北) (出雲工業）

舩木浩太郎 坂本　穣司 寺本　将輝 西山　朋希

(出雲工業） (出雲工業） (松江北) (出雲工業）

坂本　穣司 舩木浩太郎 西山　朋希

（兼　島根県選手権） (出雲工業） (出雲工業） (出雲工業）

金田　彩花

(出雲工業)

金田　彩花

(出雲工業)

金田　彩花

(出雲工業)

金田　彩花

(出雲工業)

ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

女

2㎞ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ

500mタイムトライアル

ﾛｰﾄﾞ

弓 道

団体

個人

男

女

自 転 車

1000ｍﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ

男

ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ

ｽｸﾗｯﾁ

ケイリン

3㎞ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ

ロード 男

柔 道

団体

個人

60㎏級

男

子

66㎏級

73㎏級

81㎏級

無差別級

48㎏級

女

子

52㎏級

57㎏級

63㎏級

無差別級

新 体 操

団体

女

子個人

総合

フープ

（兼　中国県予選） リボン

剣 道

団体

個人

男

女

種目

駅 伝

男子

女子

体 操

団体

個人

総合

男

子

ゆか

つり輪

平行棒

鉄棒

鞍馬

跳馬

総合

女

子

ゆか

平均台

（兼　中国県予選） 跳馬



   選手権大会 № 2

競技種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男 松江北 松江工業 出雲

女 出雲 松江北

三上征成 加藤滉大 木戸健太 三谷拓也 桑原誠也 黒﨑翔真

（松江北） （松江北） （松江北） （松江北） （松江北） （松江工業）

行武美咲 田中さわこ 林田時和

（出雲） （出雲） （松江北）

山本陸生 安達大輝 小田颯大 山田篤弥 天野岳 河面行人

（出雲西） （松江工業） （松江工業） （出雲） （出雲） （松江工業）

大谷咲花 行武美咲 岡田実桜

（皆美が丘女子） （出雲） （松江北）

小野　泰和 佐藤　卓斗 黒田　昌秀 分島　圭麒 龍角　悠斗 小川さくら 間宮　貫太 伊佐　和真

(出雲北陵) (出雲北陵) （出雲北陵） (松徳学院) （松徳学院） （出雲北陵） （松徳学院） （松徳学院）

竹山　紗矢 北代　寿珠 木山この実 東　　ゆめ 大﨑陽歌里 幸地　真樹 山田　彩心 岸　　凜

(明誠) (明誠) (明誠) (明誠U15) (明誠U15) （浜田） （明誠） (明誠U15)

佐藤・小野 小川・黒田 分島・間宮 伊佐・世古 山下・塩田 龍角・前川 齋藤・濵田 田中・黒田

(出雲北陵) （出雲北陵） (松徳学院) （松徳学院） （明誠） （松徳学院） （出雲北陵） （出雲北陵）

木山・竹山 北代・山田 和田・濱田 宅間・赤木 田口・山田 坂本・高木 藤原・梶谷 金光・天津

（明誠） （明誠） （明誠） （明誠） （松江商業） （松 江 南） （出 雲 西） （明誠）

軟 式 野 球 男 浜田 隠岐水産 隠岐島前

男 松江西 松江東 出雲北陵 浜田商業 安来 松江北 松江工業 開星

女 松江商業 松徳学院 松江東 出雲北陵 出雲 出雲商業 益田翔陽 明誠

男 松江工業 安来 松江西 大東 出雲工業 松江南 情報科学 松江高専

女 安来 大社 松江商業 出雲農林 松江南 津和野 明誠 隠岐

男 江津 飯南 松江工業 松江南

女 江津 皆美が丘 松江南 松江東

男 三刀屋 安来

女 大東 三刀屋 大社 安来

男 立正大淞南 大社 開星 明誠

女 松江商業

ラ グ ビ ー 男 石見智翠館
出雲・平田・

松江高専合同

角陽太 松浦諄成 中田　龍汰郎 木村　優生 石川　泰丞 勝部　篤輝 倉塚　陸 久佐　巧己

(開星) (開星) (開星) (開星) (出雲北陵) (松江北) (大社) (浜田)

加藤那菜 浦野仁美 池淵綾華 影山里桜 岩本理沙 上山夕貴 陶山結生 清田千遥

(吉賀) (出雲) (出雲) (出雲西) (吉賀) (開星) (松江南) (松江北)

角・松浦 石川・土江 木村・中田 久佐・石川 松本・倉塚 吉村・黒川 勝部・金谷 廣友・尾形

(開星) (出雲北陵) (開星) (浜田) (大社) (松江南) (松江北) (開星)

浦野・池淵 影山・矢野 正木・岩本 森山・山根 塩野・石山 岩田・江角 森山・打田 野津・原

(出雲) (出雲西) (吉賀) (浜田) (松江皆女) (松江東) (出雲) (松江皆女)

上田・佐藤 尾島・安達 尾門・中川 髙住・板持 大島・高見 永瀬・津田 灘・永見 細田太・生熊

（松江工業） （松江工業） （浜田） （松江工業） （松江工業） （浜田） （松江工業） （松江南）

岡崎・野津 三宅・糸賀 角・妹尾 周藤・三上 果瀨・神田 木村・大庭 石津・藤田 川角・岡本

（松江南） （松江南） （松江南） （大社） （出雲北陵） （出雲北陵） （松江西） （出雲北陵）

奥田瑛斗 黒川真哉 山本夏想 澤田一冬 原田凌汰 香村慎汰 上原大芽 柏村鷹征

(松徳学院） (松徳学院） (松徳学院） (松徳学院） （松徳学院） （松徳学院） （松徳学院） （松徳学院）

若槻美樹 白石ゆら 月森菜友 玉木李莉 成見紗奈 大谷明実 中村杏菜 井上せせら

(松徳学院） (松徳学院） (松徳学院） (松徳学院） （松江商業） （松特学院） （松江商業） （松江商業）

原田・山本 奥田・黒川 澤田・藤原 上原・香村 伊藤・永瀬 柏村・渡辺 本間・三井 影山・山田

(松徳学院） (松徳学院） (松徳学院） (松徳学院） （出雲） （松徳学院） （出雲商業） （松江西）

白石・月森 井上・成見 大谷・坪内 玉木・中村 田村・小田 板垣・三原 武田・田辺 谷口・吉岡

(松江商業） (松江商業） (松徳学院） (松江商業） （松江南） （出雲商業） （大東） （矢上）

畑　智也

(出雲農林）

沖野真一郎

(出雲農林）

三谷海人

(出雲農林）

井谷太一

(出雲農林）

佐藤　瑠

(出雲農林）

土江心花

(出雲農林）

井谷桃子 有田しゅら

(出雲農林） (出雲農林）

植木杏里

(出雲農林）

井谷桐子

(出雲農林）

濵野・山縣 佐々木・中尾

（隠岐水産） （隠岐水産）

池田　望 大道　啓暉

（隠岐水産） （隠岐水産）

西村　南海 髙野辺　大耀 福田　陽介 倉橋　侑吾 濵田　怜哉 酒井　悠陸 石川　由人 石村　海斗

（隠岐水産） （隠岐水産） （隠岐水産） （隠岐水産） （隠岐水産） （隠岐水産） （隠岐水産） （隠岐水産）

団体サッカー

ヨット 個人

男

子

ウエイトリフティング

61㎏級

67ｋｇ級

89ｋｇ級

96ｋｇ級

102ｋｇ級

女

子

55㎏級

59㎏級

64㎏級

71㎏級

ソ フ ト テ ニ ス 個人

バ ド ミ ン ト ン 個人

単

男

女

複

男

女

団体

テ ニ ス

個人

単

男

女

複

男

（兼　中国県予選） 女

男

女

種目

団体

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 団体

バ レ ー ボ ー ル 団体

ハ ン ド ボ ー ル 団体

ソ フ ト ボ ー ル 団体

卓 球

個人

単

男

女

複

男

（兼全日本ジュニア選手権
県予選）

女

登 山

踏査

団体

個人

男

女

クライミング 個人

男

女

420級

ｼﾝｸﾞﾙﾊﾝﾀﾞｰ級

Tera級


