
体育部 大会結果一覧/平成 29年 3月 31日までの記録 

島根県高校総体の結果は別紙をご覧ください。 

※（ ）は学年    NEW！は新しく追加した記事 

リンクより各部のページへジャンプします。 

陸上部 水泳部 硬式野球部 

軟式野球部 卓球部 体操部 

男子ソフトテニス部 女子ソフトテニス部 硬式テニス部 

剣道部 柔道部 弓道部 

男子バレー部 女子バレー部 サッカー部 

男子バスケットボール部 女子バスケットボール部 空手（個人参加） 

スマートフォンでは、画面ページの下部に表示されていることがあります。 

 

【水泳部】           ↑TOP 

大会名：平成 28 年度島根県選手権水泳競技大会・第 71 回国民体育大会水泳競技大会島根

県予選会 

期日：7月 9日(土)-10日(日) 

会場：島根県立水泳プール（松江市上乃木） 

大会結果 

入賞（６位以内） 

個人 

（男子） 

 100m自由形 ５位 阿瀬川和茉(1) 

 200m自由形 ４位 阿部雄大(3) 

 400m自由形 ２位 阿部雄大(3) ，５位 加瀬海斗(3) 

  50m平泳ぎ ５位 久保慧悟(1) 

 100m平泳ぎ ４位 久保慧悟(1) 

 200m平泳ぎ ５位 久保慧悟(1) ，６位 沖田魁也(2) 

（女子） 

 200m自由形 ５位 山本七海(2)  

 400m自由形 ３位 山本七海(2)  ，５位 岡本桃佳(1) 

 400m個人メドレー ５位 三家本愛珠(1) 

 

国体出場者に確定 

9 月 9 日～11 日 岩手県盛岡市で行われる夏季国体水泳大会少年Ｂ(中３～高１)の部 400m 自由形リレー 

島根県チームのメンバーの一人に 阿瀬川和茉(1)が選ばれました。 

8月 31日 夏季国体の結団式（島根県庁）にも参加します。 

 



大会名：第 64回中国高等学校選手権水泳競技大会   

期日：7月 22日(金)～24日(日) 

会場：山口きらら博記念公園水泳プール（山口市阿知須町） 

大会結果：（入賞のみ） 

200m自由形 第７位 阿部雄大(3)  

400m自由形 第２位 阿部雄大(3) … インターハイ出場権獲得！ 

他の部員も自己ベストも多く出て，成果のある大会でした。 

インターハイは 8/17～ 広島ビッグウェーブ(広島市東区牛田新町)で開催されます。 

 

【全国大会結果報告】 

大会名：平成 27 年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会・第 83 回日本高等学校選手権水泳競

技大会 

期日：8月 17日(水) 

会場：広島ビッグウェーブ（広島市東区牛田新町） 

大会結果 

男子 400m自由形 阿部雄大(3) ４２位／５７人中 

 

大会名：第 46回島根県高等学校新人水泳競技大会 

期日：8月 21日(日) 

会場：島根県立水泳プール（松江市上乃木） 

大会結果 

入賞（６位以内：中国新人出場権獲得） 

個人 

（男子） 

  50m自由形 ３位 阿瀬川和茉(1) 

 100m自由形 ４位 阿瀬川和茉(1) 

 200m自由形 ５位 阿瀬川和茉(1) 

 100m平泳ぎ ３位 沖田魁也(2) ，４位 久保慧悟(1) 

 200m平泳ぎ ２位 沖田魁也(2) ，４位 久保慧悟(1) 

（女子） 

  50m自由形 ４位 横田睦(1) ，５位 神南里帆(2) 

 100m自由形 ４位 横田睦(1) 

 200m自由形 ３位 山本七海(2) ，４位 岡本桃佳(1) 

 400m自由形 ２位 岡本桃佳(1) ，３位 山本七海(2) 

 100m背泳ぎ ３位 岡本桃佳(1) 

 100m平泳ぎ ４位 神南里帆(2) 

 200m個人メドレー ２位 三家本愛珠(1) 

 400m個人メドレー １位 三家本愛珠(1) 



団体 

（男子） 

 400mフリーリレー  ３位 阿瀬川和茉(1)，久保慧悟(1)，沖田魁也(2)，島田海斗(2) 

 400mメドレーリレー ３位 久保慧悟(1)，沖田魁也(2)，阿瀬川和茉(1)，島田海斗(2) 

（女子） 

 400mフリーリレー  ２位 山本七海(2)，横田睦(1)，三家本愛珠(1)，岡本桃佳(1) 

 400mメドレーリレー ３位 岡本桃佳(1)，神南里帆(2)，三家本愛珠(1)，山本七海(2) 

               

部員９人全員中国新人出場権獲得(10/22-23 山口市) 

 

【全国大会結果報告】 

第 71回国民体育大会水泳(競泳)競技会 

期日：9月 9日(金)-11日(日) 

会場：盛岡市立総合プール（盛岡市本宮）  

阿瀬川和茉(1) 少年男子 B(中 3-高 1)の部 

 400mフリーリレー（4泳）  18位／21チーム 

 400mメドレーリレー（４泳） 18位／18チーム 

 

第４回中国高等学校新人水泳選手権大会 NEW！ 

期日：10月 22日(土)-23日(月) 

会場：山口きらら博記念公園水泳プール（山口市阿知須） 

大会結果 

入賞（８位以内） 該当者なし 

決勝進出者（１０位以内）またはタイム決勝１０位以内 

 200m自由形 ９位 山本七海(2) 

 400m自由形 10位 山本七海(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【陸上部】          ↑TOP 

大会名：第 99回 全山陰陸上競技大会 

期日：４月１６日（土）、１７日（日） 

会場：松江市営陸上競技場 

 

前田雄飛（３）1500m２位、3000m障害２位 

伊津萌里（３）200m ３位、400m３位 

皆尾早耶（３）400mH３位 

志波郁子（２）3000m３位 

中嶋彩夏（２）400mH４位 

炭本智子（２）走高跳７位 

松浦萌笑（２）800ｍ８位 

4×100mR８位…橋本梨未(2),田邨真歩(2),畑岡颯貴(2),伊津萌里(3) 

4×400mR４位…皆尾早耶(3),中嶋彩夏(2),畑岡颯貴(2),伊津萌里(3) 

 

大会名：第 41回益田陸上競技大会 

期日：４月２４日（日） 

会場：益田陸上競技場 

寺迫貴希（１）100m   ３位 

田村真嗣（２）100m   ４位 

前田雄飛（３）1500m  優勝＊大会新記録 

田邨優希（２）走幅跳 ３位 

伊津萌里（３）100m   ３位 

田邨真歩（２）100m   ７位 

松浦萌笑（２）400m   ６位 

中嶋彩夏（２）800m  優勝 

志波郁子（２）3000m  優勝 

江木瑞季（２）3000m   ６位 

皆尾早耶（３）100mH   優勝 

橋本梨未（２）100mH   ２位 

上部沙織（１）走高跳   優勝 

炭本智子（２）走高跳   ２位 

4×100mR２位……橋本梨未(2),田邨真歩(2),畑岡颯貴(2),伊津萌里(3)＊チームベスト記録 

 

大会名：第 70回島根陸上競技選手権大会 

期日：５月７日（土）、８日（日） 

会場：益田陸上競技場 



前田雄飛（３）3000m障害３位、1500m ４位 

伊津萌里（３）400m ２位、 200m ４位 

皆尾早耶（３）400mH  優勝、 100mH ５位 

中嶋彩夏（２）400mH ４位、 400m ５位 

田邨真歩（２）400m  ６位、 200m ８位 

橋本梨未（２）100mH ８位 

志波郁子（２）1500m ４位 

松浦萌笑（２）800m ６位 

上部沙織（１）走高跳２位 

男子 4×100mR７位…大谷大夢(1),田村真嗣(2),勝手泰治(1),寺迫貴希(1) 

女子 4×100mR４位…畑岡颯貴(2),田邨真歩(2),田邨夏歩(2),伊津萌里(3)＊チームベスト記録 

女子 4×400mR５位…田邨夏歩(2),皆尾早耶(3),拝上日和(1),中嶋彩夏(2) 

８位入賞者は中国五県陸上出場権獲得 

 

大会名：第 69回中国高等学校陸上競技対校選手権大会(中国高校総体) 

期 日：6月 17日(金)～6月 19日(日) 

会 場：岡山シティライトスタジアム 

大会結果 

伊津萌里（３）400m６位 インターハイ出場権獲得！ 

前田雄飛（３）3000mSC 8位 

皆尾早耶（３）400mH  9位 

 

大会名：第 71回国民体育大会島根県予選大会 

期日：７月１７日（日） 

会場：松江市営陸上競技場 

少年男子Ａ100m …田村真嗣(2)６位 

少年男子Ａ400m …末友悠希(2)５位 

少年男子Ａ400mH…久保田真規(2)４位 

少年男子Ｂ100m …寺迫貴希(1)３位,大谷大夢(1)５位 

少年男子Ｂ3000m…藤澤 浄(1)６位 

少年男子Ｂ走幅跳…三澤海斗(1)４位 

成年女子走高跳 …炭本智子(2)２位 

少年女子Ａ100m …田邨夏歩(2)８位 

少年女子Ａ400m …田邨真歩(2)４位,中嶋彩夏(2)５位 

少年女子Ａ3000m …志波郁子(2)２位 

少年女子Ａ400mH …中嶋彩夏(2)３位 

少年女子Ａ走幅跳…田邨夏歩(2)優勝 



少年女子Ｂ100m …田中璃奈(1)３位 

少年女子Ｂ800m …伊津かなえ(1)４位,石原萌水(1)７位 

少年女子共通 1500m…志波郁子(2)２位,大達結月(1)４位,近藤恵莉(1)５位 

 

大会名：第 70回中国五県陸上競技対抗選手権大会 

期日：8月 20日（土）～21日（日） 

会場：シティライトスタジアム（岡山県陸上競技場） 

大会結果：女子走高跳 ６位 上部沙織（1） 

各県の８位入賞者が出場する大会でレベルが高く（大学生・一般も参加）入賞は１名だけでした。新人

戦にむけて頑張ります！ 

 

大会名：第 61回島根県高等学校新人陸上競技大会(県新人戦) 

期日：９月１８日（日）１９日（日） 

会場：益田陸上競技場 

大会結果： 

寺迫 貴希（１）100m３位、200m７位 

大谷 大夢（１）100m４位 

田村 真嗣（２）200m３位★ 

末友 悠希（２）400m３位★ 

藤澤 浄 （１）１年 5000m３位 

久保田真規（２）400mH５位 

三澤 海斗（１）走幅跳８位 

4×100mR 優勝★…大谷大夢(1),田村真嗣(2),久保田真規(2),寺迫貴希(1) 

4×400mR ２位★…大谷大夢(1),田村真嗣(2),三澤海斗(1),末友悠希(2) 

田中 璃奈（１）１年 100m優勝★、走幅跳５位★ 

田邨 夏歩（２）２年 100m６位、走幅跳３位★ 

田邨 真歩（２）200m５位★、400m２位★ 

中嶋 彩夏（２）400m４位★、400mH３位★ 

伊津かなえ（２）800m３位★ 

志波 郁子（２）3000m３位★ 

橋本 梨未（２）100mH５位 

拝上 日和（１）400mH５位 

上部 沙織（１）走高跳優勝★ 

炭本 智子（２）走高跳４位★ 

4×100mR ３位★…田邨夏歩(2),田中璃奈(1),畑岡颯貴(2),田邨真歩(2) 

4×400mR ２位★…中嶋彩夏(2),田中璃奈(1),田邨夏歩(2),田邨真歩(2) 

★印は中国新人陸上（10/14～10/16浜山）に出場します。 

 



 

大会名：第 25回中国高等学校新人陸上競技大会（各県 3位、開催県 4位までが出場） 

 期 日：10月 15日（土）～16日（日） 

 会 場：浜山公園陸上競技場 

・女子走高跳 優勝…1上部沙織 

・女子 3000m  ７位…2志波郁子 

・女子 100m  ８位…1田中璃奈 

・男子 4×400mR６位…1寺迫貴希、2田村真嗣、1大谷大夢、2末友悠希 

＊中国レベルの大会で、リレーが決勝に残ったのは４年間で初。頑張りました。 

 

大会名：男子第 66回女子第 30 回島根県高等学校駅伝競走大会 NEW！ 

 期日：11月 5日(土) 

 会場：浜山陸上競技場周辺 

 結果：女子３位 

     1区志波 郁子(2)区間賞 2年連続！ 

     2区伊津かなえ(1)区間 3位、3区近藤 恵莉(1)区間 2位 

     4区石原 萌水(1)区間 3位、5区松浦 萌笑(2)区間 3位 

 → 中国大会に出場します(11/18～20岡山) 

    男子９位 

     1区藤澤 浄(1)、2区久保田真規(2)、3区小野 寛太(1)、4区山根 光二(1) 

     5区西 勇飛(2)、6区横田 智映(2)、7区川本 悠都(2) 

 

大 会 名：男子第 58回女子第 30回中国高等学校駅伝競走大会 

期  日：11月 20日（日） 

会  場：井原マラソンコース（岡山県井原市） 

大会結果：１６位／３４チーム（昨年 20位、一昨年 34位） 

１区 志波 郁子(2)区間 10位  ２区 伊津かなえ(1)区間 24位 

３区 近藤 恵莉(1)区間 15位  ４区 中嶋 彩夏(2)区間 16位 

５区 松浦 萌笑(2)区間 17位 

県内順位は２位。島根県大会で負けた出雲高校に勝ちました！  

 

大 会 名：第 25回 浜田－益田間駅伝競走大会（しおかぜ駅伝） 

会  場：益田陸上競技場スタート～しまねお魚センターゴール 

期  日：12月 11日（日） 

大会結果：各市町村の代表として７名が出場しました。 

志波 郁子２年（浜田）…１区 区間賞（２年連続区間賞） 

松浦 萌笑２年（江津）…１区 ８位 

石原 萌水１年（三隅）…１区１９位 



佐々井花音１年（金城）…１区２２位 

登尾 祐奈１年（弥栄）…１区２５位 

官澤 美輝１年（旭） …１区３２位 

藤澤  浄１年（金城）…６区７位 

 

大 会 名：皇后杯 第 35回全国女子駅伝大会 

期  日：1月 15日（日） 

会  場：京都市西京極陸上競技場スタート・ゴール 

大会結果：島根県チーム４０位、志波郁子（2）５区を走り区間３６位でした。雪の中頑張りました。 

 

大 会 名：第 34回浜田ロードレース大会 NEW！ 

期  日：3月 5日（日） 

会  場：浜田市陸上競技場周辺コース 

大会結果：一般高校女子３ｋｍ 

      優勝 志波 郁子（2）大会新 

      ２位 松浦 萌笑（2）大会新 

      ３位 伊津かなえ（1）大会新 

      ５位 石原 萌水（1）大会新 

      ６位 佐々井花音（1）大会新 

      ７位 近藤 恵莉（1）大会新 

 

大 会 名：第 22回島根県高等学校新人駅伝競走大会 NEW！ 

期  日：3月 11日（土） 

会  場：浜山公園陸上競技場周辺コース 

大会結果：男子 ９位(1区:藤澤 1年、2区:川本 2年、3区:山根 1年、4区:横田 2年、5区:小野 1年) 

女子Ａ優勝(1区:伊津 1年、2区:松浦 2年、3区:石原 1年、4区:志波 2年) 

女子Ｂ５位(1区:登尾 1年、2区:佐々井 1年、3区:日原 1年、4区:大達 1年) 

女子Ｃ６位(1区:大下 1年、2区:近藤 1年、3区:官澤 1年、4区:江木 2年) 

＊女子初優勝！松浦と志波は区間賞！ 

・３区終了時点で３位（ﾄｯﾌﾟとの差 46秒）だったのを最終区の志波がつめ、ﾗｽﾄ 100mで 

ﾄｯﾌﾟに並び、２位に２秒差をつけて優勝しました。 

・今回の大会は駅伝の普及も兼ねた大会で、同一校から複数チームの参加可、また他校との 

混成チームでの参加可で、本校は女子が３チーム参加しました。 

 

 

 

 

 



【硬式野球部】          ↑TOP 

大会名：全国高等学校野球選手権島根大会（夏季選手権大会） 

日時：平成２８年７月１７日～２１日 

会場：松江市営球場 

二回戦 浜田 9-4松江商業  

三回戦 浜田 3-2三刀屋 

準々決勝 浜田 2-3開星 

 

大会名：島根県高校野球秋季大会 

期日：9月 15日(金)～9月 25(日) 

会場：松江市営野球場、浜山球場 

大会結果 

・1次 浜田 7-4松江南 

・2次 浜田 3-0江津  浜田 10-12益田東 

ベスト 8 

 

 

大会名：石見地区 1年生大会 

期日：１０月１６日（日） 

会場：江津球場 

浜田・江津 2-6智翠館Ａ 

※合同チームでの出場。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【軟式野球部】          ↑TOP 



大会名：全国高等学校軟式野球選手権島根県大会 

【日時】7月 9日（土） 

【場所】浜田市野球場 

【大会結果】 

浜田 対 三刀屋掛合 ４ 対 ０  

【出場者】斗光優乃介（３）、金得吹乃（２）、川田蓮（２）、花本正太郎（２）、上田和哉（２）、

北條稔広（２）、粟井柊馬（２）、村上正樹（２）、小出真央（２）、日野原大輝（２）、宮本

彩也香（２）、斎藤克哉（２）、大屋悠斗（１）、片廻洋（１）、髙橋光里（１）、脇田康之亮

（１）、堀内爽楽（１）、無川琉座（１）、森岡陸（１） 

東中国大会出場権獲得（7月 31日～8月 2日 倉敷市 マスカット球場） 

 

大会名：第 61回全国高等学校軟式野球選手権東中国大会 

期日：7月 31日（日）～8月 2日（火） 

会場：倉敷マスカットスタジアム 

大会結果：１回戦敗退 対 井原高校（岡山県） ２ 対 ４ 

出場者：斗光優乃介（３）、金得吹乃（２）、川田蓮（２）、花本正太郎（２）、上田和哉（２）、

北條稔広（２）、粟井柊馬（２）、村上正樹（２）、小出真央（２）、日野原大輝（２）、宮本

彩也香（２）、斎藤克哉（２）、大屋悠斗（１）、片廻洋（１）、髙橋光里（１）、脇田康之亮

（１）、堀内爽楽（１）、無川琉座（１）、森岡陸（１） 

 

大会名：平成 28 年度島根県高等学校軟式野球秋季選手権 

【期日】10月 22日（土） 

【場所】浜田市野球場 

【結果】決勝戦：浜田 対 隠岐島前 ５ 対 ２ 優勝  

【出場者】金得吹乃（２）、川田蓮（２）、花本正太郎（２）、上田和哉（２）、北條稔広（２）、

粟井柊馬（２）、村上正樹（２）、小出真央（２）、日野原大輝（２）、宮本彩也香（２）、斎

藤克哉（２）、大屋悠斗（１）、片廻洋（１）、髙橋光里（１）、脇田康之亮（１）、堀内爽楽

（１）、無川琉座（１）、森岡陸（１） 

 

※11月 5日、６日の中国親善試合出場権獲得  

 

 

 

 

 

【男子ソフトテニス部】          ↑TOP 

大会名：島根県高等学校ソフトテニス中国大会県予選  



期日：４月２８日（木）～３０日（土） 

会場：島根県立浜山公園テニスコート 

大会結果 

〈個人戦〉阿部克哉(2)・荒木康平(3)ペア ベスト 32 

〈団体戦〉 

出場者 荒木康平(3)、阿部克哉(2)、名古田駿(2)、舩津俊希(2)、戸谷知史(2)、井津慧

宥(2) 

２回戦 浜田０－②出雲 

 

大会名：島根県高等学校ソフトテニス選手権大会 

期 日：９月１７日（土）～１８日（日） 

会 場：浜山運動公園テニスコート 

結 果：名古田駿(2）・舩津俊希(2)ペア、久保倫太郎(1)・井津慧宥（2)ペア・・・ベスト

３２ 

（新人戦シード獲得） 

 

平成２８年度島根県高等学校ソフトテニス新人戦 NEW！ 

期日：10月２８日（金）～３０日（日） 

場所：石見海浜公園テニスコート 

結果： 

〈個人戦〉阿部克哉(2)・三上卓郎(2)ペア ・・・ベスト１６、 

名古田駿(2)・舩津俊希(2)ペア・・・ベスト３２ 

〈団体戦〉 

出場者 阿部克哉(2)、三上卓郎(2)、名古田駿(2)、舩津俊希(2)、戸谷知史(2)、大石怜央

(2) 

１回戦 浜田３－０松江高専 

２回戦 浜田０－３松江南 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女子ソフトテニス部】          ↑TOP 

大会名：島根県高等学校ソフトテニス中国大会県予選 

期日：４月２８日（木）～３０日（土） 



会場：島根県立浜山公園テニスコート 

大会結果： 

＜個人＞ 

真島依央(3)・二上穂乃香(2)ペア  ベスト 16 

河野美波(2)・石田優依(3)ペア   ベスト 16 

平田紗椰(3)・近重桃子(2)ペア   ベスト 16 

日下志保里(1)・川﨑千華子(3)ペア ベスト 32 

＜団体＞  

出場者：真島依央(3)、二上穂乃香(2)、河野美波(2)、石田優依(3)、平田紗椰(3)、近重桃

子(2)、日下志保里(1)、小川栞奈(1) 

準準決勝  浜田１－②松江南 

順位決定戦 浜田②－１安来 

      浜田②ー１松江北  結果第５位 

 

大会名：島根県高等学校ソフトテニス県総合体育大会 

期日：６月２日（木）～４日（土） 

会場：島根県立浜山公園テニスコート 

大会結果： 

＜個人＞ 

平田紗椰(3)・近重桃子(2)ペア   ベスト４ インターハイ・中国大会出場権獲得 

真島依央(3)・二上穂乃香(2)ペア  ベスト 16 中国大会出場権獲得 

河野美波(2)・石田優依(3)ペア   ベスト 32 

 

＜団体＞  

出場者：真島依央(3)、二上穂乃香(2)、河野美波(2)、石田優依(3)、平田紗椰(3)、近重桃

子(2)、日下志保里(1)、小川栞奈(1) 

準準決勝  浜田０－②松江南 （ベスト 8） 

 

大会名：平成 28 年度国体島根県一次予選・最終選考会 

期日：7月 10日（日）～11日（月） 

会場：江津市営庭球場 

結果：平田紗椰(3）、近重桃子(2）が最終選考会から参加しましたが、メンバーに入ること

はできませんでした。 

 

 

大会名：平成 28 年度島根県高等学校ソフトテニス選手権大会 

期日：9月 17日（土）～18日（日） 

会場：島根県立浜山公園テニスコート 



結果：河野美波(2)・近重桃子(2)組   ベスト 8 

 

   盆子原一華(1)・日下志保里(1)組 ベスト 32 

板本真愛(1)・小川栞奈(1)組   ベスト 32 

 

大会名：平成 28 年度島根県高等学校ソフトテニス新人戦 NEW！ 

期日：10月 28日（金）～30日（日） 

会場：江津市営庭球場 

結果： 

＜個人戦＞河野美波(2)・近重桃子(2)組  ベスト 8 

     盆子原一華(1)・小川栞奈(1)組 ベスト 32 

板本真愛(1)・二上穂乃香(2)組 ベスト 32 

＜団体戦＞  

出場者：河野美波(2)、近重桃子(2)、板本真愛(1)、小川栞奈(1)、盆子原一華(1)、二上穂

乃香(2)、藤井彩佳(1) 

 本校 １ー② 大社高校 （ベスト８） 

個人戦３ペアが 12/24に行われる高校インドア選手権大会の出場権を獲得。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【体操部】          ↑TOP 

大会名：平成２８年度島根県高等学校体操競技・新体操選手権大会 

兼 第５７回中国高等学校体操競技・新体操選手権大会 島根県予選 

期 日：４月２３日（土）～２４日（日） 



会 場：島根県立体育館（竹本正男アリーナ） 

  〇男 子                   〇女 子 

   団  体  ２位（長野・森脇・東・岡野）   団  体 優勝（伊藤・福田・福島・河野） 

   個人総合  優勝 長野健太郎（3）       個人総合 優勝 伊藤ゆりあ（3） 

         ４位 森脇貫人（3）             ２位 福田彩乃（1） 

   種 目 別                   種 目 別 

ゆ  か  ２位 森脇貫人（3）        跳  馬 優勝 福田彩乃（1） 

あ ん 馬  優勝 長野健太郎（3）            ３位 伊藤ゆりあ（3） 

      ３位 森脇貫人（3）      段違い平行棒 優勝 伊藤ゆりあ（3） 

つ り 輪  ２位 長野健太郎（3）            ３位 福田彩乃（1） 

      ３位 森脇貫人（3）        平 均 台 ２位 福田彩乃（1） 

跳  馬  優勝 森脇貫人（3）        ゆ  か 優勝 伊藤ゆりあ（3） 

      ２位 長野健太郎（3）            ３位 福田彩乃（1） 

平 行 棒  優勝 森脇貫人（3） 

鉄  棒  ２位 長野健太郎（3） 

※中国大会出場権獲得 

   男子団体、女子団体、女子個人 

 

大会名：第５７回中国高等学校体操競技選手権大会 

 期 日：６月１７日（金）～１９日（日） 

 会 場：島根県立体育館（竹本正男アリーナ） 

     男子 団体総合 ４位入賞（長野、森脇、東、岡野） 

     女子 団体総合 ４位入賞（下瀬、伊藤、福田、福島） 

        個人総合 ７位入賞 福田彩乃（１）※島根県選手の個人総合入賞は２３年ぶり 

 

大会名：平成２８年度全国高等学校総合体育大会体操競技・新体操大会 

    兼 全国高等学校体操競技・新体操選手権大会 

期 日：８月２日（火）～５日（金） 

会 場：島根県立体育館（竹本正男アリーナ） 

  〇男 子                   〇女 子 

   団  体  予選敗退（長野・森脇・東・岡野） 団 体 予選敗退（下瀬・伊藤・福田・福島） 

         予選順位 41位／45チーム中         予選順位  29位／47チーム中 

   個人総合  長野健太郎（3）          個人総合 下瀬咲子（3） 

予選順位 203位／270人中          予選順位 141位／254人中 

         森脇貫人（3）                伊藤ゆりあ（3） 

          予選順位 193位／270人中          予選順位 129位／254人中 

         東 亮太（2）                福田彩乃（1） 

          予選順位 249位／270人中          予選順位 67位／254人中 



         岡野海都（1）                福島理緒（1） 

          予選順位 258位／270人中          演技せず 

 

大会名：ＪＯＣジュニアオリンピックカップ２０１６全日本ジュニア体操競技選手権大会 

 期 日：８月１３日（土）～１５日（月） 

 会 場：横浜文化体育館 

   女子二部 

   個人総合 下瀬咲子 140位／206人中 

        福田彩乃 144位／206人中 

 

大会名：第７１回国民体育大会中国ブロック大会 

 期 日：８月２７日（土）～２８日（日） 

 会 場：ジップアリーナ岡山 

 

   〇男 子 

    団  体  5位（島根県選抜チーム 森脇・東・他校 3名）ブロック予選敗退 

   〇女 子 

    団  体  4位（島根県選抜チーム 下瀬・伊藤・福田・他校 2名）ブロック予選敗退 

 

 

大会名：平成２８年度島根県高等学校体操競技新人大会（個人戦のみ） 

期 日：１０月１３日（木）～１４日（金） 

会 場：松江市総合体育館 

〇男 子               〇女 子 

個人総合 ２位 東亮太（2）         個人総合 優勝 福田彩乃（1） 

                            ５位 福島理緒（1） 

種目別 ゆ か 優勝 岡野海都（1）  種目別 跳 馬 優勝 福田彩乃（1） 

        ３位 東亮太（2）           ２位 福島理緒（1） 

    つり輪 ２位 東亮太（2）    段違い平行棒 優勝 福田彩乃（1） 

    跳 馬 ２位 岡野海都（1）      平均台 ３位 福田彩乃（1） 

        ３位 東亮太（2）       ゆ か 優勝 福田彩乃（1） 

    平行棒 優勝 岡野海都（1） 

        ２位 東亮太（2） 

    鉄 棒 ２位 東亮太（2） 

大会名：第３９回島根県立体育館建設記念島根県体操競技大会（個人戦のみ）NEW！ 

期 日：１１月１２日（土）～１３日（日） 

会 場：島根県立体育館（竹本正男アリーナ） 

〇男 子               〇女 子 



個人総合 優勝 東亮太（2）         個人総合 優勝 福田彩乃（1） 

     ３位 岡野海都（1）              ４位 福島理緒（1） 

種目別 ゆ か 優勝 岡野海都（1）  種目別 跳 馬 優勝 福田彩乃（1） 

        ２位 東亮太（2）           ２位 福島理緒（1） 

    あん馬 優勝 東亮太（2）    段違い平行棒 優勝 福田彩乃（1） 

        ３位 岡野海都（1）      平均台 優勝 福田彩乃（1） 

    つり輪 ３位 東亮太（2）       ゆ か 優勝 福田彩乃（1） 

    跳 馬 ２位 東亮太（2） 

    平行棒 優勝 東亮太（2）    ※福田彩乃５年連続（Ｈ２３～２７）個人総合優勝表彰 

        ２位 岡野海都（1） 

    鉄 棒 優勝 岡野海都（1） 

        ３位 東亮太（2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【剣道部】          ↑TOP 

大会名：第 62回 中国高等学校剣道選手権大会県予選 

期日：4月 23日(土)～24日(日) 

会場:益田市民体育館 

大会結果 

＜団体＞ 

女子 



一回戦 浜田―大東 ２勝１敗２分け 

二回戦 浜田―大社 ０勝３敗２分け → ベスト８ 

男子 

  一回戦 浜田―出雲商業 ０勝５敗 

 

＜個人＞ 

女子 友末 愛理（３）中国大会出場 （６月１７日～１９日 岡山市にて） 

   中島 千穂（３）中国大会出場 （６月１７日～１９日 岡山市にて） 

男子 地主 拓（２）  1回戦を勝ち ２回戦で敗退 

 

大会名：平成 28 年度 島根県高等学校総合体育大会 剣道競技 

期日：６月２日(木)～３日(金) 

会場:松江市総合体育館 

大会結果 

＜団体＞ 

女子 

 

一回戦 浜田―飯南  ２勝２敗１分け（本数勝ち） 

二回戦 浜田―松江北 ０勝３敗２分け  → ベスト８ 

男子 

 一回戦 浜田―松江商業 １勝４敗 

 

＜個人＞ 

女子 友末 愛理（３） ２回戦負け 

男子 仁科 進太朗（３）２回戦負け 

 

大会名：第 62回 中国高等学校剣道選手権大会 

期日：6月 17日(金)～18日(土) 

会場：ジップアリーナ岡山（岡山市） 

大会結果 

＜個人＞ 

女子 友末 愛理（３） 2回戦負け 

中島 千穂（３） 2回戦負け 

 

 

 

大会名：平成 28 年度 島根県高等学校剣道選手権大会 NEW！ 

期日：10月 29日(土) 



会場：大田総合体育館 

 

大会結果 

＜個人＞ 

男子 地主 拓（２） １回戦負け 

平野 智之（１） １回戦負け 

女子 中村 佳奈子（１） １回戦負け 

 

平成 28 年度 島根県高等学校新人剣道大会 

12/17(土) カミアリーナにて 

 

2年 地主 拓（２） 

1年 平野 智之（１） 

    中村 佳奈子 （１） 

3名が個人戦に出場し 1回戦で惜しくも敗退。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【弓道部】          ↑TOP 

大会名：中国高等学校弓道選手権大会島根県予選 

期日：４月２２日（金）～２４日（日） 

会場：大田高校弓道場 

大会結果 

男子団体３位入賞 中国大会出場決定（６月１７日（金）～１９日（日） 米子市にて） 

(植村優輝(2)川上颯斗(2)横田祐輔(2)半場光(3)三浦丈、無川風韻(3)) 

男子個人、女子団体、女子個人は予選通過ならず 



 

大会名：第５９回中国高等学校弓道選手権大会 

期日：６月１７日（金）～１９日（日）  

会場：鳥取県立武道館 

大会結果 

男子団体 予選２０射８中にて予選通過ならず 

(植村優輝(2)川上颯斗(2)横田祐輔(2)半場光(3)三浦丈、無川風韻(3)、大村信篤(3)) 

 

大会名：島根県弓道新人西部地区大会 

期日：９月１７日（土）  

会場：益田市営弓道場 

大会結果 

男子団体２位  

（横田祐輔(2)吉田矢吹(2)植村優輝(2)川上颯斗(2)） 

 

大会名 島根県弓道選手権大会 

期日：１０月２９日（土）、３０日（日） 

会場：松江商業高校弓道場 

大会結果 

女子団体３６射１９中で第 6位 

山口みく(２)塚本七海(２)佐々木彩(1)肥田彩花(1)中国新人大会出場決定（山口県周南市１１月１８日

（金）～２０日（日）） 

女子個人１２射８中 佐々木彩（１）６位タイ 中国新人大会出場決定 

 

男子団体、個人は予選通過ならず 

 

大会名：第 24回中国高等学校弓道選手権大会 NEW！ 

期日：１１月１８日（金）～２０日（日） 

会場：キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター 

大会結果 

女子団体 山口みく(2)塚本七海(2)佐々木彩(1)大佐古沙南(1)  予選２４射１４中（６位タイで通過） 

決勝トーナメント進出！ 

決勝トーナメント１回戦（対 美鈴が丘高校）６中対２中で敗退 

 

【柔道部】          ↑TOP 

大会名:第 63回中国高等学校柔道大会島根県予選 

期日:4月 23日（土）～4月 24日（日） 

会場:島根県立石見武道館(浜田) 



大会結果： 

第 3位 三島壮太(3) ※中国大会出場 

 

島根県高等学校新人柔道大会 

（10/29～30島根県立武道館） 

＜団体戦＞  浜田（７位） 

＜個人戦＞ 

３位 ６０ｋｇ級 有馬俊介（１） 

３位 ６６ｋｇ級 三浦健太郎（１） 

 

大会名：第 39回全国高等学校柔道選手権大会 島根県大会 NEW！ 

期日：１２月１７日（土）～１８日（日） 

会場：島根県立石見武道館 

大会結果： 

 個人戦 ６０ｋｇ級 有馬 俊介（１）３位 

     ６６ｋｇ級 三浦 健太郎（１）ベスト８ 

 団体戦 １回戦 浜田 △ － ○ 邇摩 （３人残し）敗退  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【男子バスケットボール部】          ↑TOP 

大会名：中国高等学校バスケットボール選手権大会 島根県予選会 

期日：４月１６日（土）、１７日（日） 

会場：浜田高校 

1回戦 浜田 63-46浜田商業 

2回戦 浜田 42-92松江東 

大会名：島根県高等学校総合体育大会 バスケットボール競技会 

期日：6月 2日（木）、3日（金） 

会場：カミアリーナ 



１回戦 浜田 113－33松江商業 

２回戦 浜田 63－70松江工業 

 

大会名：秋季石見地区バスケットボール大会 

期日：９月１０日（土）、１１（日） 

会場：浜田高校 

結果：優勝   

大会名： 島根県高等学校バスケットボール選手権大会 

期 日： １１月４日（金）～１１月６日（日） 

会 場： 松江市総合体育館 

１回戦 浜田 ６４－６１ 出雲 

２回戦 浜田 ５２－７０ 開星 

大会名：平成 28年度石見地区高等学校新人バスケットボール大会 

期日：12月 10日（土）～11日（日） 

会場：浜田高校体育館 

大会結果：優勝  1回戦：浜田 76－47浜田商業 

        準決勝：浜田 94ー66明誠 

         決勝：浜田 92ー68矢上 

大会名：島根県高等学校バスケットボール新人大会 NEW！ 

 期日：１月１３日（金）～１５日（日） 

 会場：カミアリーナ 

大会結果：１回戦 浜田 58－53松江工業 

      2回戦 浜田 71－42浜田商業 

    準々決勝 浜田 63－93松江東  ※ベスト８入賞 

 

 

 

 

【女子バスケットボール部】          ↑TOP 

大会名：中国高等学校バスケットボール選手権大会 島根県予選会  

期日：４月１６日（土）～１７日（日） 

会場：金城町体育館 

大会結果：１回戦 浜田４８－６５出雲 

 

大会名：秋季石見地区バスケットボール大会 

期日：9/10（土）～11（日） 

会場：浜田高校、浜田商業高校 

大会結果：女子３位 



 

大会名： 島根県高等学校バスケットボール選手権大会 

期 日： １１月４日（金）～１１月６日（日） 

会 場： 松江市総合体育館 

大会結果： １回戦 浜田１２０－４９邇摩  ２回戦 浜田６６－７９松江西 

 

大会名： 平成 28年度石見地区高等学校バスケットボール新人大会 

 期 日： １２月１０日（土）～１２月１１日（日） 

 会 場： 浜田高校体育館 

 大会結果： 4位 １回戦 浜田 87－26邇摩 

          準決勝 浜田 50－64益田 

          順位決定戦 浜田 49－67益田翔陽 

 

大会名: 島根県高等学校バスケットボール新人大会 NEW！ 

 期日: 平成 29年１月１３日（金）～１月１５日（日） 

 会場: カミアリーナ 

 大会結果： 1回戦 浜田５８－６８益田翔陽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【サッカー部】          ↑TOP 

大会名：平成 28 年度島根県高等学校総合体育大会 

期日：5月 28日（土）～5月 29日（日） 

会場：松江東高等学校・松江工業高等学校 

大会結果：１回戦 浜田 ９ － ０ 横田 

     ２回戦 浜田 １ － ２ 開星 

 

大会名：平成 28 年度島根県高校サッカー選手権大会 NEW！ 

期日：10月 29日（土）～10月 30日（日） 

会場：島根県立浜山公園球技場・島根県立浜山公園陸上競技場 



大会結果：１回戦 浜田 ７ － １ 出雲農林 

     ２回戦 浜田 ０ － 12 立正大淞南 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【卓球部】          ↑TOP 

大会名：中国高等学校卓球選手権大会島根県予選大会 

期日：4月 28日（木）～4月 30日（土） 

会場：島根県立浜山体育館 

大会結果 

 男子団体 1回戦 浜田 0-3 松江南 

 女子団体 2回戦 浜田 2-3 矢上 

 男子シングルス 佐々木駿介（2）3回戦敗退 

 男子ダブルス 最高 2回戦敗退 

 女子シングルス 佐藤紅音（2） ベスト 32 



  女子ダブルス 勝田雅（2）・佐藤紅音（2）組 ベスト 16   

 

 

大会名：県高等学校卓球選手権大会  

期日：9/9(金)～9/11(日) 

会場：島根県立体育館 

大会結果(上位結果のみ) 

 女子シングルス 佐藤(2) ベスト 32 

 女子ダブルス  勝田(2)・佐藤(2)組 ベスト 16 

 

大会名：島根県高等学校新人卓球大会 NEW！ 

期日：11/10～11/12 

会場：平田体育館 

大会結果：男子団体、女子団体とも予選 1次リーグ敗退  

男子シングルス 2回戦敗退  

女子シングルス 佐藤紅音(2) ベスト 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【硬式テニス部】          ↑TOP 

大会名：島根県高等学校県個人テニス選手権大会石見地区大会 

期日：４月１６日（土）～４月１７日（日） 

会場：益田運動公園テニスコート 

 

男子シングルス 

ベスト８  長田優太（３）安藤虎太郎（３） 

ベスト１６ 神田良（２） 山田翔平（２） 

 以上県大会出場権獲得 

男子ダブルス 



ベスト４ 長田優太 神田良 組 県大会出場権獲得 

ベスト８ 安藤虎太郎 山田翔平組 

     河内恭嗣（３）大野郁弥（３）組 

女子シングルス 

準優勝  坂野志帆(３) 

ベスト４ 吉原綾里(３) 多岐直美(３) 

ベスト８ 安達優衣(３) 岩田美月(３) 

女子ダブルス 

準優勝  吉丸礼菜(３) 毛利真子(２)組 

ベスト４ 多岐直美（３） 安達優衣（３）組 

 

大会名：島根県高等学校個人テニス選手権大会 

期日：４月２３日（土）～４月２４日（日） 

会場：松江市営庭球場 

大会結果： 

 男子ダブルス  ：長田優太（３）神田良（２）組  ベスト１６ 

 男子シングルス：２回戦までですべて敗退 

  女子ダブルス  ：多岐直美(３) 安達優衣(３)組  ベスト１６ 

 女子シングルス：多岐直美(３)                 ベスト１６ 

 

大会名：中国高等学校テニス選手権大会 

日時：平成２８年６月１８日～１９日 

会場：松江市営庭球場 

男子団体１回戦 対 鳥取西 １－２ 敗退 

【出場者】河内恭嗣（３）長田優太（３）安藤虎太郎（３）神田良（２）山田翔平（２） 

女子個人戦  吉原綾里(3)，安達優衣(3)ともに 1回戦敗退 

 

 

大会名：島根県高校テニス新人大会 石見地区予選 

日時：平成２８年９月１０日～１１日 

場所：益田運動公園 

女子 

【シングルス】 

河内美緒(1)…2位、伊藤杏実(2)…3位、  

他に服部未澄(1)毛利真子(2)緒方祐衣(2)梅津乃恵(2)が県大会出場 

【ダブルス】 

毛利真子(2)・梅津乃恵(2)組…1位、伊藤杏実(2)・緒方祐衣(2)組…2位(両組とも県大会出場) 

 



男子 

【シングルス】 

ベスト４神田良 ベスト８山田翔平 ベスト１６岩本拓真（ここまでが県大会出場）ヘネベリー大芽 

【ダブルス】 

２位神田良・山田翔平組（県大会出場）ベスト８岩本拓真・桑原洸太組 

大会名：平成 28年度島根県高等学校新人テニス大会 

期日：10月 15日（土）～16日（日） 

会場：江津市民庭球場 

大会結果： 

 男子シングルス 神田良（2）ベスト 16      中国大会出場  

        山田翔平（2）17位        中国大会出場 

 男子ダブルス 神田良（2）山田翔平（2）組 9位 中国大会出場 

 江尾海都（1）桑原洸太（1）組 2回戦進出 

 

女子ダブルス  毛利真子(２)・梅津乃恵(２)組  ベスト８ 

女子シングルス 伊藤杏実（２）ベスト１６ 

         河内美緒（１）ベスト２０ 

大会名：島根県高等学校テニス新人大会（団体戦）NEW！ 

期日：１０月２９日（土）～３０日（日） 

会場：浜山公園テニスコート 

男子 大会結果：４位 

   １回戦 対 大社高校 ３－２ 

   ２回戦 対 平田高校 ３－１（決勝リーグ進出） 

   決勝リーグ１試合目 対 松江北高校 １ー４ 

        ２試合目 対 開星高校  ０－５ 

        ３試合目 対 出雲高校  ２－３ 

【出場者】佐々本伊吹（２）神田良（２）山田翔平（２）玉木智大（２）山本晴（２） 

岩本拓真（１）江尾海都（１）桑原洸太（１）ヘネベリー大芽（１） 

女子 大会結果：4位 

   1回戦 対 益田高校 ３－２ 

   2回戦 対 大社高校 ３－２（決勝リーグ進出） 

   決勝リーグ１試合目 対 開星高校  １－４ 

        ２試合目 対 出雲西高校 ２－３ 

        ３試合目 対 出雲高校  ２－３ 

【出場者】伊藤杏実（２）梅津乃恵（２）山藤由佳（２）藤井美玖（２）毛利真子（２）河内美緒（１） 

     仲岡優希（１）服部未澄（１） 

 

大会名：中国高等学校新人テニス大会 NEW！ 



期日：11月 19日（土）～20日（日） 

会場：岡山県備前テニスセンター 

大会結果： 

 男子シングルス 

  神田良（２）  1回戦勝利 2回戦敗退 

  山田翔平（２）1回戦勝利 2回戦敗退 

 男子ダブルス   

  神田良・山田翔平組 1回戦敗退 

※中国大会で 1つずつ勝つことができました！ 

女子シングルス 伊藤杏実（2）1回戦敗退 

 女子ダブルス  毛利真子（2）・梅津乃恵(2）組 1回戦敗退 

 

大会名：学年別テニス大会 NEW！ 

期日：１２月１０日（土）～１１日（日） 

会場：県立浜山公園テニスコート 

大会結果： 

男子 

 ２年生：山田翔平（２）ベスト４ 

     神田良（２）ベスト８ 

     佐々本伊吹（２）ベスト３２ 

 １年生：岩本拓真（１）ベスト８ 

     桑原洸太（１）ヘネベリー大芽（１）ベスト１６ 

     江尾海都（１）ベスト３２ 

女子 

 ２年生：毛利真子（２）優勝！ 

 １年生：服部未澄（１）ベスト 16(9位～12位) 

 

【男子バレー部】          ↑TOP 

大会名：平成 28 年度 第 68回中国高等学校バレーボール選手権大会島根県予選大会 

期日 ：平成 28年 4月 14日～16日 

会場 ：島根県立浜山体育館（カミアリーナ）  出雲市 

結果 ：予選グループ戦 ２－１横田高校  ０－２松江高専  予選リーグ敗退 

メンバー：横木大輝・瀬戸恵賜・三浦真琴・河野 岬・大崎健志郎・榊 颯真 

マネージャー：河内美咲・吉野彩夏 

 

大会名：平成 28 年度 第 54回島根県高等学校総合体育大会バレーボール競技 

期日 ：平成 28年 6月 2日～4日 

会場 ：島根県立体育館  浜田市 



結果 ：1回戦  ０－２出雲工業高校  1回戦敗退 

メンバー：横木大輝・瀬戸恵賜・三浦真琴・河野 岬・大崎健志郎・榊 颯真 

マネージャー：河内美咲・吉野彩夏 

 

大会名：平成 28 年度 石見地区高等学校バレーボール選手権大会 

期日 ：平成 28年 10月 22日～23日 

会場 ：金城総合体育館 

結果 ：リーグ戦 １－２益田・大田合同  ０－２吉賀高校  １－２江津高校 

         ０－２江津工業高校   5位 

メンバー：三浦真琴・河野 岬・大崎健志郎・榊 颯真・永見日向・知念祐翔 

 

大会名：平成 28 年度 島根県高等学校バレーボール選手権大会 

 兼 第 69回全日本バレーボール高等学校選手権大会島根県予選大会 

期日 ：平成 28年 11月 11日～13日 

会場 ：島根県立安来高校体育館・安来市民体育館 

結果 ：２回戦 ０－２松江北高校  2回戦敗退 

メンバー：三浦真琴・河野 岬・大崎健志郎・榊 颯真・永見日向・知念祐翔 

 

新人戦結果（平成 29年 1月）NEW！ 

予選グループ戦  2-1益田・大田合同 ０－２松江工業 

2位グループ戦  0-2隠岐  0-2松江商業 

 結果 11位タイ 

 

 

 

 

【女子バレー部】          ↑TOP 

大会名：石見地区選手権大会 

期日：10月 22日（土）～23日（日） 

会場:浜田市金城総合運動公園 総合体育館（ふれあいジムかなぎ） 

【予選リーグ】 

浜田 2-0益田 

浜田 2-0益田東（リーグ 1位） 

【1位トーナメント】  

浜田 1-2益田翔陽 

浜田 1-2吉賀 

浜田 1-2益田翔陽 優勝ならず 

 



【空手】 ※個人出場          ↑TOP 

大会名:中国高等学校空手道選手権大会島根県予選大会 

期日:４月２４日（日）   

会場:松江南高校 

大会結果：大石怜央（２）個人組手 ベスト 16 中国大会出場決定 

 

大会名:中国高等学校空手道選手権大会 

期日:6/17-19    

会場:広島県立総合体育館 

大会結果  

大石怜央(2) 

初戦敗退。岡山県の全国常連の強豪校の選手相手に最後まで互角に戦いました。 

 


