
体育部 大会結果一覧/平成 30年 12月 28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 30年度島根県選手権水泳競技大会(国体予選)  

期日：7月 7日(土)、8日(日) 

会場：島根県立水泳プール(松江市) 

結果：阿瀬川 和茉(3) 男子 1500ｍ自由形 第 1位 

男子 400ｍ自由形  第 3位 

久保 慧悟(3) 男子 50ｍ平泳ぎ 第 3位 

決勝進出 三家本 愛珠(3) 女子 50ｍ平泳ぎ 

岡本 桃佳(3) 女子 50ｍ背泳ぎ 

女子 100ｍ背泳ぎ 

 

大会名：第 73回国民体育大会（福井しあわせ元気国体 2018） NEW 

期日：9月 12日(水) 

結果：阿瀬川 和茉(3)  水泳競技（会期前実施競技）オープンウォータースイミング(OWS) 

40位（記録 1時間 10分 20秒 0） 

 

 

【陸上部】          ↑TOP 

大会名：第 72回島根陸上競技選手権大会 

期日： 5月 4日(金)～5日(土) 

会場： 浜山公園陸上競技場 

大会結果： 

・寺迫貴希(3)…200m3位  ・大谷大夢(3)…200m5位  ・大場みずなら(2)…800m6位    

 ・野尻夏暉(2)…800m5位  ・川本瑞記(2)…800m7位 

 ・4×100ｍR4位…①高橋(2),②大谷(3),③今谷(2),④寺迫(3) 



 ・4×100ｍR7位…①野尻(2),②寺迫(3),③今谷(2),④大谷(3) 

 ・拝上日和(3)…400ｍH2 位,400m4位 ・伊津かなえ(3)…800m4位 ・佐藤 心(2)…走高跳 3位 

 ・田中璃奈(3)…100m3位,走幅跳 6位  ・近藤恵莉(3)…5000mW 優勝  ・官澤美輝(3)…5000mW2位 

 ・4×100ｍR5位…①佐藤(2),②拝上(3),③田中あ(2),④田中り(3) 

 ・4×100ｍR6位…①伊津(3),②田中り(3),③石原(3),④拝上(3) 

 

大会名：第 64回島根県高等学校新人競技大会 NEW 

期日：9月 15日（日）～16日（月） 

会場：浜山公園陸上競技場 

・川本瑞樹記(2)…男子 800m 3位  ⇒中国新人陸上出場 

・佐藤 心(2)…女子走高跳 3位  ⇒中国新人陸上出場 

 

大会名：島根県高等学校駅伝競走大会  NEW  

期日：11月 3日(土) 

会場：浜山陸上競技場スタートゴール 

大会結果：男子…5位  女子…6位 

 

大会名：中国高等学校駅伝競走大会 NEW  

期日：11月 17日(土) 

会場：浜山陸上競技場スタートゴール 

大会結果：男子…29位 女子…27位 

 

 

 

【硬式野球部】          ↑TOP 

大会名：春季野球大会島根県予選西部地区予選 

日時：4月 20日(金)～22日(日) 

会場： 浜田市球場 

大会結果：浜田 5－6 石見智翆館 

 

大会名：第 100回全国高等学校野球選手権記念島根大会 

会場：県立浜山球場 

期日・結果：7/19(木) 浜田 4－0 安来 

7/22(日) 浜田 11－1 益田 (5回コールド) 

7/23(月) 浜田 2－10益田東(7回コールド)  

 

大会名：島根県高等学校秋季野球大会（一次） NEW 

期日：9月 14日(金)、16日(日) 



会場：江津市民球場 

大会結果：1回戦 浜田  8－3  出雲西 

     2回戦 浜田  12－1  明誠（5回コールド） 

 

大会名：島根県高等学校秋季野球大会（二次） NEW 

期日：9月 22日(土)、23日(日) 

会場：松江市営野球場 

大会結果：浜 田 7－0 出雲農林（７回コールド） 

     浜 田 2－3 平 田  

 

大会名：平成 30年度 石見地区高等学校野球１年生大会 NEW 

期日：10月 13日(土)、14日(日) 

会場：浜田市野球場 

大会結果：1回戦 浜田 13ー1 石見智翠館 B（5回コールド） 

     2回戦 浜田 12ー1 矢上（5回コールド） 

 

大会名：平成 30年度 石見地区高等学校野球１年生大会 NEW 

期日：10月 29日(土) 

会場：益田市民球場 

大会結果：準決勝 浜田 9－1 益田東Ｂ 

     決 勝 浜田 4ー7 益田東Ａ   ⇒準優勝 

 

 

【軟式野球部】          ↑TOP 

大会名：島根県高等学校軟式野球春季選手権大会 

期日： 4月 27日(金)～28日(土) 

会場： 浜田市野球場 

大会結果： 準決勝 浜田 2－1 隠岐水産   

決勝 浜田 5－1 隠岐島前  ⇒優勝(中国大会出場権獲得) 

 

大会名：第 63回全国高等学校軟式野球選手権島根大会 

期日：7月 8日(日) 

会場：浜田市野球場 

結果：浜田 6－0 三刀屋掛合  ⇒東中国大会出場権獲得 

 

大会名：第６３回全国高等学校軟式野球選手権東中国大会 NEW 

期日：8月 4日(土)～6日(月) 

会場：コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク（鳥取市） 



大会結果：1回戦  浜田 1－2 米子西 

 

大会名：第 13回中国地区高等学校軟式野球親善試合 NEW 

期日：11月 10日(土)～11日(日) 

会場：浜田市野球場 

大会結果： 準決勝 浜田 3－2 井原（岡山県） 

決 勝 浜田 2－1 倉敷工（岡山県）  ⇒優勝 

 

 

【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島根県予選 

期日：4月 27日(金)～29日(日) 

会場： 浜山公園テニスコート 

大会結果：個人戦 佐々木大地(3)・吉原徳樹(2)ペア ベスト 16 

         佐々木健(3)・石金大樹(2)ペア  ベスト 32 

     団体戦 1回戦 浜田 3－0 松江農林 

         2回戦 浜田 0－3 松江工業 

 

大会名：第 72回国民体育大会ソフトテニス競技 少年男子島根県一次予選 

期日：7月 8日(日) 

会場：石見海浜公園テニスコート 

大会結果：個人戦 三上永悟(2)・吉原徳樹(2) ペア  ベスト 8 

 

 

大会名：平成 30年度島根県高等学校ソフトテニス選手権大会 NEW 

期日：9月 15日(土)～16日(日) 

会場：浜山公園テニスコート 

大会結果：三上永吾(2)・吉原徳樹(2)ペア  ベスト 32 

宇野一真(2)・石金大樹(2)ペア  ベスト 32 

 

大会名：島根県高等学校ソフトテニス新人戦 NEW 

期日：10月 26日(金)～28日(日) 

会場：石見海浜公園テニスコート 

大会結果：個人戦 三上永悟(2)・吉原徳樹(2) ペア  ベスト 32 

       宇野一真(2)・石金大樹(2) ペア  ベスト 32 

団体戦 一回戦 浜田 2－1 津和野 

   二回戦 浜田 0－2 隠岐島前 

   



 

【女子ソフトテニス部】          ↑TOP 

大会名：ルーセントカップ(団体対抗ソフトテニス大会) 

期日：平成 30年 4月 15日(日) 

会場：松江市運動公園庭球場 

大会結果：2回戦 浜田 3－0 倉吉西Ｂ 

3回戦：浜田 1－2 岡山南Ｂ 三回戦敗退 

 

大会名：6回島根県高等学校ソフトテニスシングルス大会 

期日：平成 30年 4月 21日(土) 

会場：浜山公園テニスコート 

大会結果：・板本真愛(3) ベスト 16  ・小川栞奈(3)ベスト 32  ・平田智菜(2)ベスト 32 

 

大会名：島根県高等学校ソフトテニス中国大会島根県予選 

期日：平成 30年 4月 27日(金)～29日(日) 

会場：浜山公園テニスコート 

大会結果：個人戦 小川栞奈(3)・山根うみ(2) ベスト 16 

板本真愛(3)・平田智菜(2) ベスト 16 

団体戦 4位 

 

大会名：島根県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 

期日：平成 30年 5月 31日(木)～6月 2日(土) 

会場：松江市営庭球場 

大会結果：個人戦 板本真愛(3)・平田智菜(2) ベスト 8(全国リーグ 2勝 1敗 6位)           

                          ※中国大会・全国総体出場決定 

小川栞奈(3)・山根うみ(2) ベスト 32(中国敗復勝ちによりベスト 24) 

                        ※中国大会出場決定 

         団体戦 ベスト 4(3位) 中国大会出場決定 

 

大会名：国民体育大会ソフトテニス競技少年女子一次予選 

期日：平成 30年 7月 8日(日) 

会場：江津市営コート 

大会結果：平田智菜(2)・山根うみ(2) 2位  最終選考会出場権獲得 

 

大会名:中国高等学校ソフトテニス選手権大会  

期日：平成 30年 7月 20日(金)～22日(日) 

会場：松江市営庭球場 

大会結果：個人戦 板本真愛(3)・平田智菜(2) ベスト 32 



     団体戦 1回戦 浜田 1－2 長府(山口) 

 

大会名：全国高等学校総合体育大会ソフトテニス競技大会 

期日：平成 30年 7月 30日(火) 

会場：三重交通時 Gスポーツの杜鈴鹿 

個人戦１回戦 

板本真愛(3)・平田智菜(2) １－４ 星野 

 

大会名：国民体育大会ソフトテニス競技少年女子最終選考会  

期日：平成 30年 8月 6日(月) 

会場：松江市営庭球場 

平田智菜(2)・山根うみ(2) ２名が国体候補選手に選出 

 

大会名：競技者育成プログラム Ｕ１７ 「ステップ２」（県育成プログラム選手選考）  

期日：平成 30年 8月 11日（土） 

会場：浜山公園テニスコート 

大会結果：平田智菜(2) 「ステップ」３ 参加者に選出 

 

大会名：競技者育成プログラム Ｕ１７ 「ステップ３」（中国地区育成プログラム選手選考）  

期日：平成 30年 8月 31日(金)～9月 2日(日) 

会場：みよし運動公園テニスコート 

大会結果：平田智菜(2) 参加 

 

大会名：島根県高等学校ソフトテニス選手権大会  

期日：平成 30年 9月 15日(土)～9月 16日(日) 

会場：浜山公園テニスコート 

大会結果：平田智菜(2)・山根うみ(2) ベスト 8 

          濵﨑ひらり(2)・濵口愛弥(1) ベスト 32 

          シングルス 平田智菜(2) 1位 

 

大会名：島根県高等学校ソフトテニス新人戦 

期日：平成 30年 10月 26日(金)～10月 28日(日) 

会場：江津市営テニスコート  

大会結果：個人戦 平田智菜(2)・山根うみ(2) ２位 

              濵﨑ひらり(2)・濵口愛弥(1) ベスト 32 

     団体戦 1回戦 浜田 1-2 三刀屋 

 

 



大会名：島根県高等学校ソフトテニスインドア選手権大会 

期日：平成 30年 12月 24日(月) 

会場：鹿島総合体育館 

大会結果：平田智菜(2)・山根うみ(2) １位 

 

 

【体操部】          ↑TOP 

大会名：平成 30年度島根県高等学校体操競技選手権大会 

    兼 第 59回中国高等学校体操競技選手権大会 島根県予選 

期日：4月 28日(土)～29日(日) 

会場：島根県立体育館(竹本正男アリーナ) 

大会結果：〇男子 

  団体総合 3位 岡野(3)・山本(2)・大迫(2)・堀江(1) 

  個人総合 4位 山本由泰(2) 

     〇女子 

団体総合 優勝 福田(3)・福島(3)・河野(3)・知念(1) 

個人総合 優勝 福田彩乃(3) 

3位 知念紗菜(1) 

 ※種目別多数入賞 

 ※男子団体、女子団体中国大会出場権獲得(団体メンバーは個人出場権も獲得) 

 

大会名：第 59回中国高等学校体操競技・新体操選手権大会 

期日：平成 30年 6月 22日(金)～24日(日) 

会場：米子産業体育館 

大会結果：〇男子 

      団体総合   6位入賞 山本(2)・大迫(2)・福田(1)・堀江(1) 

〇女子 

      団体総合   3位 福田(3)・福島(3)・船津(2)・知念(1) 

※浜高として 36年ぶり 3位以内入賞 

      個人総合   2位 福田彩乃(3) ※島根県選手として 25年ぶり 3位以内入賞 

      種目別 跳 馬    優勝   福田彩乃(3)2連覇 

          段違い平行棒 5位入賞 福田彩乃(3) 

          平均台    3位   福田彩乃(3) 

          ゆ か    4位入賞 福田彩乃(3) 

                 5位入賞 知念紗菜(1)1年生ながら健闘 

 

大会名：第 73回国民体育大会中国ブロック大会 

期日：平成 30年 7月 21日(土)～22日(日) 



会場：山口県スポーツ文化センター 

大会結果：少年男子島根県選抜 5位(ブロック予選敗退) 山本由泰(2)が出場 

少年女子島根県選抜 3位(ブロック予選突破) 福田彩乃(3)、知念紗菜(1)が出場 

※女子 2名が本国体(福井しあわせ元気国体)への出場権を獲得 

 

大会名：平成 30年度島根県高等学校体操競技新人大会 NEW 

期日：10月 23日（火）～24日（水） 

会場：松江市総合体育館 

大会結果：〇男子               

個人総合 3位 福田晴基（1）   

           4位 山本由泰（2） 

種目別  ゆ か  3位 大迫海斗（2）   

あん馬  優勝 福田晴基（1） 

                2位 山本由泰（2）   

跳 馬  優勝 福田晴基（1） 

平行棒  優勝 山本由泰（2） 

鉄 棒  3位 福田晴基（1） 

 

〇女子 

個人総合 優勝 知念紗菜（1-2） 

       種目別 全種目  優勝 知念紗菜（1-2） 

 

大会名：第 41回島根県立体育館建設記念島根県体操競技大会 NEW 

期日：11月 10日(土)～11日(日) 

会場：島根県立体育館（竹本正男アリーナ） 

大会結果；〇男子 

個人総合 優勝  福田 晴基 

            4位  山本 由泰 

            6位  大迫 海斗 

      種目別   ゆ か 2位  山本 由泰 

            あん馬 優勝  福田 晴基 

            つり輪 2位  福田 晴基 

            跳 馬 優勝  福田 晴基 

                3位  大迫 海斗 

            平行棒 優勝  山本 由泰 

                3位  大迫 海斗 

            鉄 棒 優勝  福田 晴基 

 



〇女子 

個人総合  優勝  知念 紗菜 

       種目別   跳 馬 優勝  知念 紗菜 

             段違い平行棒 2位  知念 紗菜 

             平均台 優勝  知念 紗菜 

             ゆ か 優勝  知念 紗菜 

 

 

【剣道部】          ↑TOP 

大会名：中国大会県予選 

期日：平成 30年 4月 21日(土)22日(日) 

会場：大田市総合体育館 

大会結果： 個人戦 齋藤 綾乃(1)・増田 希(1) 中国大会への出場権を獲得 

 

 

大会名：平成３０年度 島根県高等学校剣道選手権大会 NEW 

期日：10月 27日(土)～28日(日) 

会場：益田市民体育館 

大会結果：個人戦 

男子 小泉 光慧(1)一回戦敗退 

 

女子 屋敷 真帆(1)二回戦敗退 

齋藤 綾乃(1)・増田 希(1)・槇野 ことみ(1)・西井 ゆい(1)一回戦敗退 

 

団体戦（5人勝ち抜き戦） 

        浜田―出雲（一人残して勝ち上がり） 

        浜田―松江農林 二回戦負け 

 

大会名：平成３０年度 島根県高等学校剣道新人大会 NEW 

期日：12月 15日(土)～16日(日) 

会場：島根県立武道館 

大会結果：個人戦 

男子 小泉 光慧(1)一回戦敗退 

 

女子 増田 希(1)ベスト 16 

齋藤 綾乃(1)二回戦敗退 

団体戦 浜田 4－0 出雲西 

         浜田 0－3 大社 



【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 21日(土)・22日(日) 

会場：大田高校弓道場 

大会結果：女子団体 5位 森下 京香(3)・佐々木 彩(3)・肥田 彩花(3) 

金山 ちひろ(3)・平川 凜(3)・大佐古 沙南(3) 

男子団体 3位 渡辺 凌大(3)・末田 涼(3)・柳樂 海州(3) 

森岡 滉稀(3)・佐々木 悠太(3)・下野 健大(3) 

女子個人 3位 右田 侑希(2) 

    ベスト 12 吉丘 歩佳(3)・肥田 彩花(3) 

男子個人 4位 末田 涼(3) 

       男女団体、個人とも中国大会出場決定 

 

大会名：第 61回中国高等学校弓道選手権大会 

期日：6月 22日(金)～24日(日) 

会場：島根県立浜山公園体育館 

大会結果：男子個人 末田 涼(3)8射 6中 決勝進出ならず 

女子個人 右田侑希(2)8射 4中 決勝進出ならず 

          肥田彩花(3)8射 5中 決勝進出ならず 

          吉丘歩佳(3)8射 1中 決勝進出ならず 

男子団体 20射 9中 予選通過ならず 

女子団体 20射 8中 予選通過ならず 

 

大会名：平成 30年度島根県弓道新人西部地区大会 兼 中国高校弓道新人大会島根県個人予選 NEW 

期日：9月 15日(土) 

会場：江津工業高校 弓道場 

大会結果：男子団体  池田(2)、田頭(1)、松原(2) 優勝  

男子個人  田頭賢人(1)   優勝  8射 7中 （中国新人大会（鳥取県米子市）出場決定） 

女子団体  予選通過ならず 

女子個人  柳樂舞(1)    第 3位 8射 5中 

 

大会名：島根県弓道選手権大会 NEW 

期日：10月 27日(土)～28日(日) 

会場：出雲高校弓道場 

大会結果：男子団体（３６射）Aチーム１８中 Bチーム１４中 予選通過ライン２１中に届かず敗退。 

女子団体（３６射）Aチーム１２中 Bチーム９中 予選通過ライン１７中に届かず敗退。 

個人戦は入賞者なし。 

 



大会名：中国高等学校弓道新人大会  NEW 

期日： 11月 16日(金)～17日(土) 

会場：鳥取県立武道館 

大会結果：男子個人 田頭賢人(1)８射３中 入賞ならず 

 

 

【柔道部】          ↑TOP 

大会名: 第５０回島根県高等学校新人柔道大会 NEW 

期日: 10月 27日(土)～28日(日） 

会場: 島根県立武道館 

大会結果： 男子個人戦  春木史也(2) 2位 

女子個人戦  有馬里奈(1) 3位 

 

 

【男子バスケットボール部】          ↑TOP 

大会名：平成 30年度 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 一次予選 

期日：4月 14日(土)～15日(日) 

会場：浜田高校体育館、島根県立体育館 

大会結果：＜eブロック＞ 

     1回戦 浜田 123-34江津工業 

     2回戦 浜田 80-53松江高専 

     ブロック決勝 浜田 76-79松江工業 

     第 6位(⇒県総体第 6シード権獲得) 

 

大会名：島根県高等学校バスケットボール選手権大会 NEW 

日時：11月 2日(金)～4日(日)  

会場：カミアリーナ 

大会結果：1回戦 浜田 104－53隠岐  

2回戦 浜田 77－58松江南 

     準々決勝 浜田 40－111出雲北陵（最終結果：ベスト８） 

 

大会名：島根県高等学校地区別新人バスケットボール大会 NEW 

期日：12月 15日(土)、16日(日) 

会場：浜田高校 

大会結果：2回戦 浜田 104ー56島根中央  

準決勝 浜田 91ー62明誠  

決勝 浜田 61ー46浜田商業（結果：優勝）  ⇒県新人戦ベスト８シード権獲得。 

 



【女子バスケットボール部】          ↑TOP 

大会名：平成 30年度 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 一次予選 

期日：平成 30年 4月 14日(土)～15日(日) 

会場：浜田高校体育館 

大会結果：＜eブロック＞ 

1回戦 浜田 52 - 68 出雲商業(1回戦敗退) 

 

大会名：平成 30年度 島根県高等学校バスケットボール選手権大会 NEW 

期日：平成 30年 11月 2日(金)～4日(日) 

会場：県立浜山体育館（カミアリーナ） 

大会結果：１回戦 浜田 76－12隠岐島前 

     ２回戦 浜田 55－76松江東 

 

大会名：島根県高等学校地区別新人バスケットボール大会 NEW 

期日： 12月 15日(土)～16日(日) 

会場：浜田高校体育館 

大会結果： １回戦   浜田 71―63 益田 

      準決勝   浜田 53―55 益田翔陽 

      順位決定戦 浜田 67―48 矢上  （第３位） 

 

 

 

【サッカー部】          ↑TOP 

大会名：平成 30年度全国高校サッカー選手権島根県大会 NEW 

期日：10月 25日(木) 

会場：浜山公園陸上競技場 

大会結果： 一回戦   浜 田 1-2 松江東 

  

大会名：平成３０年度島根県高校サッカーユースリーグ３部 NEW 

期日： 

会場： 

大会結果：１０勝１分１敗 優勝  

 

 

 

【卓球部】          ↑TOP 

大会名：第 65回中国高等学校卓球選手権大会島根県予選大会 

期日：4月 27日～4月 29日 



会場：島根県立浜山体育館(カミアリーナ) 

大会結果：男子学校対抗 

      1回戦 浜田 3－0 益田翔陽 

      2回戦 浜田 0－3 出雲 

     女子学校対抗 

      1回戦 浜田 3－0 津和野 

      2回戦 浜田 1－3 矢上 

 

大会名：平成 30年度 島根県高等学校卓球選手権大会 NEW 

期日：9月 7日(金)～9日(日)  

会場：島根県立体育館  

大会結果：《男子シングルス》ベスト 64：岩本雄大(1) 

《女子シングルス》ベスト 32：佐藤涼音(2)、大﨑智日(1) 

《女子ダブルス》ベスト 32：佐藤(2)・大﨑(1) 

 

大会名：平成 30年度 島根県高等学校新人卓球大会 NEW 

期日：11月 9日(金)～11日(日) 

会場：鹿島総合体育館 

大会結果：《男子団体》 予選１次リーグ Aブロック  

             出雲北陵・松江南・浜田 0勝 2敗 3位 

           １次リーグ 3･4位トーナメント 

             2回戦    浜田 0 - 3 松江西    

     《女子団体》 予選１次リーグｂブロック 

             矢上・浜田・大田・飯南・邇摩 2勝 2敗 3位 

           １次リーグ 3～5位トーナメント 

             2回戦    浜田 3 - 0 安来 

             3回戦    浜田 3 - 1 松江北 

             4回戦    浜田 3 - 1 松江東 

      《女子シングルス》  ベスト 32   佐藤涼音(2) 

                 ベスト 16   大﨑智日(1) 

 

 

【硬式テニス部】          ↑TOP 

大会名：島根県高等学校個人テニス選手権大会石見地区予選 

期日：4月 14日(土)15日(日) 

会場：益田運動公園テニスコート 

大会結果：〈男子シングルス〉 

ベスト 8 桑原洸太(3)※新人戦結果による予選免除の岩本(3)とともに県大会出場権獲得 



〈男子ダブルス〉 

2位 岩本拓真(3)・桑原洸太(3)組   ※県大会出場権獲得 

〈女子シングルス〉 

1位 日下志保里(3) 

3位 服部未澄(3) 

4位 港あすか(2) 

ベスト 8 河内美緒(3) 

13位内 仲岡優希(3) 小川登志子(2)  ※県大会出場獲得 

〈女子ダブルス〉 

1位 日下志保里(3)・服部未澄(3)組 

2位 河内美緒(3)・伊藤穂実(2)組  ※県大会出場権獲得 

 

大会名：島根県高等学校個人テニス選手権大会 

期日：4月 28日(土)～29日(日) 

会場： 江津市民庭球場 

大会結果：〈男子シングルス〉 

ベスト 32 岩本拓真(3) 

     〈男子ダブルス〉 

      ベスト 32 岩本拓真(3)・桑原洸太(3)組 

            江尾海都(3)・ヘネベリー大芽(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 28日(土)～29日(日) 

会場： 浜田海浜公園テニスコート 

大会結果：〈女子シングルス〉 

ベスト 16 日下志保里(3) 

ベスト 32 小川登志子(2) 

     〈女子ダブルス〉 

      ベスト 8 日下志保里(3)・服部未澄(3)組 

      ベスト 16 河内美緒(3)・伊藤穂実(2)組 

 

大会名：島根県高等学校テニス新人大会個人の部石見地区予選 NEW 

期日：8月 25日(土)～26日(日) 

会場：益田運動公園テニスコート 

大会結果： 

《男子シングルス》3位：石橋玲央(2) ベスト 8：朝枝教人(2) ベスト 12：曽根大和(1)、竹崎維央(1) 

⇒県大会出場権獲得 

《男子ダブルス》3位：竹崎(1)・鬼城(1)組 ⇒県大会出場権獲得 



        6位：朝枝(2)・黒川(1)組 

《女子シングルス》1位：港あすか(2) 4位：伊藤穂実(2) ベスト 8：野村富貴(2)  

ベスト 11：小川登史子(2)、勝田 夢見(2)、松原 唯衣(1) ⇒県大会出場権獲得 

《女子ダブルス》2位：港(2)・伊藤組(2) 4位：湯浅(2)・伊津組(2) ⇒県大会出場権獲得 

 

大会名：島根県高等学校テニス新人大会個人の部 NEW 

期日：9月 15日(土)～16日(日) 

会場：松江市営庭球場 

結果：《男子ダブルス》初戦敗退 

   《男子シングルス》2回戦敗退 

     《女子ダブルス》ベスト 8：湯浅、伊津組(2)  

   《女子シングルス》13位：港あすか(2)  

 

大会名：島根県高等学校テニス新人大会（団体の部） NEW 

期日：11月 3日(金)～4日(土) 

会場：男子 石見海浜公園テニスコート 

      女子 益田運動公園テニスコート 

大会結果：男子 浜田 2-3 松江高専  敗退 

     女子 浜田 1-4 松江南   敗退 

 

 

【男子バレー部】          ↑TOP 

大会名：平成 30年度 中国高等学校バレーボール選手権大会 島根県予選 

期日： 平成 30年 4月 13日(金)～4月 15日(日) 

会場： 鹿島総合体育館 

大会結果： ＜予選 cグループ＞ 

           浜田 0－2 江津工業 

      浜田 0－2 出雲工業 

  

大会名：第 9回石見地区高等学校バレーボール選手権大会 NEW 

期日：平成 30年 9月 20日(土)～21日(日) 

会場：浜田高校 

大会結果：【予選リーグ】 

浜田 2-1吉賀   浜田 0-2江津工業   浜田 1-2益田 

【順位決定トーナメント戦】 

浜田 0-2益田   浜田 2-1吉賀 

最終成績 第３位 

 



大会名：平成 30年度島根県高等学校バレーボール選手権大会  NEW 

期日：平成 30年 11月 16日(金)～11月 18日(日) 

会場：松江市総合体育館  

大会結果：決勝トーナメント二回戦 

浜田 0-2松江商業 

 

大会名：平成 30年度島根県高等学校新人バレーボール大会  NEW 

期日：平成 30年 12月 14日(金)～12月 16日(日) 

会場：安来高校  

大会結果：１日目：浜田 2-0出雲工業   浜田 0-2松江高専 

     ２日目：浜田 0-2隠岐     浜田 2-0松江南 

第 9位 

 

 

 

【女子バレー部】          ↑TOP 

大会名：中国高等学校バレーボール選手権大会島根県予選 NEW 

期日： 平成 30年 4月 13日(金)～4月 15日(日) 

会場：松江農林高校 

大会結果：予選リーグ 浜田 1-2 隠岐島前 

           浜田 0-2 石見智翠館 

 

大会名：島根県高等学校バレーボール選手権大会  NEW 

期日：平成 30年 11月 16日(金)～11月 18日(日) 

会場：松江市総合体育館 

大会結果：  １回戦   浜田 0-2 松江商業 

 

大会名：島根県高等学校新人バレーボール大会  NEW 

期日：平成 30年 12月 14日(金)～12月 16日(日) 

会場：松江南高校 

大会結果：予選リーグ 浜田 2-0 隠岐 

           浜田 0-2 情報科学 

 

 

【空手】 ※個人出場          ↑TOP 

大会名:中国高等学校空手道選手権島根県予選大会 

期日: 4月 29日(日) 

会場: 松江南高校体育館 



大会結果：個人形競技  第 3位 佐々木政則(2) 中国大会出場権獲得 

            第 4位 新森共朗(2)  中国大会出場権獲得 

個人組手競技 2回戦敗退 新森共朗 中国大会出場権獲得 

 

大会名：第 34回中国高等学校空手道選手権大会 

期日：平成 30年 6月 15日(金)～6月 17日(日) 

会場：鳥取県立武道館 

結果：男子個人形  新森 共朗(2) 2回戦敗退 

          佐々木政徳(2) 2回戦敗退 

   男子個人組手 新森 共朗(2) 1回戦敗退 

 

大会名：島根県高等学校空手道新人戦 NEW 

期日：11月 3日(土) 

会場：松江南高校体育館 

大会結果：男子個人形の部 第 2位 新森共朗(2)，第 3位 佐々木政徳(2) 

⇒両名とも中国高校空手道選抜大会の出場権を獲得（新森(2)は組手の部でも出場） 

 


