
平成 28 年度 島根県高校総体 結果報告 

 

学校対抗 男女総合 7位 

     男子総合 9 位 ※敢闘賞を受賞 

     女子総合 6位 

インターハイ出場確定 

【体操部】  

男子団体 長野健太郎(3)、森脇貫人(3)、東 亮太(2)、岡野海都(1) 

 女子団体 下瀬咲子(3)、伊藤ゆりあ(3)、福田彩乃(1)、福島理緒(1) 

  ※団体メンバーは個人での出場権も獲得 

【女子ソフトテニス部】 

個人戦  平田紗椰(3)・近重桃子(2)ペア  

 

各部の大会結果 

 

【陸上競技部】 

期日:5月 27 日(金)～5月 29 日(日) 

会場:松江市営陸上競技場 

大会結果 ６位入賞（5000mW は４位入賞）は中国大会(6/17～19 岡山)出場 

＜男子＞ 学校対抗 トラック８位 

100m…５位 田村真嗣(2)中国大会 

200m…６位 田村真嗣(2)中国大会、８位 寺迫貴希(1) 

1500m…５位 前田雄飛(3)中国大会 

400mH…７位 久保田真規(2) 

3000mSC…２位 前田雄飛(3)中国大会 

4×100mR…５位 久保田(2),田村(2),大谷(1),寺迫(1) 中国大会 ※チームベスト 

4×400mR…６位 久保田(2),田村(2),大谷(1),末友(2) 中国大会 ※チームベスト 

 

＜女子＞ 学校対抗 総合４位、トラック２位、フィールド３位 

200m…３位 伊津萌里(3) 中国大会 

400m…３位 伊津萌里(3) 中国大会 

800m…８位 日原茉奈(1) 

1500m…４位 志波郁子(2) 中国大会 

3000m…３位 志波郁子(2) 中国大会 

100mH…４位 皆尾早耶(3) 中国大会、８位 橋本梨未(2) 

400mH…３位 皆尾早耶(3) 中国大会、４位 中嶋彩夏(2) 中国大会、７位 拝上日和(1) 

5000mW…５位 官澤美輝(1) 中国大会、６位 石原萌水(1) 中国大会 

走高跳…優勝 上部沙織(1) 中国大会、６位 炭本智子(2) 中国大会 

走幅跳…７位 田邨夏歩(2) 

4×100mR…５位 畑岡(2),田邨真(2),田邨夏(2),伊津(3)  中国大会 ※チームベスト 

4×400mR…３位 皆尾(3),田邨真(2),中嶋(2),伊津(3)    中国大会 ※チームベスト 

 

 



【水泳部】 

期日:６月４日（土） 

会場:島根県立プール（屋内 25m） 

大会結果 ８位以内入賞者が 7月 22日～24日山口きらら博記念公園水泳プールで行われる中国大会に出場 

〈男子〉 総合２位（９年ぶり）  総体総合得点１８点 

  200m自由形…優勝 阿部雄大(3) 中国大会、４位 阿瀬川和茉(1) 中国大会 

  400m自由形…優勝 阿部雄大(3) 中国大会、３位 阿瀬川和茉(1) 中国大会、４位 加瀬海斗(3) 中国大会 

 1500m自由形…３位 加瀬海斗(3) 中国大会 

  100m平泳ぎ…優勝 久保慧悟(1) 中国大会、３位 沖田魁也(2) 中国大会 

  200m平泳ぎ…２位 沖田魁也(2) 中国大会、４位 久保慧悟(1) 中国大会 

  400mメドレーリレー…３位 阿部(3)、沖田(2)、阿瀬川(1)、加瀬(3) 中国大会 

  400mフリーリレー …２位 加瀬(3)、阿部(3)、沖田(2)、島田海斗(2) 中国大会 

  800mフリーリレー …２位【県新・県高新・大会新】 

 阿瀬川(1)、久保(1)、加瀬(3)、阿部(3) 中国大会 

 

〈女子〉 総合４位（２年連続）  総体総合得点 ８点 

    50m自由形…６位 横田睦(1) 中国大会、７位 神南里帆(2) 中国大会 

  100m自由形…６位 横田睦(1) 中国大会、７位 神南里帆(2) 中国大会 

  200m自由形…３位 山本七海(2) 中国大会、４位 岡本桃佳(1) 中国大会 

  400m自由形…２位 山本七海(2) 中国大会、４位 岡本桃佳(1) 中国大会 

  200m個人メドレー…４位 三家本愛珠(1) 中国大会 

  400m個人メドレー…３位 三家本愛珠(1) 中国大会 

  400mメドレーリレー…４位 山本(2)、三家本(1)、岡本(1)、横田(1) 中国大会 

  400mフリーリレー …２位 岡本(1)、三家本(1)、神南(2)、山本(2) 中国大会 

 

インターハイ（８月：広島）への出場権は，中国大会で３位以内または標準記録突破者のみ。 

   

 

【男子硬式テニス部】 

期日:６月２日（木）～６月４日（土） 

会場:松江市総合運動公園 

大会結果 

団体戦 2回戦     浜田 2－1 益田翔陽 

     準々決勝  浜田 2－1 松江高専  

準決勝   浜田 0－2 松江北 

３位決定戦 浜田 0－2 益田  ４位 中国大会 

 個人戦 シングルス ベスト 32 長田優太(3) 安藤虎太郎(3) 

     ダブルス  出場 

 

 

 

 

 



【女子硬式テニス部】 

期日:6月 2日（木）～6月 4 日（土） 

会場:松江市総合運動公園 

大会結果 

団体戦 1回戦 浜田 2－1 益田 

     2 回戦 浜田 0－2 松江北 ベスト８ 

 個人戦 シングルス ベスト 16 吉原綾里(3) 中国大会、安達優衣(3)中国大会 

 

 

【体操部】 

期日:５月２８日（土）～５月２９日（日） 

会場:島根県立体育館（竹本正男アリーナ） 

大会結果  

男子団体 インターハイ ※団体メンバーは個人での出場権も獲得 

女子団体 インターハイ ※団体メンバーは個人での出場権も獲得 

〇男 子 

 団  体  優勝（長野・森脇・東・岡野） 

 個人総合  優勝 長野健太郎(3) 

       ２位 森脇貫人(3) 

       ５位 東 亮太(2) 

 種 目 別 

ゆ  か  ３位 東 亮太(2) 

あ ん 馬  ２位 長野健太郎(3) 

つ り 輪  優勝 森脇貫人(3) 

      ２位 長野健太郎(3) 

      ３位 東 亮太(2) 

 跳  馬  優勝 森脇貫人(3) 

       ２位 長野健太郎(3) 

 鉄  棒  ２位 東 亮太(2) 

〇女 子 

 団  体  優勝（下瀬・伊藤・福田・福島） 

 個人総合  優勝 福田彩乃(1) 

       ２位 伊藤ゆりあ(3) 

       ５位 下瀬咲子(3) 

 種 目 別 

 跳  馬  優勝 福田彩乃(1) 

       ３位 伊藤ゆりあ(3) 

段違い平行棒 優勝 福田彩乃(1) 

       ２位 伊藤ゆりあ(3) 

       ３位 下瀬咲子(3) 

 ゆ  か  優勝 伊藤ゆりあ(3) 

       ３位 下瀬咲子(3) 

 



【男子ソフトテニス部】 

期日:６月２日（木）～６月４日（土） 

会場:島根県立浜山公園テニスコート 

大会結果 

 団体戦 １回戦 浜田３－０松江農林 

     ２回戦 浜田２－０松江東 

    準々決勝 浜田０－２出雲北陵高校 ベスト８ 

 個人戦 ３回戦進出 

 

【女子ソフトテニス部】 

期日:６月２日（木）～６月４日（土） 

会場:島根県立浜山公園テニスコート 

大会結果 

 団体戦 １回戦 浜田３－０津和野 

     ２回戦 浜田２－０江津工業 

    準々決勝 浜田０－２松江南   ベスト８ 

 個人戦 平田紗椰(3)・近重桃子(2)ペア ベスト４ インターハイ 

     真島依央(3)・二上穂乃香(2)ペア ベスト１６中国大会 

     河野美波(2)・石田優依(3)ペア  ベスト３２ 

     

 

【男子バレーボール部】 

期日:６月２日（木） 

会場:県立体育館 

大会結果 浜田 ０－２ 出雲工業  

全校応援ありがとうございました。部員を（２人以上）入れて次の大会に出られるよう頑張ります。 

 

【女子バレーボール部】 

期日:６月２日（木）～６月３日（金） 

会場:浜田高校体育館 

大会結果  １回戦 浜 田 ２－０ 津和野 

      ２回戦 浜 田 ２－１ 明 誠 

     準々決勝 浜 田 ０－２ 大 社 

最終結果 ベスト８ 

 

【柔道部】 

期日:５月２８日（土）～５月２９日（日） 

会場:島根県立武道館(松江) 

大会結果：男子総合 8位 

    ：男子個人戦 73kg 級 ４位 三島壮太(3) 

 

 



【サッカー部】 

期日:5月28日（土）～5月29日（日） 

会場:松江市内高校 

大会結果 

１回戦  浜田９－０横田 

２回戦  浜田１－２開星 

 

 

 

【弓道部】 

期日:６月２日（木）～６月４日（土） 

会場:江津工業高校弓道場 

大会結果 

＜個人戦＞ 

男子 ５位入賞  川上颯斗(2)１２射１１中 

   ３回戦進出 三浦丈(3)１２射１０中 

   ２回戦進出 植村優輝(2)８射５中 

女子 ２回戦進出 岡田有里(3)８射２中 

＜団体戦＞ 

男子 １０位（４０射２１中） 

女子 １０位（４０射１３中） 

 

【軟式野部】 

期日:６月３日（金） 

会場:西ノ島総合公園多目的運動広場 

大会結果 優勝（リーグ戦による） 

対 隠岐島前 ４ 対 ０ 

     対 三刀屋掛合 ７ 対 ０  

 

【剣道部】 

期日:６月２日（木）～６月３日（金） 

会場:松江市総合体育館 

大会結果 

＜団体戦＞ 

男子 １回戦 浜田 ０ － ３ 松江商業 

女子 １回戦 浜田 ２ － ２ 飯南（本数勝ち） 

   ２回戦 浜田 ０ － ３ 松江北   → 最終結果 ベスト８ 

＜個人戦＞ 

男子 仁科進太朗(3)２回戦進出 

女子 友末愛理 (3)２回戦進出 

 

 

 



【男子バスケットボール部】 

期日:６月２日（木）～６月３日（金） 

会場:浜山公園体育館（カミアリーナ） 

大会結果 １回戦：浜田 １１３－３３ 松江商業 

     ２回戦：浜田  ６３－７０ 松江工業 

 

【女子バスケットボール部】 

期日:６月２日（木）～６月３日（金） 

会場:島根県立浜山体育館 

大会結果 １回戦 浜田５８－５４安来 

     ２回戦 浜田５０－７４出雲商業 

 

 

【卓球部】 

＜男子＞ 

期日:６月２日（木）～６月４日（土） 

会場:益田市民体育館 

大会結果 団体戦 １回戦 浜田 ０－３ 松江東 

     シングルス 最高２回戦敗退 

     ダブルス  山藤伸(3)・佐々木駿介(2)組 ３回戦敗退 

 

＜女子＞ 

期日:６月２日（木）～６月４日（土） 

会場:益田市民体育館 

大会結果 団体戦 １回戦 浜田 ３－０ 三刀屋 

         ２回戦 浜田 ０－３ 松江商業  

     シングルス 佐藤紅音(2)ベスト３２ 

     ダブルス  遠藤悠那(3)・毛利早也香組 ３回戦敗退 

 

 


