
平成2９年度 運動部大会結果報告 

 

弓道部 

★中国高等学校弓道選手権大会島根県予選（４月２２日～２４日、大田高校） 

  女子団体戦 予選          ６０射２０中     予選敗退 

  女子個人戦 予選 

   個人 

    鬼村 真実 １２射 １中    中村 咲絵 １２射 ２中 

    西  梨渚 １２射 ２中    原  磨依 １２射 ５中 

    桑原 夏希 １２射 ３中    金山 千春 １２射 ３中 

    原  菜摘 １２射 ３中    桑原 奈々 １２射 ７中 

    和田 唯  １２射 ４中    福原知亜莉 １２射 ３中 

    福田 瑞希 １２射 ５中    松尾亜未梨 １２射 １中 

    今岡 奈美 １２射 １中     

    吾郷 百香 １２射 ４中     

                    予選敗退 

  男子個人戦 予選 

    柳楽 和也 １２射 ４中    予選敗退 

 

★島根県高等学校総合体育大会弓道競技（６月１日～３日、出雲高校弓道場） 

  女子団体戦 予選敗退  団体計 ４０射７中 

  男子個人戦 予選敗退 

  女子個人戦 予選敗退 

 

★ 島根県弓道新人東部地区大会兼中国新人大会島根県個人予選（９月１６日、松江商業高校） 

  団体予選・個人戦 

 出雲商業Ｇ ２４射 ２中 

   大田 怜  ８射 １中    佐次田彩織 ８射 １中 

   太田倭伽子 ８射 ０中 

 出雲商業Ｆ ２４射 ５中 

   原田さゆか ８射 ０中    嘉本 亜美 ８射 ３中 

   関根 環  ８射 ２中    西尾 琴音 ８射 １中（補員） 

出雲商業Ｄ ２４射 ５中 

   安達 千春 ８射 ２中    田村 美咲 ８射 ２中（補員） 

   磯田明日香 ８射 ０中    小村 樺乃 ８射 ３中 

  出雲商業Ｃ ２４射 ７中 

   今岡 奈美 ８射 ５中    吾郷 百香 ８射 ２中 

桑原 夏希 ８射 ０中 

出雲商業Ｂ  ２４射 １５中   予選１位 



福田 瑞希 ８射 ４中    金山 千春 ８射 ６中 

原  菜摘 ８射 ５中 

  出雲商業Ａ  ２４射 １０中 

   中村 咲絵 ８射 ３中    桑原 奈々 ８射 ５中 

   福原知亜莉 ８射 ２中    和田 唯  ８射 １中（補員） 

 出雲商業Ｃ ２４射 ６中    予選敗退 

 

   個人戦 金山 千春 ２位決定射詰 １本目を外し第５位 

 団体決勝 台風のため、途中中止 予選の結果で順位を決定する 

    女子団体優勝 出雲商業Ｂチーム（福田 瑞希、金山 千春、原 菜摘） 

 

★島根県高校弓道選手権大会（１０月２８日２９日、江津工業高校弓道場） 

  女子団体予選・個人戦 

 出雲商業Ｂチーム 補員を除くチーム合計 １３中 

    福田 瑞希  １２射 ６中   金山 千春 １２射 ４中   

原  菜摘  １２射 ３中   桑原 夏希 １２射 ３中      

出雲商業Ａチーム 補員を除くチーム合計 １３中 

   中村 咲絵  １２射 ４中   桑原 奈々 １２射 ７中 

    福原 知亜莉 １２射 ２中   今岡 奈美 １２射 ３中 

  男子団体予選・個人戦 

 出雲商業          チーム合計  ８中 

    矢野 志時  １２射 ４中   高橋 佑季 １２射 ３中 

    糸賀 大樹  １２射 １中    

 男女とも予選敗退 

   

 

剣道部 

★中国高等学校新人剣道大会（３月１８日～１９日、広島県廿日市市スポーツセンター） 

    男子団体戦 予選リーグ 出雲商業 ２ － ２ 鳥取西（鳥取）本数勝ち 

出雲商業 ２ － ３ 広島皆実（広島）                 

リーグ２位 予選リーグ敗退 

 

★中国高等学校剣道選手権大会島根県予選大会（４月２２日～２３日、島根県立体育館） 

 男子団体戦 二回戦   出雲商業 ５ － ０ 松江高専 

       三回戦   出雲商業 ４ － ０ 平田 

       準決勝   出雲商業 ０ － ３ 情報科学 

ベスト４（中国大会出場権獲得） 

  

女子団体戦 一回戦   出雲商業 ３ － ０ 大田 

             二回戦   出雲商業 ０ － ５ 大社 



  

 男子個人戦 山﨑 堅登  ベスト１６（中国大会出場権獲得） 

小林 史人  ベスト１６（中国大会出場権獲得） 

       阿部 輝   ベスト３２（中国大会出場権獲得） 

 女子個人戦 安食 佳愛  ベスト１６（中国大会出場権獲得） 

      松尾 智香  ベスト３２（中国大会出場権獲得） 

      赤川 流花  ベスト３２（中国大会出場権獲得） 

荒木 愛尋  べスト３２（中国大会出場権獲得） 

       

 

 

★島根県高等学校総合体育大会剣道競技（６月２日～３日、益田市民体育館） 

  男子団体戦  一回戦 出雲商業 ４ － ０ 飯南 

         二回戦 出雲商業 ５ － ０ 松江農林 

         準決勝 出雲商業 ０ － ４ 大社 

                   ベスト４   

女子団体戦  一回戦 出雲商業 ４ － ０ 出雲西 

                 二回戦 出雲商業 １ － ０ 横田 

準決勝  出雲商業 １ － ３ 松江東 

ベスト４ 

女子個人戦 安食 佳愛 ベスト８ 

      松尾 智香 ベスト８ 

 

★中国高等学校剣道選手権大会（６月１６日～１８日、山口県下関武道館） 

  女子個人戦 松尾 智香  ベスト３２ 

         

男子団体戦 予選リーグ 出雲商業 ２ － １ 鳥取西（鳥取） 

              出雲商業 １ － ２ 野田学園（山口） 

               リーグ２位 予選リーグ敗退 

 

★玉竜旗高校剣道大会（男子：７月２７日～２８日、女子：７月２４日～２５日、福岡県マリンメッセ福岡） 

  男子団体戦 二回戦 出雲商業 － 福岡工  （福岡）３人残し勝ち 

        三回戦 出雲商業 － 流経大付柏（千葉）２人残し勝ち 

         

  女子団体戦 一回戦 出雲商業 － 佐賀商  （佐賀）大将戦勝ち 

        二回戦 出雲商業 － 東洋大姫路（兵庫）３人残し負け 

                

 

 

 



★島根県高等学校剣道選手権大会（１０月２９日～３０日、大田市総合体育館） 

  男子団体戦 二回戦 出雲商業 － 出雲工業 ２人残し勝ち 

        三回戦 出雲商業 － 松江東  １人残し負け 

                ベスト８ 

   女子団体戦 二回戦 出雲商業 － 出雲西 ２人残し勝ち 

       準決勝戦 出雲商業 － 大社  ４人残し負け 

                ベスト４ 

 

    男子個人戦 辻村 太河 ベスト１６ 

 

★島根県高等学校新人剣道大会（１２月１７日～１８日、島根県立浜山体育館） 

  男子個人戦 小林 史人  ベスト１６ 

  女子個人戦 柏 琉奈   ベスト１６   

         

男子団体戦  二回戦 出雲商業 １ － ２ 出雲工業 

         

女子団体戦 予選リーグ 

出雲商業 ０ － １ 松江北 

 出雲商業 １ － ２ 松江農林 

     予選リーグ敗退 

 

                

サッカー部 

★島根県高等学校総合体育大会サッカー競技（５月２７日～、浜田高校） 

       １回戦  出雲商業  ０－２  開星 

★島根県高等学校サッカー選手権大会（１０月２７日～、松江商業高校） 

        １回戦        １－１  

出雲商業 延長 ２－２   開星 

                （PK  ３－４） 

 

 

ソフトテニス部  

★中国大会県予選（４月２８日～３０日、浜山運動公園テニスコート） 

  団体戦 １回戦    出雲商業 ② － １ 隠岐島前 

２回戦    出雲商業 ０ － ③ 松江西 

個人戦 ２回戦進出  宮本・岡、山﨑ひ・中野、妹尾・原、藤森・山﨑さ、月森・小村 

３回戦進出  岩谷・森廣（ベスト３２） 

★島根県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技（６月１日～４日、松江市営テニスコート） 

  団体戦 １回戦    出雲商業 ②－１ 隠岐 

      ２回戦    出雲商業 ０－② 浜田 



  個人戦 ベスト３２  岩谷・森廣（ベスト３２） 

      ２回戦進出  月森・小村、藤森・山﨑さ、山﨑ひ・中野 

      ３回戦進出  森山・新田、妹尾・原 

★国民体育大会ソフトテニス競技 少年女子県一次予選（７月９日、江津中央公園テニスコート） 

  個人戦 ２回戦進出  月森・山﨑さ、青木・小村、山﨑ひ・岡、宮本・原 

★島根県高等学校ソフトテニス選手権大会（９月１６日～１７日、浜山公園テニスコート） 

  個人戦 ２回戦進出   靑木・小村 

３回戦進出   宮本・中野（ベスト３２） 

★島根県高等学校ソフトテニス新人戦（１０月２７日～２９日、江津中央公園テニスコート） 

団体戦  １回戦     出雲商業 ②－１ 江津 

２回戦    出雲商業 ０－② 岩見智翠館 

個人戦  ２回戦進出   森山・山﨑さ、青木・小村 

        ３回戦進出   宮本・中野、山﨑ひ・月森（ベスト３２）                          

★島根県高等学校ソフトテニスインドア選手権大会（１２月２３日、鹿島総合体育館） 

  個人戦  １回戦敗退  宮本・中野、山﨑ひ・月森 

                          

 

ソフトボール部 

★中国高等学校ソフトボール大会島根県予選（４月２２日～２３日、江津高校） 

２回戦   出雲商業   ０ － １×  大東  

 

★島根県高等学校総合体育大会（６月３日～４日、安来高校） 

 ２回戦  出雲商業  ９ － ５   大社 

 準決勝  出雲商業  ６ － １３  松江商業（5 回コールド） 

 

★島根県高等学校ソフトボール選手権大会（９月１６日～１７日 松江商業高校） 

 １回戦     出雲商業   ８ － １９  大東（6 回コールド） 

     

★島根県新人ソフトボール大会（１０月２１日～２４日、出雲商業高校） 

 １回戦  出雲商業  ３ － １０  大東（5 回コールド） 

 

 

卓球部 

★平成２９年度中国高等学校卓球選手権大会島根県予選大会 

                   （４月２１日（金）～２３日（日）益田市民体育館） 

男子学校対抗  １回戦     出雲商業 ０－３ 出雲工業 

 女子学校対抗  １回戦     出雲商業 １－３ 浜 田 

 男子ダブルス  １回戦敗退 岩崎優平・富田幸希、小畑佑真・田中陽南太 

女子ダブルス  １回戦敗退 小村菜友・小豆澤七海、田中菜月・飯塚可奈子 

 男子シングルス ２回戦敗退 岩崎優平、小畑佑真 



１回戦敗退 富田幸希、田中陽南太 

女子シングルス ３回戦進出 小村菜友、小豆澤七海 

         ２回戦敗退 田中菜月 

１回戦敗退 飯塚可奈子 

  

★第５５回島根県高等学校総合体育大会卓球競技 

                  （６月 1 日（木）～３日（土）松江市総合体育館） 

 男子学校対抗  １回戦 出雲商業 ０－３ 江津工業 

男子ダブルス  ２回戦敗退 小畑佑真・田中陽南太 

１回戦敗退 岩崎優平・富田幸希 

女子ダブルス  ２回戦進出 木次菜々花・武永 蘭 

２回戦敗退 小村菜友・小豆澤七海、田中菜月・飯塚可奈子 

１回戦敗退 友島優希・嘉藤七海 

 男子シングルス １回戦敗退 岩崎優平、田中陽南太、小畑佑真、白枝貢多 

女子シングルス ３回戦進出 小村菜友 

        ２回戦進出 田中菜月、飯塚可奈子、武永 蘭 

        １回戦敗退 小豆澤七海、木次菜々花、友島優希、嘉藤七海 

 

★平成２９年度第４５回島根県高等学校一年生卓球大会 

                  （８月２１日（日） 大田市総合体育館） 

男子学校対抗  １回戦 出雲商業 １－３ 三刀屋 A 

女子学校対抗  １回戦 出雲商業 B ３－２ 邇摩 B 

        ２回戦 出雲商業 B ０－３ 明誠 A 

        ２回戦 出雲商業 A ３－０ 浜田水産 

        準々決勝 出雲商業 A ０－３ 明誠 B 

 男子シングルス ３回戦進出 小畑佑真 

         ２回戦敗退 田中陽南太、白枝貢多 

女子シングルス ４回戦進出 田中菜月 

         ３回戦進出 飯塚可奈子 

         ２回戦敗退 木次菜々花、武永 蘭 

         １回戦敗退 友島優希、嘉藤七海 

            

★平成２９年度 島根県高等学校卓球選手権大会 兼 全日本卓球選手権大会（ジュニアの部）島根県予選大会 

（９月８日（金）～１０日（日） 島根県立体育館（浜田）） 

 男子ダブルス  １回戦敗退 岩崎優平・小畑佑真、富田幸希・田中陽南太 

女子ダブルス  ２回戦進出 田中菜月・飯塚可奈子 

        １回戦敗退 木次菜々花・武永 蘭、友島優希・嘉藤七海 

 男子シングルス ３回戦敗退 岩崎優平 

         ２回戦敗退 富田幸希、田中陽南太、小畑佑真、白枝貢多 

女子シングルス ３回戦敗退 田中菜月 



        ２回戦敗退 飯塚可奈子、木次菜々花、武永 蘭 

        １回戦敗退 友島優希、嘉藤七海 

 

★平成２９年度 島根県高等学校新人卓球大会 兼 全国高等学校選抜卓球大会島根県予選大会 

（１０月２７日（金）～２９日（日）島根県立体育館（浜田）） 

 男子学校対抗  予選 1 次リーグ  出雲商業 ０－３ 松徳学院 

出雲商業 ０－３ 松江農林 

女子学校対抗  予選 1 次リーグ  出雲商業 ０－３ 出雲西 

出雲商業 １－３ 松江商業 

出雲商業 ２－３ 松江東 

出雲商業 １－３ 矢上 

男子シングルス ３回戦進出 岩崎優平 

３回戦敗退 富田幸希 

２回戦敗退 田中陽南太、白枝貢多 

女子シングルス ４回戦進出 田中菜月（ベスト３２） 

２回戦敗退 飯塚可奈子、木次菜々花、武永 蘭、友島優希、嘉藤七海 

 

女子バスケットボール部 

★中国高等学校バスケットボール選手権大会島根県予選（４月１５日～１６日 浜田市） 

 一次予選 

  ２回戦     出雲商業  ５９－３８  松江西 

  ブロック決勝  出雲商業  ４４－３４  益田翔陽 

   →二次予選（５チームによるリーグ戦）進出 

 二次予選（４月２２日～２３日 松江市） 

          出雲商業 ６０－３９ 松江南 

          出雲商業 ６０－６８ 松江東 

          出雲商業 ４２－８４ 松江商業 

          出雲商業 ４５－５７ 出雲北陵 

   → 第４位 

      ベスト５賞 領家 風花 

★島根県高等学校総合体育大会バスケットボール競技（６月１日～６月３日 県立体育館） 

  ２回戦     出雲商業 ３２－５９  明誠 

 

★島根県高等学校バスケット選手権大会（１１月３日～５日、カミアリーナ） 

  １回戦     出雲商業  ５５－４５  松江北 

  ２回戦     出雲商業  ６０－６４  松江東 

 

★出雲地区新人バスケットボール大会（１２月１６日～１７日、出雲高校） 

  ２回戦     出雲商業  ７５－５２  平田 

  決勝リーグ   出雲商業  ６１－９１  出雲北陵 



  決勝リーグ   出雲商業  ４６－６８  大社      

→ 第３位 

 

 

★島根県高等学校バスケットボール新人大会（１月１２日～１４日、出雲市） 

  １回戦     出雲商業 １７４－ ６  横田 

  ２回戦     出雲商業  ５５－５４  松江北 

  準々決勝    出雲商業  ４８－６３  出雲北陵 

   → ベスト８ 

 

男子バスケットボール部 

★中国高等学校バスケットボール選手権大会島根県予選（４月１５日～１６日 浜田市） 

 一次予選 

  １回戦     出雲商業  ３１－１１１ 松江工業 

   →１回戦敗退 

 

★島根県高等学校総合体育大会バスケットボール競技（６月１日～６月３日 浜田市） 

  １回戦     出雲商業  ５７－７１  松江工業 

   →１回戦敗退 

 

★島根県高等学校バスケット選手権大会（１１月３日～５日、カミアリーナ） 

  １回戦     出雲商業  ５６－１１５ 松江工業 

   →１回戦敗退 

 

★出雲地区新人バスケットボール大会（１２月１６日～１７日、出雲高校） 

  １回戦     出雲商業  ７４－９３  出雲西 

   →１回戦敗退 

 

★島根県高等学校バスケットボール新人大会（１月１２日～１４日、出雲市） 

  １回戦     出雲商業  ４３－１０６ 松江工業 

   →１回戦敗退 

 

バドミントン部 

★中国高等学校バドミントン選手権大会島根県予選（４月２１日～２３日、浜山公園体育館） 

男子学校対抗戦   １回戦  出雲商業 ３ － １ 松江高専 

          ２回戦  出雲商業 ３ － ０ 松江北 

準決勝  出雲商業 ０ － ３ 松徳学院 

３位決定戦  出雲商業 ３ － ２ 松江商業    → 第３位（第３シード獲得） 

女子学校対抗戦   １回戦  出雲商業 ３ － ０ 矢上 

２回戦  出雲商業 ３ － １ 出雲農林    



準決勝  出雲商業 ０ － ３ 大東 

３位決定戦  出雲商業 ０ － ３ 松徳学院    → 第４位（中国大会出場） 

 男子シングルス  ベスト８   妹尾 陸史 

          ベスト１６  佐野 友哉 

          ベスト３２  曽田 瑞貴、原 潤一 

          ３回戦進出  廣瀨 健悟、奥井 佑太郎 

          ２回戦進出  山崎 徹也 

 女子シングルス  ベスト１６  岡 沙彩 

ベスト３２  靑木 美緒、三浦 朝香、飯島 みなか 

          ３回戦進出  江田 彩華、 

          ２回戦進出  福間 結衣、美濃 佑衣、山岡 千紗、阿部 侑香、磯田 香乃 

                 

  男子ダブルス     ベスト ４  妹尾 陸史／原 潤一 

          ベスト１６  曽田 瑞貴／奥井 佑太郎、廣瀨 健悟／佐野 友哉 

          ベスト３２  岡本 貫汰／山崎 徹也 

女子ダブルス   ベスト ８  靑木 美緒／岡 沙彩 

ベスト１６  飯島 みなか／三浦 朝香 

ベスト３２  磯田 香乃／加藤 綾望  

         ２回戦進出  江田 彩華／梶谷 梨花、大國 未優／美濃 佑衣、福嶋 名緒／長島 亜煌 

                飯塚 葉月／山岡 千紗、阿部 侑香／北村 李 

★島根県高等学校総合体育大会バドミントン競技（６月１日～３日、鹿島総合体育館） 

  男子学校対抗戦  ２回戦  出雲商業 ３ － １ 松江南 

           準決勝  出雲商業 ２ － ３ 大東    → 第３位 

  女子学校対抗戦  １回戦  出雲商業 ３ － １ 松江農林 

           ２回戦  出雲商業 ０ － ３ 松江北 

  男子シングルス  ベスト ８  妹尾 陸史 

           ベスト３２  原 潤一、曽田 瑞貴、佐野 友哉 

           ３回戦進出  廣瀨 健悟、岡本 貫汰 

           ２回戦進出  山崎 徹也 

  女子シングルス  ベスト１６  岡 沙彩 

ベスト３２  靑木 美緒、三浦 朝香  

           ３回戦進出  飯島 みなか、江田 彩華、福嶋 名緒、加藤 綾望 

           ２回戦進出  田中 優奈、大國 未優、梶谷 梨花、美濃 佑衣、長島 亜煌、磯田 香乃 

  男子ダブルス   第３位    妹尾 陸史／原 潤一 

           ベスト１６  廣瀨 健悟／佐野 友哉 

           ベスト３２  奥井 佑太郎／曽田 瑞貴 

           ２回戦進出  岡本 貫汰／山崎 徹也 

 女子ダブルス   ベスト１６  靑木 美緒／岡 沙彩、飯島 みなか／三浦 朝香 

ベスト３２  大國 未優／美濃 佑衣 

          ２回戦進出  江田 彩華／梶谷 梨花、田中 優奈／加藤 綾望、福嶋 名緒／長島 亜煌 



 

★中国高等学校バドミントン選手権大会 

（６月２３日～２５日、広島サンプラザ（女子）・廿日市市スポーツセンター(サンチェリー)（男子）） 

  男子学校対抗戦   １回戦  出雲商業 ２ － ３ 崇徳（広島県） 

  女子学校対抗戦   １回戦  出雲商業 ０ － ３ 境（鳥取県） 

  男子ダブルス   １回戦  妹尾 陸史／原 潤一 ２ － １ 廣瀬 歩海・山崎 悠翔 （米子北 鳥取） 

           ベスト１６  妹尾 陸史／原 潤一 ０ － ２ 一井 亮太・藤井 凌（水島工業 岡山） 

 

★島根県高等学校バドミントン選手権大会（９月８日～９日、松江市総合体育館） 

 男子シングルス  ベスト１６  佐野 友哉 

          ベスト３２  廣瀨 健悟 

          ３回戦進出  岡本 貫汰、山﨑 徹也 

 女子シングルス  ベスト１６  岡 沙彩 

          ベスト３２  今若 純奈 

          ３回戦進出  美濃 佑衣、磯田 香乃 

          ２回戦進出  長島 亜煌、加藤 綾望、山岡 千紗、飯塚 葉月、 

福島 珠里、西村 皆美 

                 萬代 遥香 

 女子ダブルス   ベスト１６  岡 沙彩／美濃 佑衣 

          ベスト３２  磯田 香乃／加藤 綾望、長島 亜煌／西村 皆美、 

飯塚 葉月／萬代 遥香 

          ２回戦進出  山岡 千紗／今若 純奈、阿部 侑香／北村 李、福島 珠里／笠原 美海 

 

★島根県高等学校バドミントン新人大会（１１月１０日～１２日、浜山公園体育館） 

  男子学校対抗戦   １回戦  出雲商業 ３ － １ 松江高専 

            ２回戦  出雲商業 ２ － ３ 松江西 →ベスト８ 

  女子学校対抗戦   ２回戦  出雲商業 ３ － １ 出雲農林 

            準決勝  出雲商業 ０ － ３ 松江北 

３位決定戦  出雲商業 ０ － ３ 隠岐 

男子シングルス  ベスト ８  佐野 友哉 

         ３回戦進出  岡本 貫汰 

         ２回戦進出  山﨑 徹也、日野 良紀 

 女子シングルス  ベスト ８  岡 沙彩 

          ベスト３２  美濃 佑衣 

          ３回戦進出  山岡 千紗、磯田 香乃、長島 亜煌、今若 純奈 

          ２回戦進出  加藤 綾望、飯塚 葉月、西村 皆美、長岡 ほたる、萬代 遥香、福島 珠里

、笠原 美海、太田 朱音 

 男子ダブルス   ベスト１６  岡本 貫汰／佐野 友哉 

          ２回戦進出  山﨑 徹也／日野 良紀 

 女子ダブルス   ベスト ８  美濃 佑衣／岡 沙彩 



          ベスト３２  加藤 綾望／長島 亜煌、磯田 香乃／今若 純奈 

          ２回戦進出  山岡 千紗／阿部 侑香、笠原 美海／西村 皆美、 

長岡 ほたる／萬代 遥香、太田 朱音／福島 珠里 

 

 

 

バレーボール部 

★中国高等学校バレーボール選手権大会島根県予選（４月１４日～ カミアリーナ） 

  予選グループ戦  出雲商業 ０ － ２ 三刀屋 

           出雲商業 ０ － ２ 松江農林 

          （ブロック敗退） 

 

★島根県高等学校総合体育大会バレーボール競技（６月１日、カミアリーナ） 

   １回戦 出雲商業 ０ － ２ 松江商業 

                           

★島根県高等学校バレーボール選手権大会（１１月１０日、情報科学高校） 

  １回戦      出雲商業 ０ － ２ 隠岐島前 

   

★島根県高等学校新人バレーボール大会（１月１２日、浜田高校） 

  予選グループ戦  出雲商業 ２ － ０ 明誠 

           出雲商業 ０ － ２ 開星 

   

 

野球部 

★島根県高等学校春季野球大会中部地区予選（４月２１日～２３日、浜山球場） 

        出雲商業 ２ － １ 飯南 

        出雲商業 ３ － ４ 平田 

★島根県高等学校野球大会出雲地区大会（５月２６日～５月２８日、浜山球場） 

        出雲商業 ４ － ２ 出雲農林 

出雲商業 ４ － ５ 大東 

★全国高等学校野球選手権島根大会（７月１５日～２６日、浜山球場） 

          出雲商業 ０ － ９ 益田東 

★島根県高等学校秋季野球大会（９月１５日～１７日、浜山球場） 

          出雲商業 ２ － ４ 平田 

★島根県高等学校野球1年生大会（１０月１４日～１１月５日、浜山球場他） 

          出雲商業 ４ － ４ 大東（大会規定により出雲商業勝ち） 

          出雲商業 ８ － １  出雲（７回コールド） 

          出雲商業１３ － １ 三刀屋（５回コールド） 

   決勝リーグ  出雲商業 ７ － １ 江津 

   決勝戦（優勝）出雲商業 ７ － ０ 立正大淞南（8回コールド） 



          

陸上競技部 

★島根県陸上競技選手権大会（５月５日、６日、益田陸上競技場）中国五県対校陸上選手権出場権獲得者 

   女子 ８００m     片寄 結衣(1)  第6位 2分31秒48 

走 高 跳    今岡 弥夕(3)   第５位  1m45 

               池田 愛花(2)  第７位   1m40 

 

★島根県高等学校総合体育大会陸上競技（５月２７日～２９日、松江市営陸上競技場） 

  男子  走幅跳     飯塚 悠太(2)  第３位  6m43(＋2.6)    中国大会出場権獲得 

      三段跳     飯塚 悠太(2)  第３位  13m08(＋1.3)   中国大会出場権獲得 

    槍投げ     永田 大樹(2)  第３位  44m66       中国大会出場権獲得 

 

  女子  １５００m    片寄 結衣(1)  第7位   4分58秒81 

走高跳     池田 愛花(2)  第6位   1m40   中国大会出場権獲得 

                今岡 弥夕(3)    第8位   1m40 

走幅跳     天野 加奈子(3) 第7位   4m80(－0.3) 

三段跳     三成 香代(2)  第8位   9m27(－0.7) 

 

★中国高等学校陸上競技対校選手権大会（６月１５日～１８日、エディオンスタジアム広島） 

  男子  走幅跳     飯塚 悠太(2)  第21位  6m29(＋1.9)     

      三段跳     飯塚 悠太(2)  第８位  13m71(－0.2)     

    槍投げ     永田 大樹(2)  第28位  37m99       

  女子  走高跳     池田 愛花(2)  第20位  1m45    

★中国五県陸上競技対抗選手権大会（８月１９日、コカ・コーラウエストパーク陸上競技場（鳥取市）） 

  走 高 跳          池田 愛花(2)  1m45 

★島根県高等学校新人陸上競技大会（９月１７日～１８日、益田陸上競技場） 

  男子 三段跳     飯塚  悠太(2)  第１位  13ｍ35(＋1.0)→中国新人陸上大会へ 

     走幅跳     飯塚  悠太(2)  第５位  6ｍ22(0.0) 

   槍投げ     永田 大樹(2)  第６位  41m74       

女子 3000ｍ     高橋 ほたる(1) 第６位  10分55秒23 

  走高跳     池田  愛花(2) 第３位  1ｍ46→中国新人陸上大会へ 

女子  三段跳     三成  香代(2) 第５位  9m83(＋1.8) 

★中国高等学校新人陸上競技大会（１０月１４日、１５日、維新百年記念公園陸上競技場(山口市)） 

  男子 三段跳     飯塚  悠太(1)  第７位  13ｍ45(0.0) 

  女子 走高跳        池田 愛花(2)  記録なし 

★島根県高等学校駅伝競走大会（１１月３日、４日、浜山公園陸上競技場発着コース） 

  女子 第９位 1時間36分51秒 

 


