
令和４年度 島根県高校総体 結果一覧 

 

 

学校対抗 

 

男女総合成績 第２位・・・１７３点 

男子総合成績 第２位・・・ ８８点 

女子総合成績 第２位・・・ ８５点 

 

 

競技別 

 

【陸上部】男子総合１位、女子総合１位 （個人競技は３位まで） 

（男子） 

 １１０ｍH  ２位 森木 大翔 

 ４００ｍH  １位 森木 大翔   

 １６００ｍR ２位 金沢、森木、藤本、武永 

 棒高跳   １位 増原 永人  ２位 土江 真翔 

 走幅跳   ２位 妹尾 歩佑人 

 三段跳   ３位 吉木 郁矢 

 砲丸投   １位 三原 友大  

 円盤投   １位 安田 博人 

 ハンマー投 ２位 三原 友大 

 やり投   １位 松田 孝太  ３位 森山 広大 

 八種競技  １位 牛尾 壮太  ２位 石田 優太 

（女子） 

 １００ｍ   ２位 別所 みゆ 

 １００ｍH  １位 別所 みゆ ２位 松原 しほり ３位 福本 智帆 

 ４００ｍH  ３位 古谷 紗輝 

 ４００ｍR  １位 石橋 望美、福本 智帆、松原しほり、別所 みゆ 

 １６００ｍR ２位 古谷 紗輝、別所 みゆ、松原しほり、大賀 るる 

 走高跳   ２位 藤江 莉菜   

 棒高跳   １位 山崎 真瑚  ２位 太田 咲葵  ３位 石橋 望美 

 走幅跳   １位 大賀 るる  ２位 山本 彩花  

 三段跳   １位 福本 智帆  ２位 山本 彩花  ３位 大賀 るる 

 砲丸投   ２位 植木 恵美里 ３位 吾郷 虹菜   

 円盤投   ２位 植木 恵美里 

 やり投   ３位 安田 円佳 

七種競技  ３位 加藤 咲智   

 



【サッカー部】 

２回戦：vs出雲    ３－０（０－０．３－０） 

３回戦：vs益田翔陽  ５－０（０－０．５－０） 

準決勝：vs明誠    ５－２（２－１．３－１） 

決 勝：vs立正大淞南 １－２（０－０．１－２） 

準優勝 

 

【剣道部】 

男子団体・・・優勝 

女子団体・・・優勝 

男子個人・・・優勝 山根 平（３年６組） 

       ２位 坂本 涼輔（３年６組） 

       ３位 諏訪 京四郎（３年３組） 

       ３位 波多野 準也（２年６組） 

女子個人・・・２位 福島 紫奈乃（３年６組） 

       ３位 加藤 千恵（３年６組） 

以上の結果より、男子団体、女子団体、男子個人（山根・坂本）女子個人（福

島）がインターハイの出場権を得た。 

 

 

 

【弓道部】 

  男子団体７位（４０射１８中） 

  女子団体予選敗退 

  個人戦は男女とも入賞なし 

 

 

 

【女子ソフトテニス部】 

団体戦  1回戦 1-２ 安来高校 

個人戦  周藤布生子・三上陽芽ペア 

      2回戦 ４-０ 益田高校 

      3回戦 ４-０ 浜田高校 

      4回戦 ４-３ 出雲高校 

      5回戦 ３-４ 出雲北陵高校 

(ベスト 16・中国大会・山陰選手権出場)       

野口明香里・西村怜ペア 

2回戦 ４-０ 松江農林高校 

      3回戦 ０-４ 松江西高校 

      井戸美里・石橋知子ペア 

      2回戦 ０-４ 隠岐高校 



【男子ソフトテニス部】 

団体戦  1回戦 0-③ 江津工業高校 

個人戦  青木晃太郞・三島遥人ペア  

      1回戦 ④-0 大田高校 

      2回戦 0-④ 江津工業高校 

     松原匠人・山根雄飛ペア 

      1回戦 ④-1 松江農林高校 

      2回戦 0-④ 益田翔陽高校 

     栗原海聖・廣田恵ペア 

1回戦 ④-2 松江西高校 

      2回戦 0-④ 松江工業高校 

曽田悠晟・田中力ペア 

      1回戦 1-④ 江津高校 

     小川慶人・伊藤光竜ペア 

      1回戦 0-④ 出雲高校      

     大村朝陽・室家大悟ペア 

      1回戦 1-④ 出雲高校 

 

 

 

【女子バレー部】 

１回戦 大社 ２－０ 三刀屋 

２回戦 大社 ２－０ 島根中央 

３回戦 大社 ２－０ 津和野 

準決勝 大社 ２－０ 石見智翠館 

決勝  大社 ０－２ 安来 

 

 

 

【男子バレー部】 

１回戦 大社 ０－２ 大東 

 

 

【女子ソフトボール部】 

１回戦 大社 ９－１３ 松江商業   

 

 

 

 

 

 



【体操部】 

 

男子 

個人総合 ２位 小竹悠登 

     ３位 飯塚楓剛 

種目別 

ゆか   優勝 飯塚楓剛  ３位 小竹悠登 

あん馬  ２位 小竹悠登 

つり輪  優勝 小竹悠登  ３位 飯塚楓剛 

跳馬   ２位 飯塚楓剛 

平行棒  ２位 小竹悠登  ３位 飯塚楓剛 

鉄棒   優勝 小竹悠登  ２位 飯塚楓剛 

 

女子 

団体総合 優勝 山本咲幸、古谷依鈴、松本奈々、岩宮ひより 

個人総合 優勝 松本奈々 

     ３位 山本咲幸 

     ４位 古谷依鈴 

     ５位 岩宮ひより 

     ６位 石飛 舞 

種目別 

跳馬     優勝 松本奈々  ２位 山本咲幸 

段違い平行棒 優勝 山本咲幸  ３位 古谷依鈴 

平均台    優勝 松本奈々  ２位 古谷依鈴  ３位 岩宮ひより 

ゆか     ２位 松本奈々  ３位 古谷依鈴 

 

※インターハイ出場権獲得 

男子個人２名（小竹、飯塚）、女子団体（山本、古谷、松本、岩宮、石飛） 

団体メンバーは個人での出場権も獲得 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【卓球部】 

＜男子学校対抗＞ 

大社  １－３ 出雲工業 

 

＜女子学校対抗＞ 

大社  ０－３ 出雲西 

 

＜男子ダブルス＞ 

松浦・小川 ３－０ 隠岐 

 ３－０ 出雲工業 

 ０－３ 明誠 

深津・小村 ３－０ 出雲西 

      ３－１ 松江農林 

      ０－３ 明誠 

秦・祝部  ０－３ 松江工業 

瀧尻・原  ３－１ 大田 

      １－３ 出雲 

 

＜女子ダブルス＞ 

渡辺・内藤 ３－１ 矢上 

      １－３ 松江東 

 

＜男子シングルス＞ 

小川 ３－２ 大田 

   ２－３ 松江南 

佐藤 １－３ 出雲 

祝部 ３－０ 三刀屋 

   ０－３ 松江西 

松浦 １－３ 浜田 

小村 １－３ 松江南 

原  ２－３ 松江北 

秦  ３－０ 出雲工業 

   ０－３ 出雲 

深津 ０－３ 明誠 

瀧尻 ３－１ 出雲工業 

   ３－０ 浜田商業 

   ０－３ 出雲北稜 

 

 

 

 



＜女子シングルス＞ 

萩村  ３－０ 松江東 

１－３ 松江北 

渡部  ０－３ 平田 

河井由 ０－３ 浜田商業 

内藤  １－３ 安来 

河井優 ０－３ 隠岐 

 

 

【男子硬式テニス部】 

団体戦 第３位（中国大会出場） 

個人戦 ダブルス  ベスト８ 倉塚陸・松本匡平ペア 

    シングルス ベスト８ 倉塚陸（中国大会出場） 

 

 

 

【女子硬式テニス部】 

団体戦 １回戦：VS松江市立皆美が丘女子高校 3-0 

 ２回戦：VS出雲西高校 1-2 

個人戦 シングルス  ベスト１６ 須田優奈 

   ベスト３２ 岩谷亜美、靑木瑠那、兼本ひかり 

 

 

【水泳部】 

※今年度の大会出場はありませんでした。 

 

 

【男子バスケット部】 

１回戦 ： 大社 ５６ －  ８９ 出雲 

 

 

【女子バスケット部】 

１回戦 ： 大社 ６０ － ５１ 益田 

２回戦 ： 大社 ３２ － ７３ 出雲商業 

 

【空手】 

 ※今年度の大会出場はありませんでした。 

 

【ダンス】 

全国高等学校ダンスドリル選手権大会２０２２中国・四国大会 

HIPHOP女子部門 small編成 参加 


