
令和元年度 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２０日～２２日、大田高校） 

  女子団体戦 予選          ６０射７中     予選敗退  

                   （池田、安達、嘉本、佐次田、小村、太田倭） 

女子個人戦 予選 

   個人 

    池田 咲希 １２射 ０中    安達 千春 １２射 ３中 

    嘉本 亜美 １２射 ２中    佐次田彩織 １２射 ２中 

    小村 樺乃 １２射 ０中    太田 倭伽子１２射 １中 

    関根 環  １２射 １中    西尾 琴音 １２射 ２中 

    太田 菜緒 １２射 １中    大田 怜  １２射 ４中 

濱村 夕紀 １２射 ０中    田村 美咲 １２射 ０中 

    立岩 桃花 １２射 ２中    河村  華奈 １２射 ５中 

    日下  幸歩 １２射 ３中    多々納愛香 １２射 １中 

  大野  有希 １２射 ０中    多久和恵衣 １２射 ４中 

    南場  里実 １２射 １中    小村  美星 １２射 ２中 

★島根県高等学校総合体育大会弓道競技（５月３１日～６月２日、大田高校弓道場） 

  女子個人戦 予選 

   １回戦 池田 咲希 １中  安達 千春 １中  和田 唯  １中  吾郷 百香 ０中 

       中村 咲絵 １中  金山 千春 ２中  福原知亜莉 ０中  原  菜摘 ０中 

       福田 瑞希 ２中  桑原 奈々 ３中  桑原 夏希 ２中  今岡 奈美 １中 

   ２回戦 金山 千春 ２中  福田 瑞希 ０中  桑原 奈々 ２中  桑原 夏希 ２中 

   ３回戦 進出者なし 

  女子団体戦 予選敗退  団体計 ６０射 中 

 

★ 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１５日、出雲高校） 

  団体予選・個人戦 （団体は補員を除く３人の的中数の合計） 

男子個人戦 予選 

   １回戦 佐野 利空 ０中  高橋 誠  ０中  土居 陽生  ０中 

２回戦 佐野 利空 ０中  高橋 誠  ０中  土居 陽生  ０中 

  女子個人戦 予選 

   １回戦 大野 有希 ０中  日下  幸歩 ０中  南場  里実 ２中  河村  華奈 １中 

       多久和恵衣 ０中  多々納愛香 １中  小村  美星 １中   星野 七海 ０中 

       梶谷 菜穂 １中   西長 遥香 ０中  石川 幸季 ０中  

   ２回戦 大野 有希 １中  日下  幸歩 ２中  南場  里実 ２中  河村  華奈 １中 

       多久和恵衣 １中  多々納愛香 ０中  小村  美星 ０中   星野 七海 ０中 

       梶谷 菜穂 ０中   西長 遥香 ０中  石川 幸季 ０中  

       Aチーム  ２４射 ７中  



★島根県高校弓道選手権大会（１０月２６日２７日、益田市弓道場） 

  女子団体予選 兼 個人戦 

  出雲商業Ｂチーム 補員を除くチーム合計  ３６射  ８中 

     河村  華奈   １２射 ５中   多久和恵衣 １２射 ２中 

多々納 愛香  １２射 １中   梶谷 菜穂 １２射 ２中（補員）     

出雲商業Ａチーム 補員を除くチーム合計  ３６射 １３中 

   大野 有希   １２射 ３中   日下  幸歩 １２射 ４中 

南場  里実   １２射 ６中   小村  美星 １２射 １中（補員） 

男子団体予選 兼 個人戦 

出雲商業Ａチーム 補員を除くチーム合計  ３６射  ７中 

   佐野 利空   １２射 ４中  高橋 誠  １２射 ３中 

  土居 陽生   １２射 ０中  中井 佑樹 １２射 １中（補員） 

団体戦、個人戦とも予選敗退  女子のAチームは、予選８位 

 

剣道部 

★中国高等学校剣道選手権大会島根県予選大会（４月２０日～２１日、島根県立体育館） 

 男子団体戦 二回戦  ○出雲商業 ２ － １ 松江北▲ 

       三回戦  ▲出雲商業 ０ － ５ 大社 ○   ベスト８ 

 女子団体戦 一回戦  ○出雲商業 ２ － ０ 松江北▲ 

       二回戦  ▲出雲商業 １ － ２ 松江東○   ベスト８        

 男子個人戦 川上 祐樹  ベスト３２（中国大会出場権獲得） 

 女子個人戦 永田 遥菜  ベスト１６（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（５月３１日～６月１日、益田市民体育館） 

  男子団体戦  二回戦  〇出雲商業 ３ － ０ 出雲西▲ 

         三回戦  ▲出雲商業 ０ － ２ 大東〇 

  女子団体戦  二回戦  ○出雲商業 ２ － １ 松江北▲ 

         三回戦  ▲出雲商業 ０ － ４ 大社○          

男子個人戦 長谷川 快利 ベスト３２ 

女子個人戦 永田 遥菜 ベスト１６ 

 

★玉竜旗高校剣道大会（７月２４日～２９日、照葉積水ハウスアリーナ） 

  男子団体戦 二回戦  ○出雲商業 － 北九州▲（福岡） １人残し 

        三回戦  ▲出雲商業 － 宮崎北○（宮崎） １人残し 

  女子団体戦 二回戦  ▲出雲商業 － 八代東○（熊本） ２人残し                

★島根県高等学校剣道選手権大会（１０月２６日～２７日、大東公園市民体育館） 

  男子団体戦 二回戦 ○出雲商業 － 情報科学▲ 大将戦 

        三回戦 ▲出雲商業 － 横田○     ２人残し負け  ベスト８                 

女子団体戦 二回戦 ○出雲商業 － 出雲▲   大将戦 

        三回戦 ▲出雲商業 － 大社○     ４人残し負け  ベスト８ 

    男子個人戦 長谷川 快人  ベスト１６ 

 



★島根県高等学校新人剣道大会（１２月１４日～１５日、カミアリーナ） 

  女子団体戦 一回戦 ○出雲商業 ３ － ０ 松江南▲  

        二回戦 ○出雲商業 ２ － ０ 矢上▲ 

        準決勝 ▲出雲商業 ２ － ２ 松江農林○ 本数差 第３位（中国新人大会出場権獲得） 

女子個人戦 永田 遥菜 ベスト１６                        

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２５日～、松江農林高校） 

       １回戦  出雲商業  ２－０  益田翔陽 

       ２回戦  出雲商業  ０－３  出雲工業 

★島根県高等学校サッカー選手権大会（１０月２５日～、浜山球技場） 

        １回戦  出雲商業  ３－２   浜田 

        ２回戦  出雲商業  ０－１４  石見智翠館                     

ソフトテニス部  

★中国予選大会（４月２６日～２８日、浜山公園テニスコート） 

  団体戦  ３回戦    出雲商業 ０－② 石見智翠館 

２回戦    出雲商業 ②－１ 大東 

１回戦    出雲商業 ③－０ 平田 

個人戦  ６回戦進出  月森・中野 （ベスト８） 

     ４回戦進出  靑木・小村（ベスト３２） 

     ３回戦進出  和田・渡部唯 

     ２回戦進出  鳥屋尾・長岡 

★島根県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技（５月３０日～６月１日、浜山公園テニスコート） 

   団体戦  ３回戦    出雲商業 １―② 安来 

２回戦    出雲商業 ②―０ 平田 

１回戦    出雲商業 ③－０ 益田 

  個人戦  ５回戦進出  月森・中野（ベスト１６） 

４回戦進出  靑木・小村（ベスト３２） 

３回戦進出  山﨑・杉原 

       ２回戦進出  和田・渡部唯、鳥屋尾・長岡 

★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７日、江津中央公園テニスコート） 

  個人戦  ３回戦進出   倉橋・杉原（ベスト３２） 

鳥屋尾・渡部唯（ベスト３２） 

★第６２回中国高等学校ソフトテニス選手権大会（７月１３日、宇部市中央公園テニスコート） 

  個人戦  １回戦敗退   月森・中野 

★島根県高等学校ソフトテニス選手権大会（９月１４日～１５日、松江市営テニスコート） 

  個人戦  ４回戦進出   鳥屋尾・渡部唯（ベスト１６） 

３回戦進出   倉橋・杉原（ベスト３２） 

★島根県高等学校ソフトテニス新人戦（１０月２５日～２７日、江津中央公園テニスコート） 

団体戦  決勝トーナメント  出雲商業 １―② 松江北 

               出雲商業 ０－③ 松江南 

               出雲商業 ②―１ 松江西 



３回戦       出雲商業 ②―１ 出雲     

２回戦       出雲商業 ②－１ 三刀屋 

１回戦        出雲商業 ②－１ 明誠  団体 3位 

個人戦  ４回戦進出     鳥屋尾・渡部唯（ベスト１６） 

３回戦進出     倉橋・杉原（ベスト３２） 

２回戦進出     西村・渡部華 

和田・長岡 

★島根県高等学校ソフトテニスインドア選手権大会（１２月２１日、鹿島総合体育館） 

  個人戦  ３回戦進出     鳥屋尾・渡部唯 

２回戦進出     倉橋・杉原   

★１０回中国高等学校ソフトテニス新人大会（１月１８日、福山市体育館） 

  団体戦  予選リーグ敗退   出雲商業 １―② 誠之館（広島） 

                 出雲商業 ②―１ 長府 （山口） 

 

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２０日～２１日、加茂中央公園） 

１回戦   出雲商業   ２０ － ０   安来 

準決勝   出雲商業    ９ － ２   江津 

決 勝   出雲商業    ３ － １４  大東 

★第６８回中国高等学校女子ソフトボール選手権大会（５月１１日～１２日、尾道市御調ソフトボール球場） 

 １回戦   出雲商業    ０ － ２   下関短大附属（山口） 

★島根県高等学校総合体育大会（６月１日～２日、出雲商業高校） 

 １回戦    出雲商業    １ － ９   三刀屋 

★島根県高等学校ソフトボール選手権大会（９月１４日～１５日、松江商業高校） 

 １回戦    出雲商業    ０ － ２６  大東 

★島根県新人ソフトボール大会（１０月１９日～２０日、江津高校） 

 １回戦   出雲商業    ０ － １５  三刀屋 

 

卓球部 

★中国高等学校卓球選手権大会島根県予選大会（４月２６日（金）～２８日（日）益田市民体育館） 

 女子学校対抗  １回戦 出雲商業 ３－２ 松江東 

         ２回戦 出雲商業 １－３ 大田 

 男子ダブルス  ３回戦敗退 田中陽南太・今岡叡亮 

女子ダブルス  ３回戦敗退 田中菜月・飯塚可奈子（ベスト３２） 

        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 

 男子シングルス ３回戦敗退 田中陽南太 

２回戦敗退 今岡叡亮 

女子シングルス ３回戦敗退 田中菜月 

         ２回戦敗退 木次菜々花、飯塚可奈子、友島優希 

１回戦敗退 武永 蘭、嘉藤七海 



★第５７回島根県高等学校総合体育大会卓球競技（５月３０日（木）～６月１日（土）松江市総合体育館） 

 女子学校対抗  １回戦 出雲商業 ０－３ 松江北 

男子ダブルス  ４回戦敗退 田中陽南太・今岡叡亮（ベスト３２） 

女子ダブルス  ２回戦敗退 田中菜月・飯塚可奈子、友島優希・嘉藤七海 

１回戦敗退 木次菜々花・武永 蘭 

 男子シングルス ２回戦敗退 田中陽南太、今岡叡亮、馬庭大輔 

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、武永 蘭 

        １回戦敗退 木次菜々花、友島優希、嘉藤七海、沖原わかば 

★令和元年度第４６回島根県高等学校一年生卓球大会（８月２５日（日） 大田市総合体育館） 

 男子シングルス ３回戦敗退 馬庭大輔 

 女子シングルス １回戦敗退 沖原わかば            

★令和元年度 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１３日（金）～１５日（日） 島根県立体育館（浜田）） 

 男子ダブルス  ２回戦敗退 今岡叡亮・馬庭大輔 

 男子シングルス ３回戦敗退 馬庭大輔 

         ２回戦敗退 今岡叡亮 

女子シングルス ３回戦敗退 沖原わかば 

★令和元年度 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２５日（金）～２７日（日）島根県立体育館（浜田）） 

 男子シングルス ２回戦敗退 今岡叡亮 

         １回戦敗退 馬庭大輔 

女子シングルス ３回戦敗退 沖原わかば 

 

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１３日～１４日 浜田市） 

 一次予選 

  １回戦     出雲商業  ８０－３０  三刀屋 

  ２回戦     出雲商業  ７５－６９  浜田 

  ３回戦     出雲商業  ５６－８９  松徳学院 

   ★島根県高等学校総合体育大会バスケットボール競技（５月３０日～６月１日 カミアリーナ） 

  ２回戦     出雲商業  ６８－５７  松江市女 

  準々決勝    出雲商業  ５０－７９  出雲北陵 

 

★島根県高等学校バスケット選手権大会（１１月１日～３日 カミアリーナ） 

  ２回戦     出雲商業  ４５－５９  松江農林 

★出雲地区新人バスケットボール大会（１２月１４日～１５日 出雲高校） 

  １回戦     出雲商業  ６０－６９  出雲 

★島根県高等学校バスケットボール新人大会（１月１０日～１２日 松江市） 

  １回戦     出雲商業 １０４－３３  松江西 

  ２回戦     出雲商業  ４０－８２  松徳学院 



 

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１３日～１４日 浜田市） 

 一次予選 

  １回戦     出雲商業  ３６－９０  開星 

★島根県高等学校総合体育大会バスケットボール競技（５月３０日～６月１日 カミアリーナ） 

  １回戦     出雲商業  ４３－１０１  浜田商業    

★島根県高等学校バスケット選手権大会（１１月１日～３日、カミアリーナ） 

  １回戦     出雲商業  ５３－１０２  浜田商業    

 

★出雲地区新人バスケットボール大会（１２月１４日～１５日、出雲高校） 

  １回戦     出雲商業  ７７－１０３  出雲工業    

★島根県高等学校バスケットボール新人大会（１月１０日～１２日、松江市） 

  １回戦     出雲商業  ７４－８１  隠岐 

 

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２０日～２２日、浜山公園体育館） 

男子学校対抗戦    １回戦  出雲商業 ３ － １ 松江農林 

           ２回線  出雲商業 ０ － ３ 大東 

         ５位決定戦  出雲商業 ０ － ３ 松江北 

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 ０ － ３ 大東 

           ５位決定戦  出雲商業 ２ － ３ 情報科学 

  男子シングルス     ３位  佐野 友哉 

           ３回戦進出  日野良紀、松本明太 

  女子シングルス  ３回戦進出  長岡ほたる、福島珠理、笠原美海、岡瑠花                 

   男子ダブルス     ベスト ８  佐野友哉／日野良紀 

女子ダブルス   ベスト３２  福島珠理／岡瑠花 

          

★島根県高等学校総合体育大会バドミントン競技（５月３０日～６月１日、鹿島総合体育館） 

  男子学校対抗戦    １回戦  出雲商業 ２ － ３ 出雲 

  女子学校対抗戦    １回戦  出雲商業 １ － ３ 松江北 

  男子シングルス  ベスト ８  佐野 友哉 

           ３回戦進出  日野良紀、松本明太、道下光晟 

  女子シングルス  ３回戦進出  萬代遥香、福島珠理、田中柚羽 

  男子ダブルス   ベスト ８  佐野友哉／日野良紀、 

           ベスト３２  松本明太／道下光晟 

 女子ダブルス   ベスト３２  萬代遥香／長岡ほたる、笠原美海／福島珠理 

★中国高等学校バドミントン選手権大会（６月２１日～２３日、松江市総合体育館） 

  男子シングルス    １回戦  佐野友哉 ０ － ２ 池田 亘輝 (岡山県立水島工業） 

 



★島根県高等学校バドミントン選手権大会（９月７日～８日、浜山公園体育館） 

  男子シングルス  ベスト３２  松本明太、村山楓晟 

           ３回戦進出  道下光晟、影山龍斗、佐伯晃乃丞、山本晃輔 

  女子シングルス  ベスト３２  岡瑠花、樋野彩、本橋妃菜、田中柚羽 

           ３回戦進出  高井由瞳、坂本彩菜、新宮結子、木村野乃、日野沙菜、井上文杏希 

  男子ダブルス   ベスト１６  松本明太／村山楓晟 

           ベスト３２  道下光晟／影山龍斗、佐伯晃乃丞／山本晃輔 

  女子ダブルス   ベスト１６  本橋妃菜／田中柚羽 

           ベスト３２  岡瑠花／新宮結子 

 

★島根県高等学校バドミントン新人大会（１１月８日～１０日、松江市総合体育館） 

  男子学校対抗戦   １回戦  出雲商業 ３ － ２ 松江高専 

            ２回線  出雲商業 ３ － １ 出雲農林 

            準決勝  出雲商業 １ － ３ 松徳学院 

          ３位決定戦  出雲商業 ０ － ３ 大東 

  女子学校対抗戦   １回戦  出雲商業 ３ － １ 松江東 

            ２回戦  出雲商業 ０ － ３ 大東 

５位決定戦  出雲商業 ２ － ３ 松江農林 

男子シングルス  ベスト３２  松本明太、道下光晟、村山楓晟 

          ３回戦進出  影山龍斗、佐伯晃乃丞、山本晃輔 

 女子シングルス  ベスト３２  岡瑠花 

          ３回戦進出  坂本彩菜、新宮結子、木村野乃、田中柚羽、原田波 

 男子ダブルス   ベスト１６  松本明太／村山楓晟 

          ベスト３２  道下光晟／影山龍斗、佐伯晃乃丞／山本晃輔 

 女子ダブルス   ベスト３２  岡瑠花／坂本彩菜、本橋妃菜／田中柚羽 

 

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１９日、松江農林高校） 

  予選グループ戦  出雲商業 ２ － ０ 浜田商業 

           出雲商業 ０ － ２ 隠岐島前 

          （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（５月３０日～、浜田高校・県立体育館） 

   １回戦 出雲商業 ２ － ０ 情報科学 

   ２回戦 出雲商業 ０ － ２ 安来 

                           

★島根県高等学校バレーボール選手権大会（１１月８日、安来市民体育館） 

  １回戦      出雲商業 １ － ２ 飯南 

★島根県高等学校新人バレーボール大会（１２月１３日、出雲商業高校） 

  予選グループ戦  出雲商業 ０ － ２ 松江市立女子 

           出雲商業 ０ － ２ 松江北 



野球部 

★島根県高等学校春季野球大会中部地区予選（４月１９日～２１日、平田球場） 

        出雲商業 １２ － ２  出雲農林（５回コールド） 

★島根県高等学校春季野球大会島根県大会（４月２６日～５月３日、平田球場） 

        出雲商業  ５ － ０  松江工業 

ベスト４    出雲商業  ３ － ２  石見智翠館 

準決勝     出雲商業  ４ － ６  三刀屋 

★島根県高等学校野球大会出雲地区大会（５月２４日～５月２６日、平田球場） 

          出雲商業  ５ － ２  平田 

★全国高等学校野球選手権島根大会（７月１４日～２７日、松江球場） 

          出雲商業  ６ － ４  津和野 

          出雲商業  ３ － ７  出雲工業 

★島根県高等学校秋季野球大会（９月１３日～２９日、平田球場） 

          出雲商業  ３ － ５  松江東 

★島根県高等学校野球1年生大会（１０月１３日～２６日、出雲商業グランド） 

          出雲商業  ７ － １０ 三刀屋          

          

陸上競技部 

★島根県陸上競技選手権大会（５月４日、５日、益田市営陸上競技場）中国五県対校陸上選手権出場権獲得者 

      女子 5000m       高橋 ほたる(3) 第6位 19分45秒63 

      1500m       梶谷 茉佑 （2） 第6位  4分49秒22       

★島根県高等学校総合体育大会陸上競技（５月２４日～２６日、松江市営陸上競技場） 

  女子  3000m       高橋 ほたる(3) 第6位 11分07秒98  

         1500m       梶谷 茉佑 （2） 第4位  4分49秒22    中国大会出場権獲得 

      3000m       梶谷 茉佑 （2） 第3位 10分21秒46    中国大会出場権獲得 

      1500m       杉原 共香 （2） 第8位  4分58秒24     

       800m       杉原 共香 （2） 第3位  2分22秒93    中国大会出場権獲得 

    ★中国高等学校陸上競技対校選手権大会（６月１４日～１７日、布勢運動公園陸上競技場） 

   女子 1500m       梶谷 茉佑 （2） 予選落ち  4分45秒11 

     3000m       梶谷 茉佑 （2） 第19位  10分03秒10 

    800m        杉原 共香 （2） 第 3位   2分22秒37 

★島根県高等学校新人陸上競技大会（９月１５日～１６日、益田市営陸上競技場） 

 女子 3000m       梶谷 茉佑 （2） 第2位 10分23秒67 

     3000m        杉原 共香 （2） 第3位  10分23秒77 

    3000m       木幡 咲月 （1） 第6位 11分00秒36 

    砲丸投      荒川 桜来 （1） 第5位  7m67 

    やり投       荒川 桜来 （1） 第7位  24m75 

 男子  やり投      本間 怜緒 （1） 第2位  46m91 

★島根県高等学校駅伝競走大会（１１月１日、２日、浜山公園陸上競技場発着コース） 

  女子 第３位 1時間18分14秒               中国高校駅伝出場      


