
部活動報告  運動部 

 

弓道部 

★中国高等学校弓道選手権大会島根県予選（４月２５日～２６日、大田高校弓道場）→中止 

★島根県高等学校総合体育大会弓道競技（６月４日～６月６日、江津工業高校弓道場）→中止 

★島根県高等学校夏季体育大会弓道競技（７月２５日、大田高校弓道場）：総体代替大会） 

女子団体予選 兼 個人戦 

   チーム合計  ３２射  ７中 

      梶谷 菜穂   ８射 ４中   西長 遥香 ８射 １中 

星野 七海   ８射 １中   石川 幸季 ８射 １中 

男子団体予選 兼 個人戦 

チーム合計  ３２射  ４中 

       佐野 利空   ８射 ０中   土居 陽生  ８射 ３中 

高橋 誠    ８射 ０中   中井 佑樹  ８射 １中 

団体戦、個人戦とも予選敗退 

★島根県弓道新人大会兼中国新人大会島根県個人予選（９月１２日、大田高校弓道場） 

 （東部地区・西部地区合同開催） → 県選手権と同時開催 

★島根県高校弓道選手権大会（１０月３１日・１１月１日、大田高校弓道場） 

  女子団体予選 兼 個人戦 

    Ａチーム合計  ２４射 ８中（団体は補員を除く３人の的中数の合計） 

       梶谷 菜穂   ８射 １中   兵庫 日和  ８射 ２中 

西長 遥香   ８射 ５中   小村 結夏  ８射 ２中 

    Ｂチーム合計  ２４射 ７中（団体は補員を除く３人の的中数の合計） 

星野 七海   ８射 ３中   多々納あかり ８射 ２中 

石川 幸季   ８射 ２中   園山 花加  ８射 １中 

    個人戦 

       中村 天音   ８射 １中 

  男子団体戦 兼 個人戦 

    Ａチーム合計  １２射 ３中 

       土居 陽生   ４射 ０中   勝部 朝陽  ４射 １中 

       中井 祐樹   ４射 ２中 

    Ｂチーム合計  ２４射 ４中 

       佐野 利空   ８射 ２中   高橋 誠   ８射 ２中 

       永吉 央季   ８射 ０中 

 団体戦、個人戦とも予選敗退 

 

 

 

 



剣道部 

★島根県高等学校夏季体育大会（剣道競技の部）（７月２４日、カミアリーナ） 

 男子団体戦 二回戦  ○出雲商業 ２ － ２ 大東▲    代表戦 

       三回戦  ▲出雲商業 １ － ３ 出雲西○   ベスト８ 

 女子団体戦 一回戦  ○出雲商業 ３ － ２ 矢上▲ 

       二回戦  ○出雲商業 ３ － １ 出雲西▲   ベスト８ 

       準決勝  ▲出雲商業 ０ － ３ 大社○    第３位       

 男子個人戦 長谷川 快利  ベスト８ 

 女子個人戦 永田 遥菜   ベスト１６ 

                

★島根県高等学校剣道選手権大会（１０月２４日～２５日、島根県立体育館） 

  男子団体戦 一回戦 ○出雲商業 ２ － ０ 情報科学▲  

        二回戦 ▲出雲商業 ０ － ２ 大社○     

女子団体戦 予選リーグ    ○出雲商業 １ － １ 平田▲    本数差 

        予選リーグ    ○出雲商業 ３ － ０ 松江南▲       

        決勝トーナメント ▲出雲商業 ２ － ３ 大社○    第３位 

    男子個人戦 小村 将大   ベスト８ 

        長谷川 勇利  ベスト１６ 

  女子個人戦 多々納 里佳子 ベスト８ 

        福島 凜    ベスト１６ 

 

★島根県高等学校新人剣道大会（１２月１９日～２０日、鹿島総合体育館） 

  男子団体戦 二回戦 ○出雲商業 ２ － ０ 松江南▲ 

        三回戦 ▲出雲商業 １ － ３ 大社○    ベスト８ 

  女子団体戦 予選リーグ    ▲出雲商業 ０ － １ 大社○  

        予選リーグ    ○出雲商業 ４ － ０ 松江南▲ 

        決勝トーナメント ▲出雲商業 １ － ３ 松江東○    第３位（中国新人大会出場） 

  男子個人戦 長谷川 勇利  ベスト８（中国新人大会出場） 

女子個人戦 多々納 里佳子 ベスト８（中国新人大会出場） 

      祝原 羽夏   ベスト１６ 

                        

サッカー部 

★島根県高等学校サッカー選手権大会（１０月２３日～、松江市営補助競技場） 

        １回戦  合同Ａ  １－６   出雲工業 

           合同Ａ（出雲商業・大田） 

                

      

 

 

 



ソフトテニス部  

★島根県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技代替大会 

（個人戦･･･7月19日、団体戦･･･7月25日、浜山公園テニスコート） 

   団体戦  予選リーグ敗退  出雲商業 ②－１ 邇摩 

                出雲商業 ０－③ 江津 

   個人戦  ３回戦進出  鳥屋尾・長岡（ベスト３２） 

       ２回戦進出  西村・日野 

       １回戦敗退  前・曽田 

★島根県高等学校ソフトテニス選手権大会（9月12日～13日、松江市営テニスコート） 

  個人戦  ３回戦進出   西村・長岡（ベスト３２） 

               鳥屋尾・日野（ベスト３２） 

       棄権      金山・曽田 

★島根県高等学校ソフトテニス新人戦（10月23日～25日、江津中央公園テニスコート） 

団体戦  １回戦敗退      出雲商業 １－② 松江北 

個人戦  ３回戦進出     鳥屋尾・日野（ベスト３２） 

２回戦進出     西村・長岡 

金山・曽田 

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

  個人戦  １回戦敗退    鳥屋尾・日野 

 

                          

ソフトボール部 

★令和２年度 島根県高等学校夏季ソフトボール選手権大会（７月２４･２５日、雲南市市営大東球場） 

１回戦   出雲商業    ７ － ５   大社 

準決勝   出雲商業    ０ － ７  三刀屋 

★令和２年度 島根県高等学校ソフトボール選手権大会（９月１２･１３日、出雲高校） 

 １回戦   出雲商業   ２２ － ２１  安来 

 準決勝   出雲商業    ９ － ２０  大東 

★令和２年度 島根県高等学校ソフトボール新人大会（１０月１７･１８日、浜山公園野球場） 

 １回戦    出雲商業    ２ － １６   松江商業 

 

卓球部 

★令和２年度第４７回島根県高等学校一年生卓球大会（８月２３日（日） 大田市総合体育館） 

 男子シングルス ３回戦敗退 藤原 拓功 

         ２回戦敗退 廣田 礼 

 女子シングルス １回戦敗退 浜本 真歩、黒崎 彩美 

★令和２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１２日（土）～１３日（日） 島根県立体育館（浜田）） 

 男子シングルス ３回戦敗退 藤原 拓功 

女子シングルス ２回戦敗退 沖原 わかば 



 

★令和２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３０日（金）～１１月１日（日）鹿島総合体育館） 

女子学校対抗  予選 1 次リーグ  出雲商業 ０－３ 松徳学院 

出雲商業 ０－３ 出雲西 

出雲商業 １－３ 松江北 

男子シングルス １回戦敗退 藤原 拓功 

女子シングルス １回戦敗退 沖原 わかば、三浦 小都音、興梠 咲彩、浜本 真歩、黒崎 彩美 

 

★令和２年度 第４８回全国高等学校選抜卓球大会シングルス（２部）島根県予選会 

（１月１０日（日） 大田総合体育館） 

 男子シングルス ２回戦敗退 馬庭 大輔 

         １回戦敗退 藤原 拓功 

女子シングルス ３回戦敗退 沖原 わかば 

         １回戦敗退 興梠 咲彩、黒崎 彩美、浜本 真歩 

 

女子バスケットボール部 

★島根県高等学校夏季体育大会バスケットボール競技（７月２３日～２４日 アスパル） 

 １回戦 出雲商業 ８９－１９ 出雲西 

 準決勝 出雲商業 ６１－５９ 出 雲 

 決 勝 出雲商業 ５３―６４ 出雲北陵   【結果第２位】 

 

★島根県高等学校バスケット選手権大会（１０月３０日～１１月７日 カミアリーナ・鹿島総合体育館） 

  １回戦     出雲商業  ７４－３３  松江北 

  ２回戦     出雲商業  ４１－７４  松江商業 

 

★島根県高等学校バスケットボール新人大会出雲地区予選（１２月１２日～１３日 出雲工業高校） 

  １回戦     出雲商業  ７５－４１  大社 

  準決勝     出雲商業 １１７－１４  出雲農林 

  決 勝     出雲商業  ８８－５５  三刀屋 【結果第１位で県大会進出】 

 

★島根県高等学校バスケットボール新人大会（１月９日～１１日 松江市総合体育館） 

  １回戦     出雲商業  ５８－９８  松徳学院 

 

男子バスケットボール部 

★島根県高等学校総合体育大会バスケットボール競技出雲地区代替大会（７月２３・２４日、三刀屋アスパル） 

  １回戦     出雲商業  ８６－６９   大東 

  準決勝     出雲商業  ６２－６３   三刀屋 

  ３位決定戦   出雲商業  ７８－１１２  大社 

 



★島根県高等学校バスケット選手権大会（１０月３０日・１１月１日、カミアリーナ） 

  １回戦     出雲商業  ５０－１０３  松江工業 

    

★出雲地区新人バスケットボール大会（１２月１２・１３日、出雲工業高校） 

  １回戦     出雲商業  ６６－８５   出雲工業 

 

バドミントン部 

★島根県高等学校バドミントン選手権大会（９月１２日～１３日、県立浜山公園体育館） 

 個人対抗の部男子シングルス ベスト８  村山 楓晟 

               ベスト３２ 桑原 雄大 

 個人対抗の部男子ダブルス  ベスト１６ 村山 楓晟／曽田 隆之介 

               ベスト３２ 服部 真斗／柏 那戯 

                     三嶋 洋介／三加茂 椋介 

 個人対抗の部女子シングルス ベスト１６ 田中 柚羽 

               ベスト３２ 原田 波 

                     金山 綾 

                     藤田 菜々美 

 個人対抗の部女子ダブルス  ベスト８  田中 柚羽／金山 綾 

               ベスト１６ 藤田 菜々美／曽田 詩織 

               ベスト３２ 原田 波／矢田 華鈴 

                     井上 文杏希／笠原 美月 

                     永瀬 美衣桜／柳楽 里菜 

★島根県高等学校バドミントン新人大会（１１月１３日（金）～１５日（日）、鹿島総合体育館） 

 男子学校対抗の部 １回戦 出雲商業 ３－１ 出雲高校 

          ２回戦 出雲商業 ３－２ 松江商業高校 

          準決勝 出雲商業 １－３ 松徳学院高校 

          結果３位 

 個人対抗の部男子シングルス ベスト８ 村山 楓晟 

 個人対抗の部男子ダブルス  ベスト８ 村山 楓晟／曽田 隆之介 

               ベスト３２ 三嶋 洋介／三加茂 椋介 

 女子学校対抗の部 １回戦 出雲商業 ３－０ 邇摩高校 

          ２回戦 出雲商業 ３－２ 出雲農林高校 

          準決勝 出雲商業 １－３ 大東高校 

          結果３位 

 個人対抗の部女子シングルス ベスト１６ 田中 柚羽 

               ベスト３２ 原田 波 

                     井上 文杏希 

                     金山 綾 

                     藤田 菜々美 

                     曽田 詩織 



 個人対抗の部女子ダブル   ベスト８  田中 柚羽／金山 綾 

               ベスト１６ 藤田 菜々美／曽田 詩織 

               ベスト３２ 井上 文杏希／笠原 美月 

 

バレーボール部 

★島根県高等学校総合体育大会バレーボール競技代替大会（７月26日～27日、ｶﾐｱﾘｰﾅ） 

予選グループ  出雲商業  ０－２   平田 

          出雲商業  ２－０   出雲西 

          得失点差により3位グループ戦へ 

  3位グループ   出雲商業  ０－２   出雲 

          出雲商業  ０－２   三刀屋 

★島根県高等学校バレーボール選手権大会（10月30日～11月1日、松江市総合体育館） 

  1回戦      出雲商業  ０－２   明誠 

★島根県高等学校新人バレーボール大会（12月18日～20日、浜田高校、江津市民体育館） 

  予選グループ  出雲商業  ０－２   浜田 

          出雲商業  ０－２   松江農林 

 

野球部 

★令和2年度島根県高等学校下記野球大会（７月１７日～８月４日、浜山球場） 

          出雲商業  ３ － ７  出雲 

★島根県高等学校秋季野球大会（９月１１日～２７日、松江球場） 

          出雲商業  ４ － ７  平田 

★島根県高等学校野球1年生大会（１０月１０日～１７日、平田愛宕山球場） 

          出雲商業  ５ － １５ 飯南 

          出雲商業  ４ － ４  出雲農林         

 

陸上競技部 

       

★島根県高等学校陸上競技選手権大会（７月１１日～１２日、浜山公園陸上競技場） 

  男子  やり投      本間 怜緒（2） 第4位 43m79 

      砲丸投      本間 怜緒（2） 第6位 8m68 

  女子  4×100mR      飯塚楽・荒川・高田・中岡 第6位  56秒53 

         やり投      荒川 桜来（2） 第2位 30m65  

    三段跳      高田 咲羽（1） 第8位 8m97 

★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 4×100mR      飯塚楽・荒川・安食・中岡  第5位  54秒53 

4×400mR      飯塚楽・木幡・高田・飯塚詩 第6位  4分31秒95 

    やり投       荒川 桜来 （2） 第2位  30m98 

 男子  やり投      本間 怜緒 （2） 第3位  45m97 

    砲丸投      本間 怜緒 （2） 第4位   9m30 


