
令和３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２４日～２５日、大田高校弓道場） 

 ２４日（土）男子競技 

男子団体戦 予選          ６０射１０中     予選敗退 18位／18校 

                   （佐野、高橋、土居、永吉、勝部、中井） 

  男子個人戦 予選 

    佐野 利空 １２射 １中  高橋 誠  １２射 ５中 

 土居 陽生 １２射 ０中  永吉 央季  １２射 ３中 

 勝部 朝陽 １２射 １中  中井 祐樹  １２射 １中 

２５日（日）女子競技 

  女子団体戦 予選          ６０射１６中     予選敗退 10位／18校 

              （梶谷、星野、小村、西長、多々納、園山） 

  女子個人 予選 

 梶谷 菜穂 １２射 １中  星野 七海  １２射 ５中 

 小村 結夏 １２射 ３中  西長 遥香  １２射 ４中 

 多々納あかり １２射 ３中  園山 花加  １２射 ０中 

 中村 天音 １２射 ２中  兵庫 日和  １２射 ２中 

 石川 幸季 １２射 １中 

★島根県高等学校総合体育大会弓道競技（第５９回）（６月３日～６月５日、江津工業高校弓道場） 

 ３日（木）男子競技（個人戦・団体予選） 

男子個人戦 予選 

   １回戦  佐野 利空 １中 高橋 誠  ０中 永吉 央季 ２中 

  土居 陽生 １中 中井 祐樹 ０中 勝部 朝陽 ０中 

   ２回戦 進出者なし 

  男子団体戦 予選敗退  団体計 ４０射 １０中（佐野、高橋、永吉、土居（勝部）、中井） 

 ４日（金）男子競技（団体決勝）女子競技（個人戦） 

女子個人戦 予選 

   １回戦 梶谷 菜穂 １中 星野 七海 １中 石川 幸季 ０中 

小村 結夏 ４中 西長 遥香 １中 兵庫 日和 ０中  

園山 花加 １中 中村 天音 ０中 多々納あかり １中  

   ２回戦 小村 結夏 １中 

 ５日（土）女子競技（団体戦） 

   女子団体戦 予選敗退  団体計 ４０射 ４中 （梶谷、星野、石川、小村、西長） 

★ 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１８日・１９日、出雲高校） 

  団体予選・個人戦 （団体は３人の的中数の合計） 

 １８日（土）男子競技（団体戦兼個人戦） 

   Ａチーム合計  ２４射 ３中 

  勝部 朝陽 ０中 高橋 孝明 １中 永吉 央季 ２中 

   Ｂチーム合計  ２４射 ３中 

  川角 望  ０中 坂本 康太 １中 桑原 海斗 ２中 



   Ｃチーム合計  ２４射 ３中 

  竹田 煌介 １中 内田 空良 ２中 

 １９日（日）女子競技（団体戦兼個人戦） 

   Ａチーム合計  ２４射 ３中 

  園山 花加 ０中 田中 晴果 ０中 小村 結夏 ３中 

   Ｂチーム合計  ２４射 ４中 

  兵庫 日和 １中 中村 天音 １中 多々納あかり ２中 

   Ｃチーム合計  ２４射 ２中 

  浜村 柚花 １中 大國萌々花 ０中 杉原 里菜 １中 

   Ｄチーム合計  ２４射 ６中 

  植薄 仁美 ２中 岡田 咲奈 ０中 岩成 織姫 ４中 

★島根県高校弓道選手権大会（１０月３０日・３１日、松江商業弓道場） 

 男子団体予選 兼 個人戦 

出雲商業Ｂチーム 補員を除くチーム合計  ３６射  ２中 

   坂本 康太   １２射 ０中  竹田 煌介 １２射 ２中 

  川角 望    １２射 ０中   

出雲商業Ａチーム 補員を除くチーム合計  ３６射  ５中 

   勝部 朝陽   １２射 ０中  高橋 孝明 １２射 １中 

  永吉 央季   １２射 ４中  桑原 海斗 １２射 １中（補員） 

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  ４中 

     兵庫 日和  １２射 １中   中村 天音 １２射 １中 

園山 花加  １２射 ２中   浜村 柚花 １２射 ０中（補員）     

出雲商業Ａチーム 補員を除くチーム合計  ３６射  ７中 

小村  結夏   １２射 ３中   岩成 織姫 １２射 ２中 

多々納あかり   １２射 ２中   杉原 里菜 １２射 ２中（補員） 

団体戦、個人戦とも予選敗退  

 

剣道部 

 

★中国高校剣道選手権大会島根県予選（４月１８日～１９日、島根県立体育館） 

 男子団体戦 二回戦  ○出雲商業 ３ － ０ 大田▲     

       三回戦  ○出雲商業 １ － ３ 松江高専▲ 

       準決勝  ▲出雲商業 ０ ― ０ 大社○（代表戦） 第３位（中国大会出場） 

 女子団体戦 二回戦  ○出雲商業 ３ － ０ 矢上▲ 

        準決勝  ▲出雲商業 ０ － ３ 大社○      第３位（中国大会出場） 

 男子個人戦 谷戸 育樹   ベスト８（中国大会出場） 

       長谷川 勇利  ベスト１６（中国大会出場） 

 女子個人戦 祝原 羽夏   ベスト８（中国大会出場） 

片寄 亜子   ベスト１６（中国大会出場） 

       垣田 優    ベスト１６（中国大会出場） 

多々納 里佳子 ベスト３２（中国大会出場） 

 



★島根県総合体育大会（剣道競技の部）（６月４日～５日、大田市総合体育館） 

 男子団体戦 二回戦  ○出雲商業 １ － １ 情報科学▲（本数差） 

       三回戦  ○出雲商業 ２ － ０ 出雲工業▲ 

       準決勝  ○出雲商業 ２ ― １ 横田▲ 

       決勝   ▲出雲商業 ０ ― ２ 大社○       第２位 

 女子団体戦 二回戦  ○出雲商業 ２ － １ 平田▲ 

       準決勝  ▲出雲商業 １ － ２ 松江東○     第３位       

 男子個人戦 堀 幹人      ベスト８ 

       谷戸 育樹     ベスト１６ 

 女子個人戦 多々納 里佳子   ベスト１６ 

★中国高等学校剣道選手権大会（６月１９日～２０日、維新大晃アリーナ） 

  男子団体戦 一回戦  ○出雲商業 ２ ― １ 下関工科（山口）▲ 

        二回戦  ▲出雲商業 ０ ― ２ 米子松蔭（鳥取）○  

  女子団体戦 一回戦  ▲出雲商業 ０ ― １ 山口県鴻城（山口）○ 

  男子個人戦 谷戸 育樹   １回戦敗退 

        長谷川 勇利  １回戦敗退 

  女子個人戦 片寄 亜子   ２回戦敗退 

        多々納 里佳子 ３回戦敗退 

        祝原 羽夏   １回戦敗退 

        垣田 優    ２回戦敗退 

★島根県高等学校剣道選手権大会（１０月２３日～２４日、鹿島総合体育館） 

  男子団体戦 一回戦  ○出雲商業  －  三刀屋▲ ５人残し  

        二回戦  ○出雲商業  －  松江南▲ 大将戦 

        準決勝  ▲出雲商業  ―  出雲西○ 大将戦    第３位      

女子団体戦 一回戦  ▲出雲商業  －  松江商業○ 大将戦 

    男子個人戦 小村 将大   ベスト１６ 

  女子個人戦 祝原 羽夏   ベスト１６ 

        垣田 優    ベスト１６ 

★島根県高等学校新人剣道大会（１２月１８日～１９日、島根県立浜山体育館） 

  男子団体戦 二回戦  ○出雲商業 ３ － ０ 情報科学▲ 

        三回戦  ▲出雲商業 １ － ２ 出雲○    ベスト８ 

  女子団体戦 一回戦  ○出雲商業 ４ － ０ 島根中央▲  

        二回戦  ○出雲商業 ２ － ０ 松江南▲ 

        準決勝  ▲出雲商業 ０ ― ４ 大社○    第３位（中国新人大会出場） 

  男子個人戦 福島 大樹   ベスト１６ 

女子個人戦 祝原 羽夏   ベスト１６                        

 

サッカー部 

 

★島根県高等学校総合体育大会（サッカーの部）（５月２７日～、益田高校） 

１回戦  出雲商業 ０－５  益田高校 

★島根県高等学校サッカー選手権大会（１０月２１日～、島根県立浜山公園補助競技場） 

        １回戦  出雲商業 ０－１２ 松江商業                           



 

ソフトテニス部 

  

★中国高等学校ソフトテニス大会島根県予選（4月23日～25日、浜山公園テニスコート） 

   団体戦  １回戦      出雲商業 １－② 松江西 

   個人戦  ４回戦進出  鳥屋尾・日野（ベスト32） 

       ３回戦進出  長岡・西村 

       ２回戦敗退  金山・曽田 

       １回戦敗退  吾郷・石岡 

       １回戦敗退  錦織・井原 

★島根県高等学校総合体育大会（ソフトテニスの部）（6月3日～5日、松江市営テニスコート） 

   団体戦  1回戦       出雲商業 ②－１ 大東 

       2回戦       出雲商業 １－② 松江東 

   個人戦  ３回戦進出  鳥屋尾・日野 

       ３回戦進出  長岡・西村 

       ２回戦敗退  金山・曽田 

       ２回戦敗退  吾郷・石岡 

       ２回戦敗退  錦織・井原 

★島根県高等学校ソフトテニス選手権大会（9月11日～12日、松江市営テニスコート） 

  個人戦  2回戦進出    吾郷・日野 

               曽田・石岡 

       1回戦敗退    金山・井原 

★島根県高等学校ソフトテニス新人戦（10月29日～31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     吾郷・日野（ベスト３２） 

２回戦進出     金山・井原 

１回戦敗退     曽田・石岡 

★島根県高等学校ソフトテニスインドア選手権大会（12 月 18 日、鹿島総合体育館） 

  個人戦  １回戦敗退    吾郷・日野 

                          

ソフトボール部 

 

★令和３年度 中国高等学校ソフトボール大会島根県予選（４月１７日、松江商業高校） 

 １回戦   出雲商業    ４ － １１ 三刀屋 

★令和３年度 島根県高等学校総合体育大会（６月５日、加茂球場） 

１回戦   出雲商業    ５ － ８  三刀屋 

★令和３年度 島根県高等学校ソフトボール選手権大会（９月１１日、加茂球場） 

 １回戦   出雲商業    ８ － １３ 松江商業 

★令和３年度 島根県高等学校ソフトボール新人大会（１０月１７日、浜山公園野球場） 

 １回戦    出雲商業   ２４ － １３ 安来 

 準決勝   出雲商業    ０ － ７  大東 

 

 



 

卓球部 

 

★令和３年度第６８回中国高等学校卓球選手県大会島根県予選（４月２３日、２４日 松江総合体育館） 

   女子学校対抗戦  出雲商業 ０－３ 松江商業 

   個人戦男子 シングルス ２回戦 馬庭 ３－１ 内田（松江工業）３回戦 馬庭 ０－３ 平野（出雲工業） 

   個人戦女子  シングルス ２回戦 沖原 ３－０ 安部（三刀屋）  ３回戦 沖原 ０－３ 竹山（明誠） 

         他 ダブルス・シングルス出場選手 初戦敗退 

★令和３年度第５９回島根県高等学校総合体育大会（卓球）（５月２７日～２９日 益田市民体育館） 

   女子学校対抗戦  出雲商業 １－３ 矢上 

   個人戦男子 シングルス２回戦 馬庭 ０－３ 伊丹（出雲西）ダブルス 馬庭・藤原 ０－３ 大田高校ペア 

   個人戦女子  シングルス２回戦 沖原 １－３ 中田（松江北）三浦 １－３ 野﨑（安来） 

         １回戦敗退  

ダブルス 沖原・黑埼 １－３ 三刀屋ペア  三浦・興梠 １－３ 松江商業ペア 

         その他 シングルス選手 興梠 咲彩、黒崎 彩美、浜本 真歩 

★令和３年度第４８回島根県高等学校一年生卓球大会（８月２２日 大田市総合体育館） 

 女子シングルス ３回戦敗退 堀本 真央、山居 春華 

         ２回戦敗退 長岡 彩希 

         １回戦敗退 辰脇 歩、麻布 咲穂         

★令和３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 １回戦敗退 藤原 拓功 

女子シングルス ３回戦敗退 長岡 彩希、堀江 真緒 

２回戦敗退 三浦 小都音、辰脇 歩、黒崎 彩美 

        １回戦敗退 山居 春華、浜本 真歩 

★令和３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 

（１１月４日～１１月５日 島根県立体育館（浜田）） 

女子学校対抗  予選 1 次リーグ     出雲商業 ０－３ 松江農林 

出雲商業 ０－３ 浜田商業 

出雲商業 ０－３ 松江東 

出雲商業 ０－３ 明誠 

         リーグ３位～５位トーナメント  出雲商業 １－３ 三刀屋 

男子シングルス １回戦敗退 藤原 拓功 

女子シングルス ２回戦敗退 堀江 真緒 

１回戦敗退 黒崎 彩美、浜本 真歩、山居 春華、長岡 彩希 

★令和３年度 第４９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９日 大田総合体育館） 

 女子シングルス ３回戦敗退 堀江 真緒、長岡 彩希 

         ２回戦敗退 山居 春華、興梠 咲彩、黑埼 彩美 

         １回戦敗退 浜本 真歩 

 

 

 



女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会（５月２７日～２８日 カミアリーナ） 

  １回戦     出雲商業  １０２－２４   隠岐島前 

  ２回戦     出雲商業   ６２－５２   皆美が丘女子 

 準々決勝     出雲商業   ６３―８８   明 誠   【結果：第５位】 

★島根県高等学校バスケット選手権大会（１０月２９日～１０月３１日 カミアリーナ） 

  ２回戦     出雲商業  ７９－４７  大 社 

 準々決勝     出雲商業  ５６－６８  松江東   【結果：ベスト８】 

★出雲地区高等学校バスケットボール新人大会（１２月１１日～１２日 出雲高校） 

  １回戦     出雲商業  ９１－２８  平 田 

  準決勝     出雲商業  ７０－４６  出 雲 

  決 勝     出雲商業  ８４－６７  出雲北陵   【結果：優勝】 

★島根県高等学校バスケットボール新人大会（１月１４日～１６日 鹿島総合体育館・松江市総合体育館） 

   ２回戦     出雲商業  ９３－５０   益田翔陽 

  準々決勝     出雲商業  ６３－８９   松江東 

 ５位決定戦     出雲商業  ６９－４８   出 雲 【結果：５位】 

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（５月２７日～２９日、カミアリーナ） 

  １回戦     出雲商業  ６２－１０３  安来 

★島根県高等学校バスケット選手権大会（１０月２９日～３１日、カミアリーナ） 

  １回戦     出雲商業  ５１－１１２  浜田商業 

★出雲地区新人バスケットボール大会（１２月１１・１２日、出雲高校） 

  １回戦     出雲商業  ５４－ ８９  大社 

★中国商業高校バスケットボール親善（優勝）大会（１２月２７・２８日、出雲商業高校） 

  １日目     出雲商業  ２２－ ８２  誠英（山口） 

          出雲商業  ３０－ ８３  高陽東（広島） 

  ２日目     出雲商業  ４０－ ４０  松江商業 

出雲商業  ５１－ ５２  大社 

★島根県高等学校新人バスケットボール大会（１月１４日～１６日、松江市総合体育館） 

  １回戦     出雲商業  ３４－ ７１  矢上 

 

バドミントン部 

★令和３年度中国高等学校バドミントン選手権大会島根県予選（４月15日(木)～17日(土)、松江市総合体育館） 

 男子学校対抗戦 １回戦 出雲商業 ３－１ 松江北 

         ２回戦 出雲商業 ３－１ 邇摩 

         準決勝 出雲商業 ０－３ 松徳学院 

         ３位決定戦 出雲商業 ３－２ 松江高専         結果３位 中国大会出場 

 男子個人対抗戦シングルス ベスト８ 本間 紫雲 

              ベスト３２ 村山 楓晟 

 男子個人対抗戦ダブルス ベスト８ 村山 楓晟／本間 紫雲 

             ベスト３２ 曽田 隆之介／桑原 雄大 

                   湯村 魁斗／桐原 瑛太 

                   三嶋 洋介／柏 那戯 



 女子学校対抗戦 １回戦 出雲商業 ３－１ 出雲 

         ２回戦 出雲商業 １－３ 松徳学院         結果ベスト８ 

 女子個人対抗戦シングルス ベスト３２ 田中 柚羽 

                    原田 波 

                    金山 綾 

                    藤田 菜々美 

                    曽田 詩織 

 女子個人対抗戦ダブルス ベスト１６ 田中 柚羽／金山 綾 

                   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  

★令和３年度島根県高等学校総合体育大会（６月３日（木）～５日（土）、鹿島総合体育館） 

 男子学校対抗戦 ２回戦 出雲商業 １－３ 松江商業         結果ベスト８ 

 男子個人対抗戦シングルス ベスト１６ 本間 紫雲 

              ベスト３２ 村山 楓晟 

 女子学校対抗戦 １回戦 出雲商業 ３－０ 松江西 

         ２回戦 出雲商業 １－３ 松徳学院         結果ベスト８ 

 男子個人対抗戦ダブルス ベスト８ 村山 楓晟／本間 紫雲 

             ベスト３２ 曽田 隆之介／桑原 雄大 

 女子個人対抗戦シングルス ベスト３２ 田中 柚羽 

                    藤田 菜々美 

 女子個人対抗戦ダブルス ベスト１６ 田中 柚羽／金山 綾 

                   藤田 菜々美／曽田 詩織 

             ベスト３２ 井上 文杏希／笠原 美月 

★第６４回中国高等学校バドミントン選手権大会（６月１９日（土）、広島県立総合体育館 大アリーナ） 

 男子学校対抗戦 １回戦 出雲商業 ０－３ 水島工業高校（岡山） 

★令和３年度島根県高等学校バドミントン選手権大会（９月１１日（土）～１２日（日）、松江市総合体育館） 

 男子個人対抗戦シングルス ベスト１６ 本間 紫雲 

              ベスト３２ 三嶋 洋介 

                    桐原 瑛太 

                    柏 那戯 

 男子個人対抗戦ダブルス ベスト１６ 三嶋 洋介／本間 紫雲 

                   小田 楽有史／伊藤 雄真 

             ベスト３２ 桐原 瑛太／柏 那戯 

                   三加茂 椋介／黒田 雅斗 

                   本橋 海七翔／藤原 甫 

                   川井 晴信／三井 堅心 

 女子個人対抗戦シングルス ベスト１６ 藤田 菜々美 

              ベスト３２ 曽田 詩織 

                    金山 綾 

 女子個人対抗戦ダブルス ベスト８ 金山 綾／藤田 菜々美 

             ベスト３２ 曽田 詩織／柳楽 里菜 

                   板垣 実結／坂本 歩花 



★令和３年度島根県高等学校新人大会（１１月４日（木）～６日（土）、浜山公園体育館） 

 男子学校対抗戦 １回戦 出雲商業 ３－０ 松江西 

         ２回戦 出雲商業 ２－３ 出雲農林 

         結果５位 

 女子学校対抗戦 ２回戦 出雲商業 ３－２ 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 ３－１ 松江南 

         結果３位 

 男子個人対抗戦シングルス ベスト８ 本間 紫雲 

              ベスト３２ 三嶋 洋介 

                    小田 楽有史 

 男子個人対抗戦ダブルス ベスト８ 三嶋 洋介／本間 紫雲 

             ベスト３２ 桐原 瑛太／柏 那戯 

                   小田 楽有史／伊藤 雄真 

 女子個人対抗戦シングルス ベスト１６ 曽田 詩織 

                    藤田 菜々美 

              ベスト３２ 金山 綾 

 女子個人対抗戦ダブルス ベスト８ 金山 綾／藤田 菜々美 

             ベスト１６ 曽田 詩織／柳楽 里菜 

             ベスト３２ 永瀬 美衣桜／本田 海璃 

 

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大会（4月23日～4月25日、鹿島総合体育館、松江商業高校） 

予選グループ  出雲商業  ２－０ 浜田商業 

          出雲商業  ０－２ 出雲 

★島根県高等学校総合体育大会 バレーボール競技（6月3日～6月5日、カミアリーナ） 

  1回戦      出雲商業  １－２ 益田翔陽 

★島根県高等学校バレーボール選手権大会（11月5日～11月7日、松江総合体育館） 

  1回戦      出雲商業  ０－２ 三刀屋 

★島根県高等学校新人バレーボール大会（12月17日～12月19日、江津市民体育館、県立体育館） 

  予選グループ  出雲商業  ０－２ 石見智翠館 

          出雲商業  ０－２ 矢上 

野球部 

 

★島根県高等学校春季野球大会地区予選（４月１６日～１８日、平田愛宕山球場） 

          出雲商業  ８ － ３  出雲農林 

          出雲商業  ４ － ３  平田 

★島根県高等学校春季野球大会地区予選（４月２３日～２５日、益田市民球場） 

          出雲商業  ０ －１０  立正大淞南 

★島根県高等学校出雲地区野球大会（５月２８日～３０日、浜山球場） 

          出雲商業  ５ － ４  三刀屋 

          出雲商業  ３ － ９  大社 



★島根県高等学校野球選手権島根大会（７月１５日～、浜山球場） 

          出雲商業  ２ － ８  矢上 

★島根県高等学校秋季野球大会（９月１７日～１０月３日、益田市民球場、浜山球場） 

          出雲商業  ７ － ５  津和野 

          出雲商業  ２ － ５  松江南 

★島根県高等学校野球1年生大会（１０月１６日、１７日、平田愛宕山球場） 

          出雲商業 １２ － ９  出雲工業 

          出雲商業  ６ － ３  平田 

          出雲商業  ３ － ４  出農・大東・飯南         

 

陸上競技部 

 

★島根県陸上競技選手権大会（５月２日～３日、益田市営陸上競技場） 

  男子  やり投      本間 怜緒（3） 第5位 43m97 

      円盤投      本間 怜緒（3） 第6位 29m47 

      砲丸投      本間 怜緒（3） 第6位 9m89 

  女子  やり投      荒川 桜来（3） 第3位 33m03 

            4×100mR      周藤・飯塚楽・荒川・中岡 第8位  53秒60 

★島根県高等学校陸上競技選手権大会（5月28日～30日、松江市営陸上競技場） 

  男子  やり投      本間 怜緒（3） 第3位 48m86 

      砲丸投      本間 怜緒（3） 第6位 10m43 

  女子  4×100mR      周藤・飯塚楽・荒川・中岡 第8位  53秒23 

         やり投      荒川 桜来（3） 第3位 37m67 

      400mH             飯塚 楽姫（2） 第6位 1分12秒14  

    三段跳      高田 咲羽（2） 第8位 9m61 

    走幅跳      高田 咲羽（2） 第8位 4m66   

             ※以上６位以内は中国大会出場 

★島根県高等学校新人陸上競技大会（９月１８日、益田市営陸上競技場） 

 女子 4×100mR      周藤・飯塚楽・飯塚詩・松村 第6位  53秒30 

4×400mR      松村・飯塚楽・高田・飯塚詩 第6位  4分29秒73 

    走幅跳      松村 咲弥（1） 第8位  4m19 

    三段跳      高田 咲羽（2） 第6位 9m42 

    走幅跳      高田 咲羽（2） 第7位 4m21  

    110mH       飯塚 楽姫（2） 第7位  17秒81 

    3000ｍ      宮廻 佐和（2） 第8位 11分36秒21 


