第 57 回
島根県高校総合体育大会
令和元年６月３日（月）

〈陸上部〉
・男子 100ⅿ 久代、藤木 予選敗退
・男子 200ⅿ 久代 準決勝敗退
・男子 400ⅿ 渡部 予選敗退
・男子 800ⅿ 金阪、細田、安達 予選敗退
・男子 1500ⅿ 金阪、細田 予選敗退
・男子 5000ⅿ 星野直輝 決勝 15 位
・砲丸投げ 大櫃 決勝 15 位、勝部 決勝 17 位
・円盤投げ 勝部 決勝 16 位
・やり投げ 永原 決勝 16 位
・4×400ⅿR 予選敗退
〈サッカー部〉
・1 回戦 松江西 ２－０ 江津工業
・2 回戦 松江西 ０－17 立正大湘南
（ベスト１６）
〈卓球部〉
・団体戦 松江西 １－３ 飯南
・ダブルス 金森・畠 2 回戦敗退
佐伯・田城 初戦敗退
安達・川上 初戦敗退
・シングルス 金森 4 回戦敗退（ベスト 64）
畠、田城、佐伯 2 回戦敗退
安達、川上 初戦敗退
〈男子テニス部〉
・団体戦 松江西 ０－３ 益田
・ダブルス 多々納・中村 初戦敗退
・スングルス 堀内、村竹 初戦敗退
〈男子ソフトテニス部〉
・団体戦 松江西 １－２ 松江東
・個人戦 樋野・玉木 2 回戦敗退
武田・福島 2 回戦敗退

〈女子ソフトテニス部〉第 3 位
・団体戦 2 回戦 松江西 ３－０ 大東
準々決勝 松江西 ２－１ 浜田
準決勝 松江西 １－２ 安来
第 3 位 中国大会出場
・個人戦 黒田・森山 2 回戦敗退
米村・斉藤 ベスト 16
水師・田中 ベスト 16
中国大会出場
舟木・柏村 第 2 位
インターハイ出場/中国大会出場
〈男子バスケットボール部〉第 3 位
・2 回戦 松江西 １０７－７２ 浜田商業
・3 回戦 松江西 １１０－５９ 松江高専
・準決勝 松江西 ８４－８８ 出雲北陵
大会ベスト 5 賞 池田優樹
〈女子バスケットボール部〉
・1 回戦 松江西 ３２－９８ 松江南
〈男子バレーボール部〉第 2 位
・2 回戦 松江西 ２－０ 隠岐
・3 回戦 松江西 ２－０ 隠岐島前
・準決勝 松江西 ２－０ 松江工業
・決勝
松江西 １－２ 安来
大会優秀選手 安達諒
〈女子バレーボール部〉
・2 回戦 松江西 １－２

島根中央

A グループ男女総合 15 位、敢闘賞をいただきました
ご声援ありがとうございました

〈バドミントン部〉
・学校対抗戦 第 3 位
1 回戦
松江西 ３－０ 松江南
準々決勝 松江西 ３－０ 出雲農林
準決勝
松江西 ０－３ 大東
・個人戦
男子シングル 福本、門脇、宅和、和久利、
佐藤、鹿納、宮本 3 回戦敗退
難波 ベスト 32
福田 第 2 位インターハイ出場
男子ダブルス 福本・和久利、吉儀・門脇、
佐藤・宮本、鹿納・川島
3 回戦敗退
福田・難波 ベスト 16
女子シングル 岩崎 1 回戦敗退
川本 2 回戦敗退
女子ダブルス 川本・岩崎 1 回戦敗退
〈空手〉
・個人形
松浦、重信 1 回戦敗退
石倉 2 回戦敗退
・個人組手 石倉、重信、松浦 1 回戦敗退
・団体組手 1 回戦 松江西 ０－５ 松江南
3 位決定戦 松江西 ０－３ 大東
〈剣道〉
・男子個人戦 村上 1 回戦 １－０ 松江工業
2 回戦 ０－２ 大社
〈ボクシング〉
・ライトウェルター級 恒松 不戦勝
中国大会出場
〈水泳〉
・男子 100m バタフライ 松本 第 8 位
中国大会出場
・男子 200m バタフライ 松本 第 5 位
中国大会出場
・男子 50m 自由形 宮川 第 10 位

