
平成２７年度島根県高等学校総合体育大会結果 
男子総合（A ｸﾞﾙｰﾌﾟ）  第３位 （８９点） Ａ：規模の大きい学校から 25校 

男女総合（A ｸﾞﾙｰﾌﾟ）  第１０位（８９点）          

陸上競技 

男子総合 ４位 男子トラック総合 ４位  学校得点１４点 

１５００ｍ    ２位 阿川大祐(E3)  ４分０５秒０９ 

３位 田部雄作(E2)  ４分０７秒９９ 

５位 槇原洸槻(A1)  ４分０９秒２５ 

５０００ｍ    １位 田部雄作(E2) １５分３３秒４６ 

         ２位 和崎 裕(S3) １５分３４秒９３ 

         ７位 阿川大祐(E3) １５分５３秒８２ 

１１０ｍ障害   ５位 黒崎聖陽(E1)    １６秒２０ 

３０００ｍ障害  ２位 中村亮太(E3)  ９分２９秒６４ 

         ４位 柳樂天斗(E2)  ９分４６秒０４ 

５０００ｍ競歩  ６位 原 周平(M1) ２９分３６秒７６ 

 

※６位まで（競歩は４位まで）に入賞した種目は中国総体出場 

剣道 

男子団体 １回戦 出雲工業 ２－１ 松江高専 

     ２回戦 出雲工業 ０－３ 横田高校 

男子個人 ベスト１６ 藤原 渉 

柔道 

男子総合 ５位   学校得点 ８点 

男子団体 出雲工業  ４－１  出  雲（１回戦） 

出雲工業  ２－② 明  誠（準々決勝） 

         代表戦 

敗者復活戦   

     出雲工業 ２－３ 益田東（３位決定戦） 

男子個人   

90㎏級  江田 朋也(A3)  ３位 

100㎏級  岸  風輝(A3)  ３位 

サッカー １回戦   出雲工業  １－２ 松江南 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 

男子総合 ５位    学校得点７点 

１回戦  出雲工業 １４４－２１ 邇摩 

２回戦  出雲工業  ５４－４６ 三刀屋 

準々決勝 出雲工業  ６９－８４ 松江東 

ｿﾌﾄﾃﾆｽ 

団体戦 １回戦 出雲工業 ２－１ 津和野 

２回戦 出雲工業 ０－２ 松江南 

個人戦 １回戦敗退 １０組 

   ２回戦敗退  ７組 

   ３回戦敗退  ３組 

   ベスト２４  田中(S3)･梶谷()組 

   （田中･梶谷組は中国大会出場） 

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ２回戦  出雲工業 ０－２ 松江商業 

弓道 

男子総合 ２位   学校得点 １８点 

男子団体 予選 40射 23中 決勝 80射 56中 ２位 

女子団体 予選 40射 5中 予選敗退 

男子個人 ２回戦敗退 ２名 

     決勝進出 ２名 若築宏樹(E3) １位（ｲﾝﾀｰﾊｲ出場） 

金築航太(A3) ５位 

女子個人 ２回戦敗退 １名 



 

卓球 

 

男子団体 １回戦  出雲工業 ３－０ 松江南 

      2回戦  出雲工業 ０－３ 大田 

男子個人 シングルス １～２回戦敗退 ７名 

           3回戦敗退 錦織広樹(S3) 

                 河北 凌(M2) 

ダブルス  １～２回戦敗退 ３ペア 

      3回戦敗退 河北 凌(M2) 

            長瀬将太(E2) 

ｱｰﾁｪﾘｰ 

男子総合 １位   学校得点 １４点 

男子団体 １位 山内・藤江・山本・飯野 

男子個人 １位 山内 唯(A3) 

     ３位 飯野 航希(A2) 

     ４位 小田川快人(S2) 

     ５位 山本 達也(S3) 

     (男子団体はｲﾝﾀｰﾊｲに出場） 

自転車競技 

 

男子総合 １位   学校得点 １２点 

４ｋｍチームパシュート  

 １位  出雲工業高校 (北澤・三上・原 ) 

チームスプリント  

 １位  出雲工業高校 (北澤・三上・原 ) 

１ｋｍタイムトライアル 

１位  北澤 涼 (S3) ３位 三上 晃由(S2) 

３ｋｍインディビデュアルパーシュート 

１位  北澤  涼 (S3) ２位  原 一輝(S2)   

４ｋｍ速度競走 

２位 北澤  涼 (S3) ３位 三上 晃由(S2) 

ポイントレース 

２位 三上 晃由(S2) ３位 北澤  涼 (S3) 

スプリント 

１位 北澤 涼(S3)  ３位 三上 晃由(S2) 

スクラッチレース 

１位 北澤 涼(S3)  ３位 三上 晃由(S2) 

ケイリン  

１位 北澤 涼(S3)  ３位 三上 晃由(S2) 

ロードレース  

１位 三上 晃由(S2)   

  (個人ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 1位は全国大会(ｲﾝﾀｰﾊｲ)出場) 

水泳 

女子 400m自由形    3位 岡 澪菜(A2) 

    400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ  1位 岡 澪菜(A2) 

（中国大会出場） 

空手道 

男子総合 ２位   学校得点 １０点 

男子個人形 ２位 三島 陸(S3) 

男子団体組手 ３位  

男子団体形  ２位 

（三島は全国大会(ｲﾝﾀｰﾊｲ)出場） 

ボクシング 
フライ級    1位 中尾 勇悟(M3) 

（中国大会出場) 

 


