
平成２９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 （７５点） Ａ：規模の大きい学校から 24 校 

男女総合（A ｸﾞﾙｰﾌﾟ）  第１０位（８５点） 敢闘賞          

陸上競技 

男子総合 6 位 男子トラック総合 ４位  学校得点１０点 

１５００ｍ    ２位  槇原洸槻(A3)  ４分０３秒３２ 

４位 山崎穂高(M3)  ４分０６秒２２ 

５０００ｍ    １位 槇原洸槻(A3) １５分０４秒４３ 

 

３０００ｍ障害  １位 山崎穂高(M3)  ９分４３秒０１ 

         ６位 原周平(M3) １０分０１秒３４ 

５０００ｍ競歩  ３位 原周平(M3) ２５分３６秒９１ 

         ４位 米原辰挙(M2) ２７分３６秒１９ 

                  ７位 岸本龍二(S2) ３０分３４秒０５ 

※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 ０－３ 松江高専 

       

男子個人 １回戦敗退  １名 

    ２回戦敗退  ３名 

    ３回戦敗退  １名 

柔道 

男子総合 ６位   学校得点 ６点 

男子団体 出雲工業  ４－１  大 田（１回戦） 

出雲工業  １－４ 平 田（準々決勝） 

敗者復活戦   

     出雲工業 ４－１ 隠岐水 

３位決定戦 

     出雲工業 ０－５ 明 誠 

男子個人   

81 ㎏級  安藤 駿佑(A3)  ベスト８ 

60 ㎏級  今田 隆嗣(A3)  ベスト８ 

サッカー 
１回戦   出雲工業 ０－０ 益田 （ＰＫ５－３） 

２回戦  出雲工業 ０－１ 松江商業 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ １回戦  出雲工業 ４７－７５ 三刀屋 

ｿﾌﾄﾃﾆｽ 

学校得点 １２点 

団体戦 １回戦  出雲工業 ３－０ 隠岐 

２回戦  出雲工業 ２－０ 大田 

準々決勝 出雲工業 ２－１ 石見智翠館 

準決勝  出雲工業 ０－２ 出雲北陵 

個人戦 １回戦敗退  ５組 

   ２回戦敗退  ３組 

   ３回戦敗退  ４組 

   ４回戦敗退  １組 

   ベスト２４  島田(S3)･梶谷(S3)組 

   （団体・個人（島田･梶谷組）中国大会出場） 

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ２回戦  出雲工業 ０－２ 安来 

弓道 男子総合 ６位   学校得点 ６点 



男子団体 予選 40射 23 中 準決勝 40射 24 中  

           ６・５位決定戦 5射 2中対 1中  ６位 

女子団体 予選 40射 6 中 予選敗退 

男子個人 ２回戦進出 ３名 

     ３回戦進出 ２名 

女子個人 1 回戦敗退 ４名 

 

卓球 

 

男子団体 １回戦  出雲工業 ３－１ 情報科学 

      2 回戦  出雲工業 １－３ 松江工業 

男子個人 シングルス 4 回戦（ベスト 64） 柳樂昌輝(S1) 

      ダブルス 4 回戦（ベスト 32）田中僚(S3),飯塚隆太(E3) 

ｱｰﾁｪﾘｰ 

男子総合 １位   学校得点 １２点 

男子団体 １位 多久和・多々納・原・縄 

男子個人 １位 多久和瑠星(A3) 

     ２位 多々納滉史(E3) 

     ３位 渡部颯太(E3) 

     (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 (勝田・播磨・前田・富田) 

チームスプリント  

 １位  出雲工業高校 (富田・前田・播磨) 

１ｋｍタイムトライアル 

１位  播磨祐季(M3) ２位 富田雄大(A3) 

３ｋｍインディビデュアルパーシュート 

１位  播磨祐季(M3) ２位 前田渓一(M3)   

４ｋｍ速度競走 

１位  播磨祐季(M3) ２位 勝田裕樹(S3) 

ポイントレース 

１位 富田雄大(A3)  ２位 勝田裕樹(S3) 

スプリント 

１位  播磨祐季(M3) ２位 前田渓一(M3) 

スクラッチレース 

１位  播磨祐季(M3) ２位 勝田裕樹(S3) 

ケイリン  

１位  播磨祐季(M3) ３位 福永怜(A3) 

ロードレース  

１位  播磨祐季(M3)  ２位 前田渓一(M3) 

  (播磨祐季(M3), 前田渓一(M3),富田雄大(A3) 

は全国大会(ｲﾝﾀｰﾊｲ)出場) 

水泳 

男子 100m バタフライ  8 位 坂根龍聖(A1) 

女子  100m 自由形    6 位 花田麻咲(A1) 

      200m 自由形   6 位 花田麻咲(A1) 

（花田麻咲(A1)中国大会出場） 

空手道 

男子総合 ２位  女子総合２位  学校得点 ２４点 

男子個人形  ３位 片寄優希(A2)   

     ベスト８  高橋竜樹(M3) 渡部泰征(A3) 

男子個人組手 ベスト８ 片寄優希(A2)   



女子個人形  １位 三島きり(A2) 

     ベスト８ 日野あすか(A2)  渡部花香(A1) 

女子個人組手 １位 三島きり(A2) 

男子団体形  優勝 

男子団体組手 第３位 

女子団体形  第２位 

女子団体組手 第３位 

  (三島きり(A2)は全国大会(ｲﾝﾀｰﾊｲ)出場) 

ボクシング 

学校得点 3 点 

 

ライト級  1 位 藤井拓夢(M2)  

 

フライ級  1 位 立花拳斗(E2) 

(2 名は全国大会(ｲﾝﾀｰﾊｲ)出場) 

 


