
４．監 督 ・ 選 手競技名 種　別 種　　　目 監督･選手 フ　リ　ガ　ナ 勤　　務　　先 　学 校 名（学年） ふるさと 登録選手氏　　　名陸　　上 監　　督 キッカワ　マサノブ 横田高等学校吉　川　正　展〃 モリモト　マサアキ 松江工業高等学校森　本　真　晃成　男 １００ｍ ４×１００ｍＲ 選　　手 ササキ　ヤスノリ 順天堂大学(３） ○佐々木　靖　典１１０ｍＨ ４×１００ｍＲ 〃 ヤダ　ゲン 東京学芸大学(１) ○矢　田　　　弦４００ｍＨ ４×１００ｍＲ 〃 ササキ　タク 熊本大学(２) ○佐々木　　　拓３０００ｍＳＣ 〃 オオタニ　コウタ ＪＦＥスチール ○大　谷　康　太やり投 〃 マツタニ　コウセイ 九州共立大学(２) ○松　谷　昂　星４×１００ｍＲ 〃 カナモリ　カズキ 筑波大学(１) ○金　森　和　貴成　女 ４００ｍ ４×１００ｍＲ 〃 スエミツ　マコ 福岡大学(２) ○末　光　眞　子５０００ｍ 〃 タカトウ　チヒロ ワコール ○高　藤　千　紘少男Ａ １００ｍ ４×１００ｍＲ 〃 アゴウ　ヨウ 松江北高等学校(２)吾　郷　　　陽４００ｍ ４×１００ｍＲ 〃 ミヤザキ　ダイキ 明誠高等学校(３)宮　崎　大　樹走幅跳 〃 カワスミ　ケンタ 横田高等学校(２)川　角　健　太砲丸投 〃 ヒライ　リュウ 松江工業高等学校(２)平　井　　　龍やり投 〃 コカモト　ユウマ 明誠高等学校(３)小加本　裕　真少男Ｂ ２００ｍ ４×１００ｍＲ 〃 ハナダ　タツヤ 出雲第一中学校(３)花　田　達　也３０００ｍ 〃 アガワ　ダイスケ 出雲工業高等学校(１)阿　川　大　祐走幅跳 〃 アサツ　ジュンペイ 横田高等学校(１)朝　津　順　平４×１００ｍＲ 〃 カナヤマ　ヨウヘイ 松江第一中学校(３)金　山　陽　平少　男 共　通 ８００ｍ 〃 チハラ　コウダイ 松江商業高等学校(３)千　原　康　大５０００ｍＷ 〃 アキモト　ケイタ 松江北高等学校(２)秋　本　啓　太棒高跳 〃 クルマ　コウキ 大社高等学校(３)来　間　弘　樹－5－



陸　　上 少　男 共　通 円盤投 選　　手 ナカヤマ　トモユキ 大社高等学校(３)中　山　智　之少女Ａ １００ｍ、４００ｍ ４×１００ｍＲ 〃 アオヤマ　セイカ 松江商業高等学校(２)青　山　聖　佳３０００ｍ 〃 クロダ　スミナ 平田高等学校(２)黒　田　純　菜走幅跳 〃 ヘタ　シズハ 松江北高等学校(２)部　田　倭　葉４×１００ｍＲ 〃 ヒノ　イズ 大社高等学校(２)日　野　依　瑞少女Ｂ ２００ｍ ４×１００ｍＲ 〃 ミヤタ　ナミ 大社高等学校(１)宮　田　七　海１００ｍＨ ４×１００ｍＲ 〃 ニシムラ　カオ 松江北高等学校(１)西　村　佳　央走幅跳 〃 フクマ　アリサ 松江第二中学校(３)福　間　有　紗少女Ｂ 少女共通 １５００ｍ ８００ｍ 〃 フクダ　ショウコ 松江第一中学校(３)福　田　翔　子コ ー チ シミズ　ヨシヒロ 松江北高等学校清　水　禎　宏〃 アオヤマ　カズヒコ 松江ろう学校青　山　和　彦〃 サントウ  ヤストシ 松江商業高等学校山　藤　泰　俊〃 ヤマグチ　ヨウコ 益田高等学校山　口　陽　子トレーナー カトウ　アキオ 白石鍼灸治療院加　藤　明　生サッカー 少　男 監　　督 ゴチョウ　ナオキ 情報科学高等学校後　長　直　樹選　　手 オガサ　キリマ 立正大学淞南高等学校(１)小　笠　姫　馬〃 イノウエ　カイ 立正大学淞南高等学校(１)井　上　　　海〃 タケダ　コウタロウ 立正大学淞南高等学校(１)武　田　航太郎〃 アイバ　ミズキ 立正大学淞南高等学校(１)饗　庭　瑞　生〃 サカタ　ユウト 立正大学淞南高等学校(１)阪　田　悠　人〃 シライワ　ナオト 立正大学淞南高等学校(１)白　岩　直　斗〃 ウエニシ　ケンヤ 立正大学淞南高等学校(１)上　西　健　也〃 ムクノキ　ナオキ 立正大学淞南高等学校(２)椋　木　直　輝
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サッカー 少　男 選　　手 ウエムラ　ダイゴ 立正大学淞南高等学校(１)上　村　大　悟〃 イノウエ　ナオキ 立正大学淞南高等学校(１)井　上　直　輝〃 ニシムラ　マサヤ 立正大学淞南高等学校(１)西　村　雅　矢〃 コマツ　コウキ 立正大学淞南高等学校(２)小　松　光　樹〃 ヤタベ　ソウ 立正大学淞南高等学校(２)矢田部　　　颯〃 オカ　ゲンキ 立正大学淞南高等学校(１)岡　　　元　気〃 チカハラ　マコト 立正大学淞南高等学校(１)千川原　　　慎〃 クワガキ　チカヒロ 大社高等学校(１)桑　垣　誓　広コ ー チ フジタ  ダイスケ 吉賀高等学校藤　田  大　介〃 タハラ  シュンスケ 益田中学校田　原  俊　輔トレーナー ノザキ  シン 鳥取医療センター野　崎 　　 心テ ニ ス 監　　督 ニシムラ　サトル 島根大学西　村　　　覚〃 タダ　ショウゴ 開星高等学校多　田　省　吾成　男 選　　手 ヤノ　タカシ 慶応義塾大学(３) ○矢　野　隆　志〃 ホシムラ　ジュンペイ 明治安田生命保険相互会社 ○星　村　純　平成　女 〃 ストウ　サトミ 中京大学(２) ○周　藤　聡　美〃 イイヌマ　リサ ㈱山陰合同銀行飯　沼　梨　紗少　男 〃 ハシモト　ユウスケ 開星高等学校(３)橋　本　祐　典〃 ストウ　コウキ 開星高等学校(１)周　藤　公　貴少　女 〃 カキタ　サキ 開星高等学校(３)柿　田　紗　希〃 ツボクラ　ハナ 松江北高等学校(１)壷　倉　　　花コ ー チ ホソギ　ヒデキ グリーンテニススクール細　木　秀　樹〃 イワネ　カツトシ 松江北高等学校岩　根　勝　利
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ホッケー 成　男 選手兼監督 シマ  ヤマト (公財)島根県体育協会島  　　大　和選　　手 フジハラ  マサキ NPO法人さくらおろち藤　原  昌　樹〃 イワタ  タクヤ 鳥上郵便局岩　田  卓　也〃 ミネイシ  タカノリ ㈱ベッセル島根峯　石  孝　則〃 アラシダニ  ノボル ㈱ベッセル島根嵐　谷　　　登〃 コザクラ  ミツアキ しまね信用金庫小　櫻  光　暁〃 ウエダ  タクロウ ㈱山陰合同銀行植　田  拓　郎〃 タカハシ  シンヤ 奥出雲町体育協会高　橋  伸　也〃 ワタナベ  ツバサ Honda Cars奥出雲渡　部　　　翔〃 フジハラ  ヒロト 島根県ホッケー協会藤　原  広　人〃 イトハラ  トオル ㈱ベッセル島根糸　原　　　徹〃 イトウ  カズキ ㈱一条工務店山陰伊　藤  和　貴〃 フジハラ  ヒロユキ ㈲北陽通信 ○藤　原  裕　幸少　男 監　　督 イトウ　ナオト 横田高等学校伊　藤　直　登選　　手 ウエダ　ケンタ 横田高等学校(３)上　田　健　太〃 ウチダ　ケント 横田高等学校(３)内　田　健　斗〃 ホリオ　イブキ 横田高等学校(３)堀　尾　伊　吹〃 カワニシ　フミアキ 横田高等学校(３)川　西　史　明〃 サエキ　コウタ 横田高等学校(２)佐　伯　航　汰〃 ヤマサキ　コウジ 横田高等学校(３)山　﨑　晃　嗣〃 フクダ　ケンタロウ 横田高等学校(３)福　田　健太郎〃 オチアイ　ハルキ 横田高等学校(２)落　合　晴　輝〃 イケダ　ミズキ 横田高等学校(２)池　田　　　瑞
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ホッケー 少　男 選　　手 チハラ　フミヤ 横田高等学校(２)千　原　史　也〃 イトガ　シュンヤ 横田高等学校(２)糸　賀　俊　哉〃 オオツカ　コウキ 横田高等学校(２)大　塚　洸　輝〃 ワタナベ　ラム 横田高等学校(１)渡　部　楽　夢コ ー チ アベ  タカシ 安部屋商店安　部  隆　史〃 タカクラ  ノブアキ 横田高等学校高　倉  信　明トレーナー ツタガワ　カズキ えだクリニック整形外科蔦　川　和　希体　　操 少　男 監　　督 ゾウタニ　タカシ 開星中学校象　谷　大　志選　　手 コマツバラ　コウヘイ 浜田高等学校(１)小松原　康　平〃 オオツボ　リュウヤ 開星高等学校(３)大　坪　竜　也〃 カマダ　ヨウ 開星高等学校(２)鎌　田　　　陽〃 オオシマ　イチタ 開星高等学校(３)大　島　一　太バスケッ トボール 成　女 監　　督 ソノヤマ  キイチロウ 島根県バスケットボール協会園　山　喜一郎選　　手 ヤマノ  サトコ 公益財団法人 松江市スポーツ振興財団山  野　 聡 子〃 ハタ　アカネ ㈱山陰合同銀行　秦　　　あかね〃 シモベ  ミホ 東京海上日動火災保険株式会社下　邊　美　穂〃 イワタ  ヨシコ 山本税理士事務所岩　田　佳　子〃 ナカムラ  ジュンコ ㈱サンエス西日本 松江支店中　村　純　子〃 カスガ  カナエ 環太平洋大学(３) ○春　日　香奈江〃 モチダ  サヤカ 島根県体育用品株式会社持　田　さやか〃 カスガ  リカ 横浜市立寺尾小学校 ○春　日　里　香〃 イケウチ  ワカナ 園田女子大学(１) ○池  内　和果奈〃 トミタ  ミナ 徳山大学(１) ○富　田　実　奈
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バスケッ トボール 成　女 選　　手 ヨシオカ  ミキ 徳山大学(１) ○吉  岡　未  希少　男 監　　督 カトウ　セイジ 松江西高等学校加　藤　誠　治選　　手 イシカワ　トモヒロ 松江東高等学校(３)石　川　智　大〃 ヨシカワ　タクミ 出雲北陵高等学校(３)吉　川　拓　己〃 オケタニ　ヒロム 出雲北陵高等学校(３)桶　谷　宙　生〃 タナカ　カズオ 出雲北陵高等学校(３)田　中　和　男〃 ツカダ　テツヤ 松江東高等学校(２)塚　田　哲　也〃 ナガセ　マコト 松江東高等学校(３)永　瀬　　　真〃 フジイ　セイゴ 松江西高等学校(２)藤　井　成　悟〃 タナカ　ダイキ 松江西高等学校(３)田　中　大　貴〃 ササキ　ケイジロウ 松江西高等学校(２)佐々木　慶次郎〃 カネムラ　アツシ 松江東高等学校(２)金　村　淳　史〃 イトウ　コウタ 松江東高等学校(３)伊　藤　光　汰〃 スギタニ　ダイチ 松江東高等学校(３)杉　谷　大　地コ ー チ サトウ  ツヨシ 松江東高等学校佐　藤 　　 剛トレーナー ナカガワ  トモヤス 玉造厚生年金病院中　川  知　康レスリング 成　男 監　　督 タカムラ　ユキオ 島根県立水泳プール ((公財)島根県体育協会)高　村　行　雄ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ 60㎏級 選　　手 フクマ　ミチモト 横浜市立錦台中学校 ○福　間　道　元フリースタイル 66㎏級 〃 ワダ　ナオヒサ 島根県警察雲南署和　田　直　久フリースタイル 74kg級 〃 マツウラ　カン ㈱荒木燃料松　浦　　　寛フリースタイル 84kg級 〃 イケダ　シュウサク 松江工業高等学校池　田　秀　作ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ 96kg級 〃 サエキ　ダイスケ 神奈川大学(４) ○佐　伯　大　介少　男 監　　督 カワウチ　リュウマ 隠岐島前高等学校河　内　龍　馬
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レスリング 少　男 フル-スタイル 50㎏級 選　　手 ナガミ　シンジ 松江工業高等学校(３)永　見　真　嗣フリースタイル 55㎏級 〃 ヤノ　フミヤ 隠岐島前高等学校(３)矢　野　富三家ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ 60㎏級 〃 ワタナベ　ユウト 隠岐島前高等学校(３)渡　辺　優　人ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ 66㎏級 〃 イワネ　シモン 隠岐島前高等学校(２)岩　根　志　文フリースタイル 74kg級 〃 ドウマエ　リョウタロウ 隠岐島前高等学校(２)道　前　遼太郎フリースタイル 84kg級 〃 カワモト　イブキ 隠岐島前高等学校(３)川　本  息　生ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ 96kg級 〃 ヤマネ　ソウイチロウ 隠岐島前高等学校(３)山　根　颯一郎コ ー チ サワタニ　タカナリ 浜田水産高等学校澤　谷　隆　成セーリング 監　　督 ナカニシ　ケンイチ 隠岐の島町教育委員会中　西　賢　一成　男 国体ウインドサーフィン級 選　　手 サクノ　タツオ 中国電力㈱ 島根原子力発電所作　野　達　雄国体シングルハンダー級 〃 オオニシ　タカヒロ NKSJひまわり生命 保険株式会社 ○大　西　隆　浩成　女 シーホッパー級SR 〃 イソベ　キミエ 島根県東部県民センター磯　部　君　江コ ー チ マツシマ  セイワ 島根県立体育館 ((公財)島根県体育協会)松　島  靜　和ウエイトリ フティング 監　　督 テラモト　イクオ 出雲農林高等学校寺　本　育　夫成　男 56kg級 選　　手 イシカワ　ヒデアキ 出雲農林高等学校石　川　秀　明62kg級 〃 ハベ　シンヤ 明治大学(４) ○波　部　真　也77kg級 〃 タバラ　エイイチロウ 浜田市役所田　原　英一郎+105kg級 〃 ワタナベ　ジュン ヒラタ精機㈱渡　部　　　淳少　男 69kg級 〃 アオキ　サトシ 出雲農林高等学校(３)青　木　聡　志77kg級 〃 ゴウバラ　ヒロキ 出雲農林高等学校(３)河　原　裕　樹85kg級 〃 キタムラ　ケイスケ 出雲農林高等学校(３)北　村　圭　佑コ ー チ オガワ　タカシ 島根県出雲児童相談所小　川　高　志自 転 車 成　男 1kmTT 4km団体追抜 監督･選手 オカダ　マコト 出雲工業高等学校岡　田　　　真
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自 転 車 成　男 ケイリン 4km団体追抜 選　　手 ニシムラ　ヒトシ ㈱イワミ村田製作所西　村　　　均ロード ポイントレース 4km団体追抜 〃 ヤマネ　マサフミ ㈱ウォークライド ○山　根　理　史ロード スプリント ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ 〃 オオタニ　ゴウシロウ 飯南町役場大　谷　剛史郎4km速度競走 4km団体追抜 〃 ハラ　タカナリ 出雲市消防本部原　　　隆　成少　男 監　　督 テラモト　ミチヒコ 島根県総務部営繕課寺　本　道　彦ロード 4km速度競走 4km団体追抜 選　　手 オオタニ　ユウキ 出雲工業高等学校(３)大　谷　勇　輝ロード ポイントレース ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ 〃 サカモト　カズキ 出雲工業高等学校(３)坂　本　和　輝ケイリン ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ 〃 ソノヤマ　ユウキ 出雲工業高等学校(３)園　山　優　貴スプリント ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ 〃 オチベ　ショウゴ 出雲工業高等学校(３)落　部　翔　伍コ ー チ カゲヤマ　ミチトモ テックサイクルビルド陰　山　玄　交ソ フ ト テ ニ ス 少　男 監　　督 ノツ　ヨウキチ 松江工業高等学校野　津　洋　吉選　　手 フジタ　ダイキ 出雲北陵高等学校(３)藤　田　大　輝〃 ミタニ　ダイチ 出雲北陵高等学校(３)三　谷　大　地〃 ヒノ　カイト 出雲北陵高等学校(３)樋　野　海　斗〃 アオキ　ユウ 出雲北陵高等学校(３)青　木　佑　風〃 カトウ　ヒデオ 松江工業高等学校(２)加　藤　英　雄〃 ウチダ　リク 浜田市立第一中学校(３)内　田　理　久コ ー チ ササキ　ユウシ 出雲北陵高等学校佐々木　雄　志卓　　球 少　男 監　　督 フルセ　ヤスユキ 出雲北陵高等学校古　瀬　泰　之選　　手 ワタナベ　ダイチ 出雲北陵高等学校(３)渡　邊　大　地〃 シラネ　リョウタ 出雲北陵高等学校(３)白　根　亮　太〃 ジザキ　ダイチ 出雲北陵高等学校(２)地　﨑　大　知コ ー チ マツダ     コウダイ 関西学院大学松　田　幸　大

競技名 種　別 種　　　目 監督･選手 フ　リ　ガ　ナ 勤　　務　　先 　学 校 名（学年） ふるさと 登録選手氏　　　名
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卓　　球 少　男 トレーナー セノオ　ツバサ 出雲市民病院妹　尾　　　翼相　　撲 成　男 監　　督 ヨシノ　イサム 隠岐水産高等学校吉　野　　　勇選　　手 マツイ　ユウスケ ㈱まる徳合材松　井　雄　介〃 イケダ　アキヒロ 隠岐水産高等学校池　田　晃　大〃 ヤマサキ　ヨシヒコ 隠岐島後森林組合山　﨑　吉　彦少　男 監　　督 タケモト　ノボル 隠岐水産高等学校竹　本　　　昇選　　手 フジタ　ユウヒ 隠岐水産高等学校(３)藤　田　勇　飛〃 ヒサナガ　アキヒロ 隠岐水産高等学校(３)久　永　晃　大〃 ヨシヤマ　タツロウ 隠岐水産高等学校(３)吉　山　龍　郎〃 カワゴエ　ヒロノリ 隠岐水産高等学校(３)川　越　啓　順〃 アオキ　ユウスケ 隠岐水産高等学校(１)靑　木　勇　介馬　　術 成　男 監　　督 シングウ　ケイジ 出雲市役所新　宮　啓　史ﾎｰｽﾏﾈｰｼﾞｬｰ ヒダ　ヨシヒロ 島根大学(３)飛　田　義　弘ダービー競技 六段障害飛越競技 選　　手 マツオ　ハルヒコ 島根県家畜病性鑑定室松　尾　治　彦フ ェ ン シ ン グ 成　男 フルーレ エペ 監督･選手 ワタナベ　ダイスケ 邇摩高等学校渡　辺　大　介選　　手 イシハラ　ユウヘイ セコム山陰株式会社石　原　雄　平〃 ササキ　セイ セコム山陰株式会社佐々木　　　聖少　女 フルーレ 監　　督 ナガイ　ヒロナオ 安来高等学校永　井　宏　尚選　　手 ササキ　ヒカリ 安来高等学校(３)佐々木　　　光〃 イド　ミサキ 安来高等学校(３)井　戸　美　咲〃 キタオ　クミ 安来高等学校(２)北　尾　公　美柔　　道 成　男 監　　督 シバ　ヨシノリ 松江刑務所志　波　良　徳先鋒 選　　手 イシトビ　タスク 岡山商科大学(４) ○石　飛　　　祐

競技名 種　別 種　　　目 監督･選手 フ　リ　ガ　ナ 勤　　務　　先 　学 校 名（学年） ふるさと 登録選手氏　　　名
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柔　　道 成　男 次鋒 選　　手 ツジ　タクヤ 島根あさひ社会復帰 促進センター辻　　　拓　哉中堅 〃 カドワキ　ナオキ 埼玉大学(４) ○門　脇　直　生副将 〃 イノウエ　ナオキ 島根県警察井　上　直　樹大将 〃 ミウラ　ヨシハル 島根県警察三　浦　吉　治少　女 監　　督 ヒラカワ　シゲキ 益田東高等学校平　川　茂　樹先鋒 選　　手 ユマチ　アヤノ 出雲西高等学校(３)湯　町　彩　乃中堅 〃 ハヤシ　カエデ 出雲西高等学校(３)林　　　　　楓大将 〃 オサナイ　モモカ 出雲西高等学校(１)小山内　桃　華コ ー チ ミシロ　サトミ 出雲西高等学校三　代　聡　美トレーナー セノオ　ツバサ 出雲市民病院妹　尾　　　翼バドミントン 成　女 監　　督 タナベ　ミチヨ ㈱山陰合同銀行田　部　実智代選　　手 マルオカ　サトコ ㈱山陰合同銀行丸　岡　智　子〃 ヤマモト　ユカリ ㈱山陰合同銀行山　本　ゆかり〃 ハマサキ　マイ ㈱山陰合同銀行濱　崎　真　衣少　男 監　　督 アダチ　トシオ カナツ技建工業株式会社安　達　俊　夫選　　手 オムラ　ケイ 大東高等学校(３)小　村　　　肇〃 イダ　アツキ 大東高等学校(３)井　田　淳　貴〃 ヤマサキ　ケイタ 大東高等学校(３)山　崎　敬　太少　女 監　　督 アダチ　ヒロヤス 情報科学高等学校足　立　弘　健選　　手 カンノ　ナナ 松徳学院高等学校(２)菅　野　菜　々〃 イケウチ　モエ 松徳学院高等学校(１)池　内　萌　絵〃 ミシマ　ユリ 松徳学院高等学校(１)三　島　由　里コ ー チ カツベ　ケンジ ㈱山陰合同銀行勝　部　賢　治

競技名 種　別 種　　　目 監督･選手 フ　リ　ガ　ナ 勤　　務　　先 　学 校 名（学年） ふるさと 登録選手氏　　　名
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バドミントン コ ー チ ヒワタリ ヒトミ ㈱山陰合同銀行樋　渡　仁　美弓　　道 少　男 監　　督 イワタ　ヤスノリ 出雲工業高等学校岩　田　泰　典選　　手 コシン　ヨシキ 出雲工業高等学校(３)小　新　好　輝〃 フジタ　ナミキ 出雲高等学校(２)藤　田　波　輝〃 ミタニ　フミヤ 出雲工業高等学校(３)三　谷　郁　弥コ ー チ ヤマネ　ユキヒサ 益田高等学校山　根　幸　久ライフル 射　　撃 監　　督 ノツ　タケシ ㈱野津野　津　武　志成　男 10ｍS60M 選　　手 タカイワ　シュウヘイ 島根県ライフル射撃協会高　岩　周　平CP 〃 ヨコタ　ヒデアキ 島根県警察本部横　田　英　昭50ｍP60M/50ｍK20M 〃 マツバヤシ　トシミツ 松林電工松　林　利　光成　女 50ｍ３×20W/ 50ｍS20W 〃 サイキ　ミカ 島根県ライフル射撃協会斉　木　美　香少　女 BRS40JW 〃 タサカ　マイ 立正大学淞南高等学校(１)田　坂　真　愛コ ー チ タカハシ　ヒデオ 株式会社出雲たかはし高　橋　日出男剣　　道 成　男 先鋒 選　　手 テラモト　タツヤ 朝日大学(４) ○寺　本　達　也次鋒 〃 　オムラ　ケン 横田高等学校小　村　　　健中堅 〃 　オンダ　ヒデカズ　 島根県警察恩　田　秀　和副将 〃 　ハタノ　サトシ 大田市立第二中学校波多野　　　雅大将 監督･選手 オニムラ　ジュン 島根県警察鬼　村　　　純コ ー チ フジハラ  コウジ 島根県警察藤　原　孝　二ラグビー フットボール 少　男 監　　督 モチダ　トオル 三刀屋高等学校持　田　　　徹選　　手 ウエキタ　ダイスケ 石見智翠館高等学校(３)上　北　大　介〃 シバタ　リョウスケ 石見智翠館高等学校(３)柴　田　椋　右〃 ツチダ　ケイタ 石見智翠館高等学校(３)土　田　敬　太

競技名 種　別 種　　　目 監督･選手 フ　リ　ガ　ナ 勤　　務　　先 　学 校 名（学年） ふるさと 登録選手氏　　　名

－15－



ラグビー フットボール 少　男 選　　手 ホンダ　シンタロウ 石見智翠館高等学校(３)本　田　晋太朗〃 カワカミ　リョウ 石見智翠館高等学校(３)川　上　凌　央〃 ツダ　コウタロウ 石見智翠館高等学校(３)津　田　航太郎〃 モリ　アツシ 石見智翠館高等学校(３)森　　　篤　嗣〃 ウチヤマ　ユウキ 石見智翠館高等学校(３)内　山　友　貴〃 ナラキ　タカシ 石見智翠館高等学校(３)楢　﨑　貴　志〃 クツナ　ショウタ 石見智翠館高等学校(２)忽　那　鐘　太〃 サワダ　コウキ 石見智翠館高等学校(１)澤　田　光　希〃 ヤマウチ　イサム 石見智翠館高等学校(３)山　内　　　勇〃 タケナカ　リオ 石見智翠館高等学校(３)竹　中　莉　生〃 マツサカ　タイサク 石見智翠館高等学校(３)松　坂　泰　作〃 タケナカ　タイチ 石見智翠館高等学校(３)竹　中　太　一〃 ナカニシ　アキオ 石見智翠館高等学校(３)中　西　顕　生〃 ワタナベ　ユウヤ 石見智翠館高等学校(３)渡　邉　勇　弥〃 クロカワ　マコト 石見智翠館高等学校(３)黒　川　眞　琴〃 カトウ　リュウセイ 石見智翠館高等学校(２)加　藤　竜　聖〃 アズマ　タツヨシ 石見智翠館高等学校(２)東　　　辰　好〃 ハトモト　マサキ 石見智翠館高等学校(３)波戸元　将　輝〃 ナカノ　マサヒロ 石見智翠館高等学校(３)中　野　将　宏〃 コマキ　ダイチ 石見智翠館高等学校(３)小　牧　大　智コ ー チ アンドウ　テツジ 石見智翠館高等学校安　藤　哲　治〃 オオムカイ　マサヤ 石見智翠館高等学校大　向　将　也〃 サワムラ　ヨシミチ 石見智翠館高等学校澤　村　善　道

競技名 種　別 種　　　目 監督･選手 フ　リ　ガ　ナ 勤　　務　　先 　学 校 名（学年） ふるさと 登録選手氏　　　名
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ラグビー フットボール 少　男 トレーナー カノ　ユウジ 履正社医療スポーツ 専門学校狩　野　祐　司〃 マツオカ　サヤカ 武庫川女子大学松　岡　紗也香山　　岳 成　男 リード ボルダリング 監　　督 ソタ　カズヒコ 島根県教育庁義務教育課曽　田　和　彦選　　手 オカ　ダイスケ 出雲交通電機岡　　　大　輔〃 フクダ　ヒロシ (公財)島根県環境保健公社福　田　　　寛カ ヌ ー 成　男 スラローム 監　　督 フタカミ　ノリオ シルクロード二　上　範　夫スラロームＫ－１ 選　　手 フタカミ　ユウ 島根県立武道館 ((公財)島根県体育協会)二　上　　　悠スプリント 監　　督 オオハタ　アツオ 出雲農林高等学校大　畑　篤　郞成　男 スプリントＣ－１ 選　　手 マツモト　ヨシアキ 島根県カヌー協会松　本　頼　明成　女 スプリントＫ－１ 〃 ヒャクハタ　ミキ 武庫川女子大学(４) ○百　畑　美　希少　男 スプリントＫ－１ 〃 ヨシダ　ケイスケ 島根中央高等学校(３)吉　田　圭　佑スプリントＣ－１ 〃 ナガシマ　タクト 出雲農林高等学校(３)長　島　拓　人スプリントＣ－２ 〃 オクイ　タクミ 出雲農林高等学校(２)奥　井　　　匠〃 オクイ　ショウゴ 出雲農林高等学校(２)奥　井　渉　悟少　女 スプリントＫ－１ 〃 テラモト　ナナミ 島根中央高等学校(３)寺　本　ななみスプリントＫ－２ 〃 オオクニ　ハルカ 出雲農林高等学校(３)大　國　遥　夏〃 タカミ　ユミ 出雲農林高等学校(３)高　見　祐　美スプリント コ ー チ セコ　タダナガ 島根中央高等学校瀬　古　忠　永空 手 道 監　　督 サトウ　イチロウ 一般財団法人ＳＫ総合住宅サービス協会広島支所佐　藤　一　郎成　男 組　手 選　　手 カネコ　ジュンヤ 島根大学(３)金　子　隼　也組　手 〃 タナカ　シュンスケ 中国電力㈱ 島根原子力発電所田　中　俊　介組　手 〃 ムラタ　コウキ 島根大学(４)村　田　康　貴成　女 組　手 〃 タカトリ　ユキハ 島根大学(４)高　鳥　幸　葉

競技名 種　別 種　　　目 監督･選手 フ　リ　ガ　ナ 勤　　務　　先 　学 校 名（学年） ふるさと 登録選手氏　　　名
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空 手 道 少　男 組　手 選　　手 ムラカミ　シュン 松徳学院高等学校(３)村　上　　　駿形 〃 カタヤマ　ユウゴ 津和野高等学校(１)片　山　由　冴少　女 組　手 〃 アダチ　ヒミカ 松徳学院高等学校(１)足　立　飛未花銃 剣 道 成　男 選手･監督 ササキ　ノボル 出雲駐屯地第13偵察隊佐々木　　　昇選　　手 カワノ　シュウサク 出雲駐屯地第304施設隊川　野　宗　作〃 アガワ　テツジ 山口駐屯地第１中隊 ○阿　川　哲　司ク レ ー 射　　撃 成　男 トラップ 監督･選手 マルイシ　ヒロシ ㈱ＭＳＴＣ丸　石　　　博選　　手 イノウエ　キヨシ ㈱ニチラス井　上　　　清〃 コイデ　ノブアキ ㈲電技社小　出　伸　昭なぎなた 監　　督 ヒライ　ミワ ㈱山陰合同銀行平　井　美　和成　女 試合競技 選　　手 フクダ　エリ 島根銀行㈱福　田　絵　里試合競技 演技競技 〃 カマヤ　ヒロコ JAいずも釜　屋　寛　子試合競技 演技競技 〃 アジキ　アイ 県立武道館 ((公財)島根県体育協会)安　喰　　　愛少　女 試合競技 選　　手 ナカシマ　キョウカ 出雲北陵高等学校(２)中　島　杏　佳試合競技 演技競技 〃 シナガワ　エリカ 出雲北陵高等学校(３)品　川　恵利香試合競技 演技競技 〃 ヒノ　アユミ 出雲北陵高等学校(２)樋　野　　　歩コ ー チ イノウエ　ミヨ 出雲北陵高等学校井　上　美　代トレーナー カトウ　ユウキ 出雲市民病院加　藤　勇　輝ボウリング 成　女 監　　督 ヨシオカ　ノブヨシ 島根県ボウリング連盟吉　岡　伸　義選　　手 ハヤシダ　ナオエ 主　婦林　田　尚　恵〃 ミヤクラ　ユウコ 広島ガスエナジー㈱宮　倉　裕　子〃 イシハラ　ルミコ 医療法人青葉会 松江青葉病院石　原　留美子〃 タチバナ　マサエ 主　婦立　花　正　枝

競技名 種　別 種　　　目 監督･選手 フ　リ　ガ　ナ 勤　　務　　先 　学 校 名（学年） ふるさと 登録選手氏　　　名
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ゴ ル フ 監　　督 オニキ　　ユウジ オフィス　リープ鬼　城　裕　司成　男 選　　手 ヤマサキ　ゴロウ ㈱中電環境テクノス山　崎　吾　朗〃 カマタ　ケンジ ㈲鎌田建設鎌　田　賢　二〃 アラキ　ヨウジ 出雲ゴルフ倶楽部荒　木　洋　二女　子 〃 ササキ　アツミ 佐々木組佐々木　京　美〃 トウジョウ　ヤヨイ 金城カントリークラブ東　條　弥　生〃 ナガタ　シオリ 安来高等学校(２)永　田　詩　織ト ラ イ アスロン 成　男 選　　手 オケタニ　ユウキ GUSTY ○桶　谷　祐　輝成　女 〃 マツモト　カナ 株式会社地域医療支援センターしまね薬局松　本　華　奈コ ー チ モリ　ミツル ネクストパワー母　里　　　充

競技名 種　別 種　　　目 監督･選手 フ　リ　ガ　ナ 勤　　務　　先 　学 校 名（学年） ふるさと 登録選手氏　　　名
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