
年度 表彰対象 団体名 推薦団体

　 島根県立横田高等学校男子ホッケー部 　 島根県ホッケー協会・奥出雲町体育協会・島根県高等学校体育連盟

　 島根県立島根中央高等学校男子カヌー部 　 島根県高等学校体育連盟

　 大田市立第二中学校軟式野球部    島根県中学校体育連盟

 　出雲北陵中学校なぎなた部 　 島根県なぎなた連盟

　 島根県立島根中央高等学校女子カヌー部 　 島根県高等学校体育連盟

　 石見智翠館高等学校女子ラグビー部 　 島根県ラグビーフットボール協会

　 奥出雲町立横田中学校女子ホッケー部 　 島根県ホッケー協会・奥出雲町体育協会・島根県中学校体育連盟

　 松徳学院中学校男子卓球部 　 一般社団法人島根県卓球協会・島根県中学校体育連盟

　 益田市立益田中学校女子卓球部 　 一般社団法人島根県卓球協会・島根県中学校体育連盟

島根県立横田高等学校男子ホッケー部 奥出雲町体育協会・島根県高等学校体育連盟

石見智翠館高等学校女子ラグビー部 県ラグビーフットボール協会

出雲北陵中学校なぎなた部 島根県なぎなた連盟

島根県自転車競技連盟 島根県自転車競技連盟

島根県立島根中央高等学校男子カヌー部 島根県高等学校体育連盟

島根県立松江北高等学校女子ボート部 島根県ボート協会・島根県高等学校体育連盟

中学男子ホッケー島根選抜 奥出雲町体育協会

出雲北陵高等学校卓球部 島根県高等学校体育連盟

奥出雲町立横田中学校女子ホッケー部 奥出雲町体育協会・島根県中学校体育連盟

島根県立出雲農林高等学校女子カヌー部 島根県カヌー協会

島根県立安来高等学校フェンシング部 島根県フェンシング協会・島根県高等学校体育連盟

島根県立横田高等学校男子ホッケー部 奥出雲町体育協会・島根県高等学校体育連盟

益田市立益田中学校女子卓球部 島根県卓球協会

松江市なぎなた連盟 島根県なぎなた連盟

石見智翠館高等学校女子ラグビー部 県ラグビーフットボール協会

奥出雲町立横田中学校男子ホッケー部 県中学校体育連盟

島根県なぎなた連盟 県なぎなた連盟

松江シティＦＣ (一社)県サッカー協会

大田市立第二中学校野球部 県軟式野球連盟

島根県立横田高等学校男子ホッケー部 県高等学校体育連盟

出雲北陵高等学校なぎなた部 県なぎなた連盟

開星中学校新体操部 県中学校体育連盟

山陰合同銀行バドミントン部 県バドミントン協会

島根県立出雲農林高等学校カヌー部 県カヌー協会・島根県高等学校体育連盟

島根県立横田高等学校女子ホッケー部 県高等学校体育連盟

中学男子ホッケー島根選抜 奥出雲町体育協会

益田市立益田中学校女子卓球部 県卓球協会

中学男子ホッケー島根選抜 奥出雲町体育協会

出雲西高等学校男子ゲートボール部 出雲市体育協会

松江シティFC （一社）県サッカー協会

出雲工業高校男子弓道部 県弓道連盟・県高体連

島根県なぎなた連盟 県なぎなた連盟

松江フィフティーズOB 県ソフトボール協会

友和会A 出雲市体育協会

河南クラブ 出雲市体育協会

横田高校男子ホッケー部 奥出雲町体育協会・県高体連

横田高校女子ホッケー部 奥出雲町体育協会・県高体連

石見智翠館高校女子ラグビー部 県高体連

石見智翠館高校男子ラグビー部 県高体連

安来高校女子フェンシング部 県フェンシング協会・県高体連

出雲農林高校カヌー部 県高体連

出雲西高校女子ゲートボール部 出雲市体育協会

R3 優秀チーム

29 優秀チーム

公益財団法人島根県体育協会表彰者一覧【優秀チーム】

R１ 優秀チーム

R2 優秀チーム

Ｈ30 優秀チーム



年度 表彰対象 団体名 推薦団体

石見智翠館高校女子ラグビー部 県高体連

湖南中学校水泳部 県中体連

島根県なぎなた連盟 県なぎなた連盟

出雲農林高校カヌー部 県カヌー協会・県高体連

大社高校剣道部 県高体連

島根県男子チーム 県ホッケー協会・奥出雲町体育協会

出雲北陵中学校男子卓球部 県卓球協会・県中体連

横田中学校男子ホッケー部 県ホッケー協会・県中体連・奥出雲町体育協会

出雲西高校男子ゲートボール部 出雲市体育協会

横田高校男子ホッケー部 県ホッケー協会・県高体連・奥出雲町体育協会

仁多中学校男子ホッケー部 県ホッケー協会・県中体連・奥出雲町体育協会

出雲西高校女子ゲートボール部 出雲市体育協会

横田高校男子ホッケー部 県ホッケー協会・県高体連・奥出雲町体育協会

島根県男子チーム 県ホッケー協会・奥出雲町体育協会

湖南中学校水泳部 県中体連

出雲西高校男子ゲートボール部 出雲市体育協会

ティナーズ 県軟式野球連盟

出雲西高校女子ゲートボール部 出雲市体育協会

横田中学校男子ホッケー部 県ホッケー協会・奥出雲町体育協会

横田中学校女子ホッケー部 県ホッケー協会・奥出雲町体育協会

山陰合同銀行バドミントン部 県バドミントン協会

立正大学淞南高校サッカー部 （一社）県サッカー協会・県高体連

石見智翠館高校ラグビー部 県高体連

益田東中学校 県軟式野球連盟

やすぎチーム 県ゲートボール協会

坂下チーム 県ゲートボール協会

横田高校男子ホッケー部 県高体連・奥出雲町体育協会

出雲西高校男子ゲートボール部 出雲市体育協会

出雲西高校女子ゲートボール部 出雲市体育協会

島根県なぎなた連盟選抜チーム 県なぎなた連盟

仁多中学校女子ホッケー部 奥出雲町体育協会

出雲西クラブチーム 県ゲートボール協会

あさひチーム 県ゲートボール協会

島根県庁クラブチーム 県ゲートボール協会

出雲高校男子弓道部 県弓道連盟・県高体連

木次ミステリーズ 県ソフトボール協会

出雲西高校男子ゲートボール部 出雲市体育協会

仁多中学校男子ホッケー部 県中体連・奥出雲町体育協会

横田中学校女子ホッケー部 県中体連・奥出雲町体育協会

横田高校男子ホッケー部 県高体連・奥出雲町体育協会

DAN-DAN 県ソフトボール協会

開星中学校女子テニス部 県テニス協会

出雲西高女子ゲートボール部 出雲市体育協会

松江北高校女子弓道部 県弓道連盟・県高体連

大社高校女子弓道部 県弓道連盟・県高体連

石見智翠館高校ラグビー部 県ラグビー協会・県高体連・江津市体育協会

出雲西高校男子ゲートボール部 県ゲートボール協会

仁多中学校男子ホッケー部 県中体連・奥出雲町体育協会

横田高校男子ホッケー部 県高体連・奥出雲町体育協会

大田市立第一中学校男子弓道部 県弓道連盟

出雲西高校女子ゲートボール部 県ゲートボール協会

横田中学校男子ホッケー部 県中体連・奥出雲町体育協会

大東中学校軟式野球部 県中体連

出雲北陵中学校男子卓球部 県中体連

立正大学淞南高校サッカー部 県高体連

島根県中学生男子ホッケー選抜チーム 県中体連

横田高校男子ホッケー部 県高体連・奥出雲町体育協会

安来高校男子フェンシング部 県高体連・県フェンシング協会

松徳学院高校バドミントン部 県高体連・県バドミントン協会

都道府県対抗なぎなた大会島根選抜 県なぎなた連盟

都道府県対抗中学生ホッケー男子島根選抜 奥出雲体協

浜田ミドルチーム 県ゲートボール協会

横田中学校男子ホッケー部 県中体連・奥出雲町体育協会

松徳学院中学校男子卓球部 県中体連

大田第一中学校弓道部 県弓道連盟

立正大学淞南高校サッカー部 県高体連

28 優秀チーム

23 優秀チーム

26 優秀チーム

優秀チーム25

24 優秀チーム

27 優秀チーム



年度 表彰対象 団体名 推薦団体

平田中学校女子剣道部 県中体連・県剣道連盟

横田中学校女子ホッケー部 県中体連

松江第二中学校男子剣道部 県中体連・県剣道連盟

松徳学院中学校女子空手道部 県空手道連盟

大社高校女子剣道部 県高体連・県剣道連盟

立正大学淞南高校サッカー部 県高体連・県サッカー協会

大社高校女子剣道部 県高等学校体育連盟

東出雲中学校女子空手道部 県空手道連盟

20 優秀チーム 出雲第一中学校陸上部男子4×100ｍＲチーム 県中体連・県陸上競技協会

湯の川チーム 斐川町体育協会

友和会チーム 出雲市体育協会

江津工業高校男子弓道部 県高体連

松江北高校通信制男子卓球部 県高体連

松江南高校宍道分校女子卓球部 県高体連

出雲第一中学校男子ソフトテニス部 県中体連

横田中学校男子ホッケー部 県中体連・横田町体育協会

大社高校男子剣道部 県高体連

松江北高校男子登山部 県高体連・県山岳連盟

松江南高校宍道分校女子卓球部 県高体連

江の川高校硬式野球部 県高体連

瑞穂銃剣道クラブ 県銃剣道連盟

吉田クラブ野球スポーツ少年団 益田市体育協会

島根大学女子剣道部 県剣道連盟

松江北高校陸上競技部 県高体連

安来高校フェンシング部 県高体連

出雲高校女子弓道部 県弓道連盟

松江工業高等専門学校弓道部 県弓道連盟

仁多中学校男子駅伝チーム 県中体連

松江第一中学校女子400ｍリレーチーム 県中体連

島根大学女子剣道部 県剣道連盟

出雲高校j定時制女子卓球部 県高体連

大社高校女子剣道部 県高体連

村上祥介・田中雅文組 県ソフトテニス連盟

松江北高校通信課程軟式野球部 県高体連

松江北高校通信課程男子バレーボール部 県高体連

7 優秀チーム 益田高校女子柔道部 県高体連

4 優秀チーム 仁多中学校女子ホッケー部 県ホッケー協会

松江湖南中学校女子リレーチーム 県陸上競技協会

松江第一中学校男子リレーチーム 県陸上競技協会

多伎チーム 県ゲートボール協会

2 優秀チーム 瑞穂少年銃剣道部 県銃剣道連盟

Ｓ63 優秀チーム 出雲商業高校女子弓道部 県高体連

55 優秀チーム 大田高校男子弓道部 県高体連

54 優秀チーム 松江北高校通信課程男子バレーボール部 県高体連

53 優秀チーム 浜田高校軟式野球部 県高体連

松江北高校通信課程軟式野球部 県軟式野球連盟

松江北高校通信課程男子バレーボール部 県バレーボール協会

浜田高校今市分校山岳部 県山岳連盟

50 優秀チーム 出雲工業高校自転車部 県自転車競技連盟

49 優秀チーム バスケットボール教員男子チーム 県バスケットボール協会

第25回国体弓道競技成年男子チーム 県弓道連盟

安来第二中学校女子バレーボール部 県バレーボール協会

43 優秀チーム 松江工業高校バスケットボール部 県バスケットボール協会

40 優秀チーム 邇摩高校女子弓道部 県弓道連盟

16

18 優秀チーム

21 優秀チーム

8

22 優秀チーム

13 優秀チーム

14 優秀チーム

15 優秀チーム

9 優秀チーム

10 優秀チーム

11 優秀チーム

優秀チーム

45 優秀チーム

51 優秀チーム

3 優秀チーム

優秀チーム


