
年 西暦 選抜大会 春季県大会 選手権島根大会 秋季県大会 島根県高野連記念誌見出し
平成２８年 2016 開　星 開　星 出　雲 益田東
平成２７年 2015 出場校無し 松江商業 石見智翠館 大　社
平成２６年 2014 出場校無し 開　星 開　星 立正大淞南
平成２５年 2013 益田翔陽（21世紀枠） 開　星 石見智翠館 大　社
平成２４年 2012 出場校無し 浜　田 立正大淞南 益田翔陽
平成２３年 2011 出場校無し 石見智翠館 開　星 大　社
平成２２年 2010 開　星 出　雲 開　星 松江商業
平成２１年 2009 開　星 立正大淞南 立正大淞南 開　星
平成２０年 2008 出場校無し 開　星 開　星 邇　摩
平成１９年 2007 出場校無し 江の川 開　星 開　星
平成１８年 2006 出場校無し 開　星 開　星 浜　田
平成１７年 2005 出場校無し 立正大淞南 江の川 出雲西
平成１６年 2004 出場校無し 平　田 浜　田 出　雲
平成１５年 2003 隠岐（21世紀枠） 浜　田 江の川(ベスト4) 開　星
平成１４年 2002 松江北(21世紀枠) 益田東 開　星 隠　岐
平成１３年 2001 出場校無し 邇　摩 開　星 益田東
平成１２年 2000 出場校無し 三刀屋 益田東 浜　田
平成１１年 1999 浜　田 隠　岐 浜　田 浜　田
平成１０年 1998 出雲北陵 浜　田 浜田（ベスト8) 浜　田 出雲北陵１０年目の春　浜田夏のベスト８
平成　９年 1997 出場校無し 大　社 浜　田 江の川 浜田１６年ぶりの夏　目前の勝利逃す
平成　８年 1996 出場校無し 大　社 益田東 開　星 益田東２度目の夏　三東県大会で５３奪三振
平成　７年 1995 出場校無し 江の川 江の川 開　星 浜山球場にナイター施設完成
平成　６年 1994 江の川 淞　南 江の川 松江商業 江の川春夏連続出場
平成　５年 1993 出場校無し 淞　南 松江第一 浜　田 松江第一甲子園初出場
平成　４年 1992 出場校無し 江の川 大　社 邇　摩 大社８度目の甲子園　高校野球シンポジウム開催
平成　３年 1991 邇　摩 益田農林 益田農林 大　社 邇摩２度目のセンバツ　夏は全力疾走の益田農林
平成　２年 1990 出場校無し 淞　南 津和野 邇　摩 津和野甲子園初出場
平成　元年 1989 松江東 松江東 出雲商業 淞　南 松江東創部６年目でセンバツへ　夏は出雲商
昭和６３年 1988 出場校無し 江の川 江の川(ベスト8) 松江東 江の川甲子園でベスト８　谷繁県大会で７本塁打
昭和６２年 1987 大　田 益田農林 江の川 江の川 大田１８年ぶりのセンバツ　夏は１２年ぶりの江の川

昭和６１年 1986 出場校無し 平　田 浜田商業 大　田 浜田商業１２年ぶり２度目の甲子園(夏)
昭和６０年 1985 出場校無し 大　田 大　社 平　田 大社・夏の甲子園２２年ぶり出場
昭和５９年 1984 出場校無し 江の川 益田東 浜　田 益田東甲子園初出場　松江東を加え３２校
昭和５８年 1983 大　社 大　社 大　田 大　社 大社選抜ベスト８入り、夏は２４年ぶり大田
昭和５７年 1982 浜　田 浜　田 益　田 大　社 浜田センバツ出場　益田夏の甲子園初出場
昭和５６年 1981 出場校無し 江津工業 浜　田 浜　田 浜田３年連続夏を制覇
昭和５５年 1980 松江商業 三刀屋 浜　田 江津工業 松江商センバツへ、夏は浜田の連覇
昭和５４年 1979 出場校無し 浜　田 浜　田 松江商業 夏は一県一校に、浜田 夏の甲子園で大活躍

歴代県大会成績



昭和５３年 1978 益　田 江津工業 三刀屋 益　田 益田(春)、三刀屋(夏)初の甲子園出場
昭和５２年 1977 出場校無し 浜　田 浜田･(出雲商) 益　田 浜田２年連続甲子園へ、秋は益田が活躍
昭和５１年 1976 大　社 出　雲 浜田･(出雲) 浜　田 浜田の執念、夏を制す　大田神宮大会で活躍
昭和５０年 1975 出場校無し 大　田 江の川･(大社) 大　社 ２８年ぶりの山陰大会・代表に新鋭江の川
昭和４９年 1974 出場校無し 益　田 (大田)･(浜田) 大　田 高校野球のメッカ浜山球場完成
昭和４８年 1973 松江商業 松江商業 浜田商業 出雲西 浜田商・初優勝、晴れの甲子園へ
昭和４７年 1972 松江商業 出雲西 (出雲西)･(江の川) 江の川 好投手中林(松商)・矢田(出雲西)活躍
昭和４６年 1971 浜　田 浜　田 浜田･(出雲西) 松江商業 浜田、春夏連続甲子園へ
昭和４５年 1970 江津工業 江津工業 江津工･(安来) 浜　田 江津工・三沢で初の春夏連続甲子園出場
昭和４４年 1969 大　田 浜田商業 (江津)･(江津工) 大　田 西高東低・石見勢大健闘
昭和４３年 1968 出場校無し 邇　摩 浜　田 大　田 浜田、夏の甲子園初出場
昭和４２年 1967 出場校無し 大　社 (浜田水)･(益田農) 松江商業 浜田水産、早鞆に敗る(西中国大会)
昭和４１年 1966 邇　摩 浜　田 (松江商)･(邇摩) 邇　摩 邇摩、選抜大会に初出場
昭和４０年 1965 出場校無し 松江商業 (安来)･(大田) 邇　摩 秋季中国大会邇摩初優勝
昭和３９年 1964 出場校無し 浜　田 (松江商)･(出雲商) 大　社 新興勢力の台頭目立つ
昭和３８年 1963 出場校無し 大　田 大　社 浜　田 大社６度目の甲子園出場
昭和３７年 1962 出雲産業 松江商業 (浜田)･(益田) 出雲産業 出雲産選抜大会に出場
昭和３６年 1961 松江商業(ベスト8) 松江商業 大社・（安来） 出雲産業 松江商選抜大会ベスト８入り　大社２年連続夏の甲子園出場場

()無しは全国出場


