
№ 学　　校　　名 所　　在　　地 校 長 名 部　長 監　督

1 安来高等学校 〒6920031安来市佐久保町115 柳樂　眞悟 細木　涼平 三島　弘樹

2 情報科学高等学校 〒6928500安来市能義町310 渡邊　勝義 岩佐　朋文 中村　弘樹

3 松江北高等学校 〒6900872松江市奥谷町164 常松　　徹 井口　　環 西尾　大樹

4 松江南高等学校 〒6908519松江市八雲台1-1-1 倉崎　千草 吉村　竜成 嶽野　正樹

5 松江東高等学校 〒6900823松江市西川津町510 田中　正樹 水師　敏樹 足立　悠造

6 松江農林高等学校 〒6908507松江市乃木福富町51 吉岡　正弘 奥井　亘 早戸　克也

7 松江工業高等学校 〒6908528松江市古志原4-1-10 宇津　　誠 岡本　知行 田村　　穣

8 松江商業高等学校 〒6908525松江市浜乃木8-1-1 西村　隆正 高木　淳也 松本　篤士

9 隠岐高等学校 〒6858512隠岐郡隠岐の島町有木尼寺原1 陶山　裕史 安部　大地 渡部　　謙

10 松江工業高等専門学校 〒6908518松江市西生馬町14-4 大津　宏康 高見　昭康 中西　大輔

11 立正大学淞南高等学校 〒6908517松江市大庭町1794-2 北村　直樹 佐藤　三剛 太田　　充

12 松江西高等学校 〒6900015松江市上乃木3-21-10 安達　　徹 小川　武将 杉田　憲彦

13 開星高等学校 〒6900017松江市西津田9-11-1 水野　次郎 大谷　弘一郎 野々村 直通

14 大東高等学校 〒6991251雲南市大東町大東637 田根　　衛 吉村　航平 曽田　陽一

15 三刀屋高等学校 〒6902404雲南市三刀屋町三刀屋912-2 山﨑　　誠 桑原　知歩 國分　　健

16 平田高等学校 〒6910001出雲市平田町1 小林　　努 竹縄　　淳 植田　　悟

17 出雲高等学校 〒6930001出雲市今市町1800 多々納　雄二 長岡　将司 藤江　拓志

18 出雲工業高等学校 〒6930022出雲市上塩冶町420 佐々木　雅典 上野　貴央 持田　　師

19 出雲商業高等学校 〒6930011出雲市大津町2525 水津　則義 田中　大介 小玉　大介

20 出雲農林高等学校 〒6930046出雲市下横町950 山根　　登 岡崎　拓也 森脇　一正

21 大社高等学校 〒6990722出雲市大社町北荒木1473 江角　和生 井上　誠也 石飛　文太

22 出雲北陵高等学校 〒6930073出雲市西林木町3 水谷　厚志 陶山　浩史 畑　宗一郎

23 出雲西高等学校 〒6930032出雲市下古志町1163 吉田　英司 竹下　慎也 野中　徹博

24 飯南高等学校 〒6903401飯石郡飯南町野萱800 青山　顕紹 吉川　一成 来田　良博

25 大田高等学校 〒6940064大田市大田町大田イ568 渡部　敏郎 三谷　貴司 松林　純暉

26 邇摩高等学校 〒6992301大田市仁摩町仁万907 黒崎　千春 櫻井　英也 堀　章夫

27 島根中央高等学校 〒6960001邑智郡川本町川本222 立石　祥美 日高　　圭 新田　　均

28 矢上高等学校 〒6960198邑智郡邑南町矢上3921 志波　英樹 安食　淳一 山本　　翔

29 江津高等学校 〒6950021江津市都野津町293 江川　数司 野津　　稔 橋田　琢也

30 江津工業高等学校 〒6950011江津市江津町1477 田村　　実 藤原　隆志 持田　茂彦

31 石見智翠館高等学校 〒6958502江津市渡津町1904-1 竹迫　　繁 谷本　暁彦 末光　章朗

32 浜田高等学校 〒6970024浜田市黒川町3749 熊谷　修山 松嶋　亮太 家田　康大

33 浜田商業高等学校 〒6970062浜田市熱田町675 木村　文明 石川　隼人 櫛田　　誠

34 浜田水産高等学校 〒6970051浜田市瀬戸ヶ島町25-3 福井　文生 石川　恭司 佐々木　義彦

35 益田高等学校 〒6980017益田市七尾町1-17 長岡　正和 椋木　達彦 屋敷　硬司

36 益田翔陽高等学校 〒6980041益田市高津3-21-1 佐々岡　節雄 岩本　隆美 石川　敦司

37 明誠高等学校 〒6980006益田市三宅町7-37 岩本　康幸 澤江　孝美 菊井　陽平

38 益田東高等学校 〒6980011益田市染羽町1-24 坂田　仁志 寺戸　宏典 大庭　敏文

39 津和野高等学校 〒6995605鹿足郡津和野町後田ハ12-3 宮島　忠史 朝槻　真也 桑原　健二

軟式 隠岐水産高等学校 〒6850005隠岐郡隠岐の島東郷吉津2 酒井　實三 梶野　裕司 岡田　弦也

軟式 隠岐島前高等学校 〒6840404 隠岐郡海士町福井1403 井筒　秀明 石和田　達也 柳原　大貴

軟式 三刀屋高等学校掛合分校 〒6902701雲南市掛合町掛合3601 山﨑　　誠 本間　知之

軟式 浜田高等学校 〒6970024浜田市黒川町3749 熊谷　修山 澤江　晋亮 本田　知紀
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