
いざ県高校総体へ！全力出し切ります！応援よろしくお願いします！！ 

 令和初の島根県高校総体、特に

3年生は最後の大会となるため、

ベストを尽くせるよう残された期

間の練習に励んでいます。皆様、

矢上高校生に温かいご声援をいた

だきますようどうぞよろしくお願

いいたします！！ 

期日・競技会場は以下となりま

すので応援に来てください！！！ 

各部の会期・会場・意気込み！ 

 

第 21回 吹奏楽部定期演奏会  

6月 9日（日） 矢上高校体育館 

受付 13時 30分   開演 １４時 

・クラシックステージ  ・ポップステージ 

・合同ステージ        入場無料 

【ゲスト】 石見中学校吹奏楽部 

瑞穂中学校吹奏楽部 

令和元年 6月の予定 

3日（月） 総体報告会 

2.3年 進路ガイダンス 

３年   進路希望調査  

平日補習開始 

４日（火） 東大ネット開始 

６日（木） 全統模試（２年） 

７日（金） いじめ意識調査 

就職・公務員模試（３年） 

７日（金）８日（土）  

進研マーク（３年） 

10日（月）～14日（金） 

授業公開週間 

１５日（土） ＧＴＥＣ（2.3年） 

２０日（木） 考査発表 

２７日（木）～７月２日（火）  

期末考査 島根県高校生選抜作品展 

高校美術展がやってきた！ 

8日（土）・9日（日）  あいたうんアベル 

10日（月）～13日（木） 矢上高校 

内科検診 ４日（火）１年、  ５日（水）２年、 ６日（木）３年 

眼科検診 ２０日（木）全学年 

スクールカウンセラー来校日 １０日（月）、２４日（月） 

矢 高 だ よ り 令和元年 

5 月号 

バスケットボール部 男子・女子 

５月３０日（木）～６月１日（土） 

会場 出雲市：島根県立浜山公園体育館（カミアリーナ） 

男子 ☆会場を感動の渦へと巻き込みます！ 

女子 ☆昨年は安来高校に負けているので今年は絶対

に勝って、２回戦に進めるように頑張ります！ 

陸上競技部 

５月２４日（金）～２６日（日） 

会場 出雲市：島根県立浜山公園陸上競技場 

☆1 人でも多く決勝に進み、6 位までに入賞して 

中国大会に進めるように頑張ります！ 

卓球部   

５月３０日（木）～６月１日（土） 

会場 松江市：松江市総合体育館 

☆個人戦でも団体戦でもチームとして団結し、 

一つでも多く勝てるようにしたいです！ 

剣道部 

５月３１日（金）～６月１日（土） 

会場 益田市：益田市民体育館 

☆個人戦ではベスト 16以内、団体戦ではベスト４

に入れるように頑張ります！！ 

バレーボール部  

５月３０日（木）～６月１日（土） 

会場 浜田市：島根県立体育館・浜田高校 

☆人数は少ないですが、笑顔と感謝の気持ちを忘れずに

全力でプレーしたいと思います！ 

バドミントン部  

５月３０日（木）～６月１日（土） 

会場 松江市：鹿島総合体育館 

☆３年生最後の大会なので、良い結果を残せる   

よう、全力を尽くしたいです！ 



☆生徒会より 

新執行部による生徒会活動がはじまりました！矢上高校を生徒全員で盛り上げていきましょう！！！ 

生徒会長挨拶 

このたび生徒会長になりました 2年 2組の髙橋共祐です。

みなさんにとってこの 1年間が楽しく、思い出に残るよう

に活動していきますので、よろしくお願いいたします。 

新役員紹介 

会 長 2 年 2 組 髙橋共祐 

副会長 2 年 1 組 上田寛人 

議 長 2 年 1 組 三浦千聖 副議長 2 年 1 組 的場 碧 

会 計 2 年 2 組 石塚杏菜・2 年２組 田中陽美 

書 記 2 年 1 組 田中舜晟・2 年 2 組 駒川愛夏 

☆部活動大会結果 (４月 22 日～5 月 6 日)  応援よろしくお願いします！！！ 

卓球部   

【大会名】中国高等学校卓球選手権県予選  

【期 日】平成 31 年４月 26 日（金）～28 日（日） 

【会 場】益田市民体育館  

【大会結果】  

〈男子〉 

〇学校対抗 １回戦 矢上０－３隠岐  

〇個人戦ダブルス  ２回戦 奥村・穂積１－３（松江商）  

〇個人戦シングルス ３回戦 穂積１－３（出雲工） 

〈女子〉 

〇学校対抗  ２回戦 矢上３－０飯南 

準々決勝 矢上３－２松江商 

準決勝  矢上０－３明誠   

※第 3 位 中国高校選手権出場権獲得（２年連続） 

 

〇個人戦ダブルス 

３回戦 三浦・寺本愛３－０（浜田） 寺本優・田中３－２（明誠） 

４回戦 三浦・寺本愛０－３（明誠） 

    寺本優・田中０－３（明誠）※ベスト 16 

〇個人戦シングルス 

３回戦 寺本愛３－０（出雲商） 三浦 ３－１（出雲西） 

    寺本優２－３（明誠）  田中 ０－３（平田） 

４回戦 三浦 ０－３（明誠） 寺本愛０－３（明誠） ※ベスト 32 

☆第 17 代表決定トーナメント 

３回戦 三浦 ３－１（明誠） 寺本愛０－３（明誠） 

代表決定戦 三浦 ２－３（明誠） 

 

野球部 

【大会名】春季野球県大会 

【期日・会場】 

平成３１年４月２６日（金）～２８日（日） 

        益田市民球場 

令和元年５月２日（木）～３日（金） 

松江市営野球場 

【大会結果】  

 ・矢上 １２ー０ 出雲工業（１回戦） 

 ・矢上 １０ー９ 松江農林（準々決勝） 

 ・矢上  ２ー３ 大社  （準決勝） 

 ・矢上  ５ー３ 出雲商業（３位決定戦） 

※第３位   山陰大会に出場権獲得 

 

陸上競技部   

【大会名】第 102 回全山陰陸上競技大会 

【期 日】平成３１年４月２７日（土）～２８日（日） 

【会 場】松江市営陸上競技場 

【大会結果】  

     ・的場真那斗：110ｍH 第５位 

     ・上木杏香音：走高跳  第４位 

【大会名】第 73 回島根陸上競技選手権大会 

【期 日】令和元年５月４日（土）～５日（日） 

【会 場】益田公園陸上競技場 

【大会結果】  

 ・的場真那斗：110ｍH 第７位 

 ・上木杏香音：走高跳  第７位、100ｍＨ 第６位 

☆☆☆日頃のニュースやお知らせは、矢上高校ホームページに掲載しておりますので是非ご覧ください！☆☆☆ 

 

生徒会執行部写真 


