
矢高生が大活躍！新チームでも頑張っています！ 
10月号は夏の大会以降、矢上高校生の各種大会での活躍についてまとめてお伝えいたします。どの部も活躍しています＾＾！ 

 

 

 

令和元年9月30日（月）矢上高校野球部は、秋季高等学校野球大会において優勝いたしました！！！！！ 

創部以来の悲願の初優勝、中国大会出場は24年ぶりの快挙となります。苦しくとも最後まで笑顔で前を向いて進んでいく姿は、

多くの方に感動とよろこびを与えてくれました。この姿こそ、矢上高校がこの邑南の地で培ってきたものです。 

地域の皆さまはじめ、保護者の方、卒業生の方々の応援がどれだけ選手の力となったかはかり知れません。今回の優勝はすべての

方の思いが伝わったからこそです。応援本当にありがとうございました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優勝当日、町長様はじめたくさんのお出迎えをいただきありがとうございました。優勝を報告している場面です。(矢上高校にて) 

 

☆☆☆秋季高等学校野球大会 大会結果☆☆☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

矢 高 だ よ り 令和元年 10月号 

１１/１６（土） 矢上高校 未来フォーラム  
 矢高生が邑南町の未来に向けてフレッシュな新提案！（体育館にて）  

１１/１７（日）  産業祭 ・ 第2回オープンスクール 
   農産品等販売！（産業技術科各会場） 催しいっぱい！ 

皆様のご来場を心よりお待ちしております。お楽しみに！  

※詳細は今後ホームページ、11月号に掲載いたします。 

決勝戦 9月30日（月） 松江市営球場 

平田 １－３ 矢上  優 勝 

平田 000 001 000 =１ 

矢上 010 002 00×=３ 

投－捕 上田－高村  

本塁打 上田   二塁打 秋田 
 

準決勝 9月29日（日） 松江市営球場 

出雲西 ０－１ 矢上 

出雲西 000 000 000 =０ 

矢 上  010 000 00×=１ 

投－捕 上田－高村 

9月15日（日） 浜田市野球場 

江津工業 １－１１ 矢上（５回コールド） 

江工 000 01 =1 

矢上 910 01×=11 

投－捕 上田・向原・桃田－高村  

本塁打 高村・桃田   3塁打 三浦   2塁打上田  

 

9月13日（金 ）浜田市野球場 

情報科学 ０－１０ 矢上（５回コールド） 

情報 000 00  =0 

矢上 301 24×=10 

投－捕 上田寛ー高村 

3塁打 梶川   2塁打 高村・桃田2 

9月24日（火） 江津市民球場 

飯南 １-10  矢上 （7回コールド） 

飯南 010 000 0  =１ 

矢上 001 324 × =10 

投－捕 上田－高村 

3塁打 桃田・福田駿 ２   2塁打 向原 

 

9月23日（月） 江津市民球場 

松江北 ２－６ 矢上 

松江北 000 000 002  =2 

矢 上 202 000 20×  =6 

投－捕 上田・向原・牧原－高村  

2塁打 上田・高村 

キャプテンコメント 

秋季大会では、地域の皆様を中心にたく

さんの方々の応援のおかげで優勝するこ

とができました。 

中国大会に島根県代表として出場してき

ます。明るく、一戦必勝であたりまえの

プレーをあたりまえにやっていきたいと

思います。 

応援よろしくおねがいいたします！ 



☆大会結果 (7月26日～9月30日)   応援よろしくお願いします！！！ 

 

産業技術科・農業クラブ 

【大会名】島根県学校農業クラブ農業鑑定競技県大会 

【期日】令和元年7月26日（金） 

【会場】松江農林高校 

★農業区分  

最優秀賞 山野春太郎（全国） 

      優秀賞 高岡鈴夏（全国） 

豊田美桜、日高悠佑、森内敬士郎、 

左右田愛佳、梅田彩寧、基 亮太  

★畜産区分 優秀賞 野間悠花（全国） 

※日本学校農業クラブ全国大会FFJ 南東北大会に出場 

 

【大会名】島根おおち地区本部管内県種畜共進会選抜会 

【期日】令和元年8月30日（金） 

【会場】島根おおち地区石見畜産センター 

未経産牛の部 「かえで号」を出品し、首席を獲得 

 

卓球部 

【大会名】島根県高等学校卓球選手権大会 

【期日】令和元年9月13日（金）～15日（日） 

【会場】島根県立体育館 

★女子ダブルス 

 三浦・寺本愛  ※ベスト8 

 寺本優・田中芽 ※ベスト16 

★女子シングルス 

 三浦七夕    ※ベスト32 

陸上競技部 

【大会名】第65回島根県高等学校新人陸上競技大会 

【期日】令和元年9月15日（日）～9月16日（月） 

【会場】益田市陸上競技場 

・上木 杏香音：女子400ｍＨ 第2位（1.08.54） 

※中国大会出場権獲得 

 

バレー部 

【大会名】第10回 5校対抗戦 

【期日】令和元年9月7日(土)・8日(日) 

【会場】出雲農林高校 

・予選ﾘｰｸﾞ：5位  

・順位決定トーナメント：1回戦 敗退 

野球部   

【大会名】石東地区高校野球新人戦 

【期日】令和元年8月17日（土）・18日（日） 

【会場】石見スタジアム 

 矢上Ａ 11－2 島根中央Ａ (コールド勝ち) 

 矢上Ａ 13－7 大田    矢上Ｂ  5－6 島根中央Ｂ 

【大会名】秋季高等学校野球大会  優 勝  

※中国大会出場権獲得 ※詳細は表面をご覧ください。 

 

バドミントン部 

【大会名】第45回島根県高等学校バドミントン選手権大会 

【期日】令和元年9月7日（土）・8日（日） 

【会場】島根県立浜山公園体育館（カミアリ－ナ） 

★個人戦男子ダブルス  

小笠原和寿（2年）・村上楓也（1年）※ベスト16 

松本康大（2年）・多々納勇斗    ※ベスト32 

有井太陽（2年）・三上絢司（2年） ※ベスト32 

小田圭一（1年）・德川辰海（1年） ※ベスト32 

★個人戦女子ダブルス  

石橋慶華（2年）・髙田麻衣（2年） ※ベスト32 

★個人戦シングルスすべて２回戦までで敗退 

 

ソフトテニス部 

【大会名】島根県ソフトテニス選手権大会 

【期日】令和元年9月14日（土）・15日（日） 

【会場】松江市総合運動公園 

＜ベスト３２以下トーナメント＞ 

酒井・山田ペア ※４回戦進出（途中打ち切り） 

吹奏楽部 

【大会名】全日本吹奏楽コンクール島根県大会 

【期日】令和元年8月3日（土） 出雲市民会館 

高等学校小編成の部 金賞 

美術部 

【大会名】高文連石見地区絵画コンクール 

【期日】令和 元年9年月7日（土） 江津市本町   

全員入選 （上位の賞がない大会です） 

2年 山﨑菜々、山﨑萌々、屋原美緒、神田紗羅 

1年 岩切茉名、河手風雅 ※神田さんが優秀作品で講評 

☆☆☆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！☆☆☆ 

授業公開週間 

１１月１１日（月） 

～１７日（日） 
授業や学校の様子を 

この機会にぜひご覧ください 

令和元年１１月の予定 

1日（金） いじめ意識調査 （～7日） 

16日（土） 未来フォーラム 

17日（日） 産業祭 

第2回オープンスクール 

18日（月） 振替休日（全校） 

19日（火） 振替休日（産業技術科） 

21日（木） 考査発表 

28日（木） 期末考査 （～12月3日） 

11月22日（金）  第2回ＰＴＡ役員会 

普通科 模試の日程 
３年生  １日（金）～２日（土） ベネッセ駿台Ｍ模試 

３日（日）        大学別オープン模試 

２年生  ５日（火）～６日（水） 進研模試 

１年生  ６日（水）        進研模試 

産業技術科   1・2年  6日（水）  進路マップ 


