
新年1月号は11月以降、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! 

 

 

矢上高校卓球部は、令和2年1月12日（日）、大田総合体育館にて行われた全国高等学校選抜卓球大会シングルス（２部） 

島根県予選大会に出場しました。 女子シングルスにおいて、三浦七夕さんが見事優勝！！！寺本愛花さん、寺本優花さんが3位

入賞と、大活躍しました！優勝した三浦さんは、3月に千葉県で開催される全国大会に出場することが決まりました！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆☆☆全国高等学校選抜卓球大会シングルス（２部）島根県予選大会 女子シングルス 大会結果☆☆☆ 

 

☆☆☆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！☆☆☆ 

矢 高 だ よ り 令和2年 1月号 

☆第1回戦 

森   ３－１（松江南） 

 

☆第2回戦 

三浦  ３－０（大田） 

 寺本優 ３－１（松江北） 

 寺本愛 ３－０（大田） 

 田中  ３－０（出雲） 

上田  ０－３（出雲） 

森   ０－３（出雲西） 

 

☆第3回戦 

三浦  ３－０（松江農林） 

 寺本優 ３－０（出雲西） 

 寺本愛 ３－１（松江農林） 

 田中  ３－０（大田） 

☆第4回戦 

三浦  ３－０（出雲） 

 寺本優 ３－１（大田） 

 寺本愛 ３－０（松江北） 

 田中  １－３（松江南） 

 

☆準々決勝 

三浦  ３－２（松江商業） 

 寺本優 ３－１（出雲西） 

 寺本愛 ３－１（松江商業） 

 

☆準決勝 

三浦  ３－０ 寺本優（矢上）  

寺本愛 ２－３（出雲西）  

☆決 勝 優勝！！ 

三浦  ３－１（出雲西）  

 

令和２年 ２月の予定 

3日（月） 1･2年 小論ガイダンス② 

課題テスト(英) 

3日（月）～6日（木） 授業公開週間 

6日（木） 産技２年 課題研究中間発表会 

10日（月）  2年 志望理由書ガイダンス 

1年 スキー･スノーボード実習 

12日（水）  2年 人権同和教育HR 

20日（木） 振替休業日(2/22分) 

23日（日） 英検③2次 

28日（金） 振替休業日(3/1分) 

学年末考査（1・2年） 模試の日程 １・２年生 普通科 

考査発表   14日（金） 

21日（金）～22日（土） 

25日（火）～26日（水） 

7日（金） 

～8日（土） 

2年 進研共通テスト対策模試 

1年 全統記述模試 

3年生出校日の予定 

志望理由書ガイダンス（2年全員） 5日（水） 

12日（水） 

19日（水） 

はばたき講座① 

はばたき講座② 

卒業前講演会 

講師 三浦 類氏 

（石見銀山生活文化研究所） 

10日（月） 会場 視聴覚室 

（株）キッズコーポレーション 

5限 志望理由書の書き方ガイダンス 

6限 実際に書いてみる 

＜全国大会＞ 

第47回 

全国高等学校選抜卓球大会 

令和2年3月25日（水） 

        ～28日（土） 

千葉ポートアリーナ 

 

応援よろしくお願いします！ 



 

 

 

 

 

☆大会結果 (令和元年11月1日～令和２年1月12日)   

卓球部 

第47回全国高校選抜卓球大会中国地区予選会（中国大会） 

令和元年12月20日（金）～22日（日） 

/シシンヨーオークアリーナ（広島県呉市総合体育館） 

学校対抗 予選リーグE組 

◇第1試合  矢上 1ー3 早鞆（山口3位） 

◇第2試合  矢上 0ー3 鳥取敬愛（鳥取1位） 

 ※ 0勝2敗 3位 →予選リーグ敗退 

エキシビショントーナメント 

◇第1試合 矢上 3ー1 広島商業（広島3位） 

◇第2試合 矢上 1ー3 鳥取商業（鳥取2位） 

練習試合 

 矢上 3ー2 祇園北（広島5位） 

 矢上 3ー1 呉青山（広島4位） 

 

全国高等学校選抜卓球大会シングルス(2部) 

島根県予選大会 

令和2年1月12日（日）/大田総合体育館 

男子  第1回戦：穂積 ３－０（松江南） 

              鹿児島０－３（平田） 

第2回戦：穂積 ０－３（出雲西） 

女子  第 3位 寺本優花、寺本愛花 

優勝 三浦七夕 全国大会出場確定！ 
※詳細は表面の特集をご覧ください 

 

バスケットボール部 

石見地区高等学校新人バスケットボール大会 

令和元年12月14日（土）～15日（日）/浜田高校 

男子 ・1回戦   矢上 86ー55 大田 

・準決勝   矢上 62ー50 浜田商業 

・決勝    矢上 31ー66 浜田   ※第2位 

女子 ・1回戦  矢上 58ー86 益田 

 

島根県高等学校バスケットボール新人大会 

令和2年1月10日（金）/松江東高校 

男子    矢上 43 ｰ 67 益田翔陽 

女子    矢上 78 ｰ 59 平田 

       矢上 53 ｰ 88 明誠 

 

産業技術科 

島根おおち地区本部管内県種畜共進会選抜会 

令和元年11月8日（金）/島根おおち地区石見畜産センター 

「あすか号」を出品し、首席を獲得 

※4ヵ月～9ヵ月齢：15頭出場 

バドミントン部   

島根県高等学校バドミントン新人大会 

令和元年11月8日（金）～10日（日）/松江市総合体育館 

学校対抗戦  男子 矢上 1 ー 3 邇摩    

女子 矢上 0 ー 3 松江農林 

男子ダブルス         

小笠原（2年）・村上（1年）※ベスト16シード権獲得 

有井（2年）・三上（2年） ※ベスト32 

松本（2年）・多々納（2年）※ベスト32 

女子ダブルス   石橋（2年）・髙田（2年）※ベスト32 

男子シングルス  小笠原（2年）     ※ベスト32 

 

剣道部 

島根県高等学校新人剣道大会 

令和元年12月14日（土）～15日（日）/カミアリーナ 

個人戦 日高真琴 ※ベスト16 

団体戦 女子 2回戦 矢上0ー2出雲商業 

    男子 1回戦 矢上1ー4出雲西 

 

美術部 

第52回島根県高校美術展 

令和元年12月13日（金）～16日（月）/島根県立美術館 

入選者は以下のとおりです。※入選のみを決める大会です。 

絵画の部 岩切茉名（2点）、山﨑菜 （々2点）、神田紗羅（2点）、

河手風雅、山﨑萌々、石田智也、屋原美緒、石川大陽、 

足立来海、澤津大翔 

デザインの部岩切茉名、河手風雅、山﨑菜々、山﨑萌々、 

石田智也、神田紗羅、屋原美緒 

※神田紗羅さんが全国総文祭にかかる審査で総出品数 470 点の中から

10位に入る好成績でした。（惜しくも全国出品に選ばれませんでした。） 

 

吹奏楽部 

第43回全日本アンサンブルコンテスト島根県大会 

令和元年12月22日（日）/安来市総合文化ホール アルテピア  

高等学校の部 ・金管六重奏 金賞 

・管打六重奏 銀賞 

 

バレーボール部 

島根県高等学校新人ﾊﾞﾚーﾎﾞーﾙ大会 

令和元年12月13日(金)～15(日)/出雲商業高校,平田高校 

 予選ｸﾞﾙーﾌﾟ戦 

 矢上 0ー2 明誠   (19 1st  25)(10 2nd 25)  

 矢上 0ー2 松江農林 (12 1st  25)(12 2nd 25) 

[最終結果] ｸﾞﾙーﾌﾟ内 3位 / 予選敗退 


