
矢 高 だ よ り 令和２年 8月号 

いよいよ始まります！ 「矢 高 祭」 のご案内！ 

テーマ：「 炎 華 (エンカ)」～今こそ心を１つに～ 
 

 

 

  

  

 

 

 

生徒会長 合田陽翔 

矢高祭期間中の新型コロナウイルス感染症対策のお願い！ 

クラス発表 ・全員マスク着用、間隔を開け、手指消毒・換気の徹底をして準備をして下さい。 

分団作業  ・応援は3年生のみです。声出し、校歌、身体的接触はなしで行ってください。 

文化祭   ・体育館の換気を徹底し、マスク着用にて1m以上間隔を開けて座ります。 

       ・保護者の観覧はできません。 

       ・飲食による感染リスクを避けるため、模擬店、お茶席はできません。 

体育祭   ・3年生のみ、生徒1名につき、家族2名の見学が可能です。当日に許可証を配布します。 

      ・写真撮影は色ごと、学年ごとに行います。個人撮影はできません。 

熱中症対策も万全に！ 

水分や塩分補給・日陰で休む・マスクを外す時は距離をとる・朝食をとる・夜ふかししない 
 

＜準備日程＞ 午前 午後 終礼後 

8

月 

27日（木） 

28日（金） 

通常授業 ⑤⑥通常授業 ⑦クラス発表準備、分団作業 ・クラス発表準備 

17時 30分まで 

・分団作業 18時まで 

・部活動  通常どおり 

※重なる場合は矢高祭  

準備を優先する。 

31日（月）  通常授業  草取り、競技練習、クラス発表準備、分団作業 

9

月 

1日（火） 通常授業 1.２年  ⑤通常授業 ⑥⑦クラス発表準備、 
3年   分団作業 

2日（水）  1.２年 ①②通常授業 ③④クラス発表リハ 
3年  分団作業  

1.２年 ⑤⑥クラス発表リハ 
3年  分団作業  

3日（木）  1.２年 クラス発表リハ 3年 分団作業  体育館・グラウンド準備 

 

文化祭１日目 ９月４日（金）  会場：体育館 

8:50 開会式 
9:20 生徒会企画 

10:10 クラス発表前半 
11:20 クラス発表後半 
12:20 昼食・休憩・見学・フリーステージ
12:20 吹奏楽部放送 
13:30 神楽公演 
14:10 閉会式 
14:30 移動・更衣 
14:50 体育祭準備 
15:30 体育館片付け・応援リハ 
16:00 終礼 

クラス発表（企画劇  各 20 分） 

 

前 

半 

１．１年３組 トイストーリー 

２．１年２組 アラジン 

３．２年１組 三匹の子豚 
 

後 

半 

４．２年３組 浦島太郎 

５．１年１組 ホームアローン 

６．２年２組 白雪姫 

フリーステージ 

ダンス➀ 2-3 基 

ダンス➁ 1-1 坂根、1-2 金子継・海老田 

     2-1 田中、2-2 森 

歌   3-2 山口、長山 

空 手  2-2 柴田、3-1 栗原 

展示 美術部、写真部、書道、保健委員会  会場：体育館ギャラリー 

皆さんこんにちは！ 

昨年より学園祭の名称を「矢高祭」とし、新たにスタートしました。 

今年は更に矢上高校の一大イベントとして盛り上げていきたいと思います！！！ 

新型コロナに負けないよう、感染対策をしっかりして、楽しく一生の思い出となる

矢高祭にしますのでどうぞご期待下さい！ 



 

体育祭 ９月５日（土） 

7:45 デコ立ち上げ（3年学年部・デコ担当）   8:25 朝礼 
 開始時刻 競技種目   昼食・休憩 11:30～12:30 

 9:05 開会式   写真撮影（赤→青→白）12:30～13:00 

1 9:30 スーパーマン誕生   8 13:00 応援合戦 

2 9:45 普通の玉入れ   9 14:00 部活対抗リレー 

3 10:00 障害物競争   10 14:10 スウェーデンリレー 

4 10:15 東海道五十三次   11 14:20 綱引き 

5 10:30 竹取物語   12 14:30 総合リレー 

6 11:00 みんなでジャンプ   

 

14:45 閉会式 表彰式 

7 11:15 分団対抗リレー   15:30 片付け 

 ※時間は変更になる場合があります。   16:15 分団集会 
 

分団役員 

役員 青分団 赤分団 白分団 

分団長 森脇 吏大 福田  駿 石橋 泰希 

副分団 牧原 寛汰 上田 寛人 谷本 大慣 

応援団長 三浦 千聖    南原 志穂美 田中 舜晟    豊田 美桜 山中 蓮太    山本 左笑 

デコレーション 田中 陽美 神田 紗羅 髙田 麻衣 

衣装 駒川 愛夏 三浦 七夕 有井 太陽 

会計 駒川 鈴夏 坂根 奈々子 片山 朋子 

競技 佐々木 義光 元木 遥都 森脇 翔馬 

☆大会結果 

 

【野球部】  令和２年度島根県高等学校夏季野球大会 

2回戦 ７月１９日（日）/益田市民球場 

                  矢上 １５－０ 益田（５回コールド） 

3回戦 ７月２５日（土）/県立浜山球場 

矢上 ９－２ 島根中央（７回コールド） 

準々決勝  ７月２６日（日） /県立浜山球場 

矢上 ０－１ 益田東 ※ベスト８ 

 
【バレーボール部】  県総体代替大会（石見地区トーナメント） 

７月２５日（土） 島根県立体育館 

矢上 ０―２ 島根中央 （１９－２５、２４－２６） 

             

【剣道部】 島根県高等学校夏季体育大会（剣道競技の部） 

7月24日（金）/カミアリーナ 

団体 女子 矢上 ２対３ 出雲商業 

       男子 矢上 １対２ 三刀屋 

個人 男女共１・２回戦敗退 

 

【バスケットボール部】 県総体代替大会石見地区大会 

                            ７月２７日（木）、２８日（金）/県立体育館 

男子 １回戦  矢上 ４７－６４ 島根中央 

敗者トーナメント ・矢上 ６２－４７ ・矢上 ６９－７５  

女子 準決勝 矢上 ７２－４３  浜田 

        決勝  矢上 ２９－１１４  明誠 

【陸上部】 
島根県高等学校陸上競技選手権大会 

７月１１日（土）～１２日（日）/浜山公園陸上競技場 
男子200m（タイムレース） 7位 新井裕太 

男子800m（タイムレース） 6位 新井伊織 
男子4X400mR（タイムレース） 6位和田康佑・新井伊織・官澤麻成斗・新井裕太 

女子100m  4位 金子継 

女子200m（タイムレース） 3位 金子継 
女子400m  7位 日高知伽 
女子800m（タイムレース） 8位 日高知伽 

女子100mH 2位 上木杏香音 
女子400mH 4位 上木杏香音 
女子4X100mR 4位 森脇千智・上木杏香音・金子継・日高知伽 

女子4X400mR 5位 上木杏香音・森脇千智・金子継・日高知伽 
女子走高跳 3位 森脇千智 

 

第74回島根陸上競技選手権大会 
７月１８日（土）～１９日（日）/松江市営陸上競技場 

男子800m（タイムレース） 5位 新井伊織 

男子4X400mR（タイムレース）6位 官澤麻成斗・新井伊織・的場尋・新井裕太 

女子100m 4位 金子継 
女子200m（タイムレース） 5位 金子継 

女子400m（タイムレース） 7位 日高知伽 
女子100mH 3位 上木杏香音 
女子400mH 3位 上木杏香音 

女子4X100mR 5位 森脇千智・上木杏香音・金子継・日高知伽 
女子4X400mR 5位 上木杏香音・森脇千智・金子継・日高知伽 
女子走高跳 1位 森脇千智 

☆☆☆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！☆☆☆ 

3年生は最後の大会を頑張りました！ 新チームも応援よろしくお願いします！！ 


