
 
 

 

全校全員全力で挑んだ高校総体。全ての部活がベストを尽くし最後の最後まで戦い抜くことができました！！ 

たくさんの思いのこもった各部キャプテンのコメントをぜひご覧ください！！！！！ 

陸上競技部 
 
5月 28日(金)～30日(日)/松江市 松江市営陸上競技場 
・男子 400m 3位     新井伊織       ※中国大会出場権獲得 

・男子 400m 4位     新井裕太       ※中国大会出場権獲得 

・男子 4×100mR 6位 上田康生･新井裕太･新井伊織･上田涼太郎 

                               ※中国大会出場権獲得 

・男子 4×400mR 2位 新井伊織･上田康生･和田康佑・新井裕太 

                               ※中国大会出場権獲得 

・女子 200m     3位 金子 継       ※中国大会出場権獲得 

・女子 4×100mR 4位 森脇千智･上木杏香音･金子継･日高知伽 

                               ※中国大会出場権獲得 

・女子走高跳    6位  森脇千智      ※中国大会出場権獲得 

・女子七種競技  1位  上木杏香音    ※中国大会出場権獲得 

・女子 4×400mR 8位 藤本百花･森脇千智･日高知伽･上木杏香音 

・女子ハンマー投げ 6位 北村萌江  

 
キャプテンのコメント 

とても中身の濃い 3日間でした。結果については悔しかった
という人が多かったですが、チーム力は非常に深まった良い
大会でした。自分のことのように喜び、悔しがり、応援し合
える仲間がいてくれたからこそ競技に集中し、全力で戦うこ
とができました。全員で中国総体に行くという目標を達成す
ることができたので、中国総体でも頑張ります！来年の県総
体ではさらに強くなった競技力、矢上高校の団結力を島根県
に見せつけて下さい！！応援しています。 

3年 2組 上木 杏香音 
 
バスケットボール部 男子 
5月 27日(木)･28日(金)/出雲市 カミアリーナ  

1回戦 矢上 64-47 出雲工業 

    2回戦 矢上 42-61 開星 ※ベスト 16 

 

キャプテンのコメント 

総体は目標だったベスト 8になることはできなかったけど、

チーム全員で戦い抜くことができました。練習してきたこと

が発揮できた 2試合でした。なので 3年生は後悔なく終わる

ことができたと思います。応援ありがとうございました。1･

2年生には今度こそベスト 8を叶えられるようにバスケ部の

伝統を引き継いで頑張ってほしいです。3年間ありがとうご

ざいました。           3年１組 秋田 唯希 

ソフトテニス部 
 

6月 2日(木)～5日(土)/松江市 松江総合運動公園 

◆男子団体 1回戦 矢上 0-3 大田 
◆女子団体 1回戦 矢上 0-2 明誠 
◆男子ダブルス  
増谷・三浦、元木・片平、大西・岸本ペアが初戦敗退 
酒井・杉本がベスト３２（４回戦敗退） 
中国大会出場決定戦（敗者復活戦）にて勝利、 
中国大会出場権獲得 

◆女子ダブルス  
谷・日高が初戦敗退、岸・原本が初戦突破、２回戦敗退 
 

キャプテンのコメント 

県総体を終えて目標である団体ベスト 4 に男女とも届きま

せんでした。ですが自分達より格上の選手に対し最後まで諦

めず試合をすることができました。男子は多くの生徒が高校

から始めていますが、格上の人たちにとても良い試合をして

いました。女子も個人で初戦を突破するペアが出るなどとて

も良い試合をしていました。目標である団体ベスト 4 に近

づけるようこれからも日々練習を頑張ってほしいです。 

3年 3組 酒井 裕貴 

剣道部 

6月 4日(金)･5日(土)/大田市 大田総合体育館 

◆男子団体 1回戦 矢上 3-1 飯南 

      2回戦 矢上 0-4 横田 

◆女子団体 1回戦 矢上 1-4 大東 

◆女子個人 大矢 4 回戦進出 ※ベスト 16 

      岡本･大山･中島 初戦敗退 

◆男子個人 藤井･青木･段原･日高 初戦敗退 

 
キャプテンのコメント                                 

私は大将として団体でみんなと戦うのが好きでした。みんな
が私までつなげようと必死に全力で戦っている姿を見て、勇
気をもらって試合に挑むことができました。最後の団体もみ
んなと戦うことができて楽しかったです。3年は 2人しかい
ないし、男子もいないので 1･2年生にはたくさん苦労をかけ
たと思いますが、最後までついてきてくれてうれしかったで
す。これから練習もきつくなると思うけど、みんなで声をか
け合って乗り越えて強くなって下さい。今までありがとうご
ざいました。           3年 1組 大山 瑞生 

 

 

 

 

令和３年度島根県地区高等学校野球大会石見地区大会/石見スタジアム/5月 29日(土)～31日(月) 

・１回戦 矢上 8-0江津工業(7回コールド) ・準々決勝 矢上 10-3江津(7回コールド) ・準決勝 矢上 3-0浜田 

決勝    矢上  12-11  石見智翠館 (9回サヨナラ) 
※平成 22年以来、11年ぶりの優勝です！！ 

矢 高 だ よ り 令和３年 ６月号 



 

バスケットボール部 女子 

5月 27日(木)･28日(金)/出雲市 カミアリーナ 

1回戦 矢上 51-69 大社 

キャプテンのコメント 

私たちの目標としていたベスト 8に入ることができず悔し

さを残したまま引退となってしまいました。しかし今年総

体が開催されたこと、1･2年生 11名･顧問の森田先生とバス

ケができたこと、何より幸せでした。1･2年生、新チームに

なり上へといける可能性は十分にあります。今年こそ目標

であったベスト 8を叶えてください。2年半支えてくれた

方、応援してくれた方、本当にありがとうございました。 

3年 1組 服部 有紀 

 

バドミントン部  

6月 3日(木)～5日(土)/松江市 鹿島総合体育館 
 
◆学校対抗戦 ※ベスト 8 
 男子 1回戦   

矢上 3-0 松江南 
   2回戦   

矢上 0-3 松徳学院 
 

◆男子ダブルス  

天川･松村 1回戦 2-0出雲農林 

      2回戦 2-1松江農林 

      3回戦 0-2 大東 ※ベスト16 

佐々木･村上 1回戦 2-0松江農林 

德川･小田   1回戦 2-1邇摩 

         

◆女子ダブルス 
木竜･谷口 1回戦 2-0 出雲農林 

     2回戦 2-0 大東 

     3回戦 0-2 松徳学院 

※ベスト 16 

 
◆男子シングルス 

松村 1回戦 2-0 邇摩 

   2回戦 2-1 松江高専 

   3回戦 0-2 松江北 ※ベスト 32 

小田 1回戦 2-0 松江高専 

村上 1回戦 2-0 出雲農林 

森脇 1回戦 2-0 松江農林 

德川 1回戦 2-0 松江南 

天川 1回戦 2-0 出雲  

 
◆女子シングルス 

谷口 1回戦 2-0 松江農林 

   2回戦 2-0 松江東 

   3回戦 2-1 出雲商業 

   4回戦 0-2 松江商業※ベスト 32 

木竜 1回戦 2-0 松江東 

2回戦 2-0 出雲農林  

3回戦 0-2 大東 ※ベスト 32                                         

 
キャプテンのコメント 

県総体ではみんな最後まで全力で戦えたと思います。接戦を
制して勝ち上がった人もいれば、悔いが残る人もいると思い
ます。それぞれが次に向け、計画的に練習や学習に取り組む
ことを期待しています。1･2年生には時間が限られていると
いうことを意識して日々の練習、そして大会に挑んでほしい
です。また、「誰からも応援される人」になれるよう地域や保
護者の方々への感謝の気持ちを忘れずに日々の学校生活を
全力で取り組んで下さい。     3年 3組 德川 辰海 

 

バレーボール部 女子 

6月 3日(木)～5日(土)/出雲市 カミアリーナ 

1回戦 矢上 2-1 隠岐 (①18-25)(②25-19)(③25-14) 

2回戦 矢上 0-2 三刀屋(①9-25)(②8-25) 

 

キャプテンのコメント 

3 年生にとって最後の大会でしたが結果として目標としてい

たベスト 8には惜しくも届きませんでした。しかし、大きな

大会で一勝することができ、少しでもお世話になった方々に

恩返しすることができてうれしかったです。1･2 年生はこれ

からもっとたくさん練習し、もっと上を目指し来年の県総体

に向けて頑張ってほしいです。 

3年 1組 三上 心菜 

 

卓球部 
6月 3日(木)～5日(土)/益田市 益田市民体育館 
 
◆男子団体 1回戦 矢上 0-3 出雲西 
◆女子団体 1回戦 矢上 3-1 出雲商業 

       2回戦 矢上 0-3 松徳学院 
◆男子ダブルス   中田･椿 1回戦 3-0 松江東 
                  2回戦 3-0 松江工業 

服部･間  1回戦 3-0 松江東 
◆男子シングルス 穂積     1回戦 3-2 出雲商業 
         中田     1回戦 3-0 松江西 
                  椿    1回戦 3-2 出雲工業 
◆女子ダブルス  森･中田 1回戦 3-2 大社 
◆女子シングルス 森       1回戦 3-0 松江東 
         中田     1回戦 3-2 飯南 

キャプテンのコメント 

県総体では3回戦より上に上がれた人がいなかったので少し

悔しいですが、それぞれがベストを尽くした結果だと思うの

で 1･2年生には今回の結果や、大会で見た上手な選手のプレ

ーなどを参考にしてこれからも中国大会を目指して頑張っ

てほしいです。去年より部員が増えたので 2年生はまとめる

のが大変だと思うけど、協力して 13 人全員で中国大会目指

して頑張ってほしいです。今までありがとうございました。 

                3年 2組 森 陽向 

来月の予定 

令和３年 ７月の予定 進路関連・模試・検定 

【6月】 

26日(土) 

27日（日） 

28日（月） 

29日（火） 

30日（水） 

【7月】 

1日（木） 

2日（金） 
 

5日(月) 
 
  7日(水) 
 

8日(木) 

 

出校日 

休日 

☆期末試験 

☆  〃 

休日 (6/26の振替) 

 

☆期末試験 

☆  〃 
 
球技大会  
寄宿舎大掃除 
心と性の健康相談 
オンライン講演会 
農業クラブ意見発表県大会 

(矢上) 

9日(金) 

 

14日(水)  

15日(木)  

19日(月)  

20日(火)  

21日(水)   

30日(金) 

野球部壮行式 短縮授業 

分団集会(役員決め) 

短縮授業・分団集会 (競技説明・選手決め) 

産業技術科プロジェクト発表県大会(益田) 

課題テスト(数) 

終業式 
夏期補習・保護者面談  ～7/30 

農業鑑定競技県大会 (松江) 

【1年】 

普通科：進研模試            8日(木) 

【2年】 

進路ガイダンス            2日(金) 

普通科：進研模試            8日(木) 

【3年】 

進路ガイダンス・企業視察     2日(金) 

希望者：就職・公務員模試     9日(金)  

普通科：進研記述模試 9日(金)、10日(土) 

小論文ガイダンス          12日(月) 

【希望者】 

漢字検定                2日(金)  

産業技術科：日本農業技術検定 10日(土) 

 

7月 31日（土） 
ＡＭ７：３０～９：００ 

PTA清掃活動 

☆☆☆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！☆☆☆ 


