
矢 高 だ よ り 令和３年 8月号 

いよいよ始まります！ 「矢 高 祭」 のご案内！ 

テーマ：「 煌 (きらめき)」～その一瞬を永遠に～ 
 

 

 

  

  

 

生徒会長 中田海陽くん 

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ください。 

分団作業  ・応援合戦は全学年で行い、発声・接触および密になるパフォーマンスは行わないこととします。 

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。 

       ・実施日にまん延防止等重点措置・緊急事態宣言が発出されていない地域在住の文化部の家族のみ、 

        各部の発表時間に限定して入場を可とします。(各家族2名まで) 

       ・鑑賞者は予め準備された座席でマスクを着用し鑑賞します。 

        また、鑑賞の際は大声を出さないでください。 

 模擬店   ・商品はすべて個包装とします。事前にチケット販売をし、現金のやり取りは行いません。 

体育祭   ・実施日にまん延防止等重点措置・緊急事態宣言が発出されていない地域在住の 

       2・３年生の家族のみ入場を可とします。(各家族2名まで) 当日に許可証を配布します。 

      ・写真撮影は各色学年毎に集合写真を撮影します。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 
 

文化祭１日目 ９月３日(金)  会場：体育館 

8:50～9:10  開会式 

9:20～9:50  文化部発表 

10:00～10:40 生徒会企画（IPPONグランプリ） 

10:50～11:50 クラス発表前半 

12:50～13:50 クラス発表後半 

14:10～15:00 体育祭準備 

15:25～      部活動､分団作業､フリーステージ･吹奏楽リハーサル 

クラス発表(企画劇 各２０分) 

  1 年 1 組  名探偵コナン 
  1 年 2 組  シンデレラ 
  1 年 3 組  今日から俺は 
  2 年 1 組  ライオンキング 
  2 年 2 組  勇者ヨシヒコ 
  2 年 3 組  サザエさん 
                    ※発表順は未定です 

【展示】 写真部､文芸部､書道(会場:体育館ギャラリー)    図書委員会､保健委員会､美術部､茶華道部(会場:教室) 
 

文化祭２日目 ９月４日(土)  会場：体育館ほか 

9:10～9:40  吹奏楽公演 

9:50～13:00 自由行動(展示見学､フリーステージ準備) 

10:50～13:00 模擬店(会場：ピロティー､剣道場) 

11:00～13:00 フリーステージ(体育館) 

13:00～13:40 神楽公演(体育館) 

13:50～14:10 閉会式 

14:30～15:20 模擬店･展示片付け 体育祭準備 

15:20～16:20 応援リハーサル 

フリーステージ 
●マザー･テレサ(ダンス)  海老田夏美､金子継､坂根彩華  
●    歌           谷口真斗､奥村芽唯  
●ツインズ(ダンス)      中田星来､宮城侑来  
●書道パフォーマンス  

上木杏香音､森陽向、森脇綾音、森脇千智、岸詩乃､ 
中田海陽､野田大智、森脇結良､服部羽琉､山平先生  

●インキャの輝き(ダンス) 
柴田大悟､天川晃一､野坂奏太､山田嶺緒､竹内聖心､ 
渡利鼓太朗､新井裕太  

●音ゲーによるダンス              基亮太  
●合田隊長と 20 人の戦士たち(ダンス) 野球部 (3 年生 ) 
                             ※発表順は未定です 

【展示】 写真部､文芸部､書道(会場:体育館ギャラリー)    図書委員会､保健委員会､美術部､茶華道部(会場:教室) 

皆さんこんにちは！生徒会長の中田海陽です！ 

テーマのように生徒一人一人がキラキラと輝き、忘れられないひとときになるような

矢高祭にしますのでどうぞご期待ください！ 



体育祭 ９月５日(日) 
当日 朝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 部活動対抗リレー 

3 10:00 障害物競走   10 14:10 さがして、やかみっ子 

4 10:15 東海道五十三次   11 14:20 綱引き 

5 10:30 矢高に剣心   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 学年別分団対抗リレー   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 3-1 渡利 鼓太朗 3-1 合田 陽翔 3-1 日高 潤丈 

副分団 3-1 秋田 成輝 3-3 御宿 陣斗 3-1 福田 純太郎 

応援団長 3-3 河鰭 堅太  3-1 田中 結来 3-3 荒井 真里紗  3-3 和田 雄悟 3-3 梶川 太陸  3-2 上木 杏香音 

デコレーション 3-1 森脇 萌華 3-3 梅田 彩寧 3-1 岩切 茉名 

衣装 3-1 立所 奏音 3-1 寺本 愛理 3-1 竹内 聖心 

会計 3-2 野坂 奏太 3-1 岡本 風花 3-2 有田 稜央 

競技 3-3 河野 夢築 3-3 鹿児島 昂貴 3-3 桃田 夢叶 

模擬店 
3-2 山田 嶺緒 和田 康佑 
3-1 髙垣 拓海 森下 心斗 

3-3 酒井 裕貴 白須 智裕 
    井上 汰寿 山見 涼 

3-3 田中 武士 小田 圭一 大野 陸 
3-1 三上 心菜 

 
 

 

第 72回日本学校農業クラブ全国大会(兵庫県)に梅田彩寧さんが出場します！ 
また、成績優秀者として高田優希奈さん・山田聖さんも出場します！ 

【県大会結果】令和 3年度 島根県学校農業クラブ連盟農業鑑定競技県大会/松江農林高校/7月 30日(金) 
農業分野 最優秀賞(1位)全国大会出場 梅田 彩寧(3年)   優秀賞 藤本 百花、森 心人、山田 聖（1年） 

 

● 農業クラブ 
【大 会】ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ発表県大会 
【期 日】7月 15日(木) 
【会 場】島根県畜産技術ｾﾝﾀｰ(益田市) 
【大会結果】 
・意見発表 分野:Ⅰ類 3-3 藤若 凌祐   優秀賞 
      分野:Ⅱ類 2-3 小泉 志歩子 優秀賞 
      分野:Ⅲ類 1-3 山田 聖     優秀賞 
・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ発表 
 分野:Ⅲ類 荒井 真里紗､梅田 彩寧(3年) 優秀賞 
 
● ソフトテニス部 
【大 会】第 64回中国高等学校ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 
【期 日】7月 9日(金)～11日(日） 
【会 場】鳥取県立ﾔﾏﾀｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸﾃﾆｽ場 
【大会結果】酒井 裕貴･杉本 迅ﾍﾟｱ 初戦敗退 
 
【大 会】第 76回国民体育大会ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 島根県第一次予選 
【期 日】7月 17日(土) 
【会 場】江津中央公園、石見海浜公園 
【大会結果】 男子の部 酒井 裕貴・杉本 迅ﾍﾟｱ※ﾍﾞｽﾄ 16 
       女子の部 日高 悠香・谷 柚ﾍﾟｱ ※ﾍﾞｽﾄ 16 
 
● 吹奏楽部 
【大 会】第 62回全日本吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ島根県大会 
【期 日】7月 31日(土) 
【会 場】島根県芸術文化ｾﾝﾀｰ｢ｸﾞﾗﾝﾄﾜ｣ 
【大会結果】高等学校小編成の部 銀賞 

 
 
● 陸上競技部 
【大 会】第76回国民体育大会島根県予選 
【期 日】7月17日(土)･18日(日) 
【会 場】松江市営陸上競技場 
【大会結果】1-2 上田康生 少年B男子走幅跳 優勝!! 
 
 
【大 会】令和 3年度全国高等学校総合体育大会                   
【期 日】7月 28日(水)～8月 1日(日) 
【会 場】福井県 9.98 ｽﾀｼﾞｱﾑ(福井県営陸上競技場) 
【大会結果】3-2 上木 杏香音 32位(3988 ﾎﾟｲﾝﾄ) 
 
● 野球部 
【大 会】第 103回全国高等学校野球選手権島根大会  
【期 日】7月 17日(土)～24日(土) 
【会 場】県立浜山公園野球場 
【大会結果】 ・2回戦 矢上 8-2 出雲商業 
       ・3回戦 矢上 8-0 平田(7回ｺｰﾙﾄﾞ) 
       ・4回戦 矢上 1-6 大社 ※ﾍﾞｽﾄ 8 
 
● 神楽愛好会 
【大 会】第 10回 高校生の神楽甲子園 
【期 日】7月 25日(日) 
【会 場】神楽門前湯治村 神楽ﾄﾞｰﾑ 
【大会結果】神楽伝承激励賞 16名が参加 演目｢子持山姥｣ 

☆☆☆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！☆☆☆ 

インターハイに出場しました！ 


