
矢 高 だ よ り 令和４年8月号：矢高祭のご案内 

いよいよ始まります！ 「矢 高 祭」 のご案内！ 

テーマ：「 蕾跡
 

(ﾗｲﾄ)」～Light of the future～ 
 

 

 

  

  
 

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 

・分団作業 

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。 

文化祭 

 

 

 

【１日目 クラス演劇】 

午前１年生・午後２年生 

【２日目 文化部発表】 

吹奏楽部・神楽愛好会 

体育館の換気を徹底し、生徒はマスク着用にて 1m以上間隔を開けて座ること。 

【体育館への入場制限】 

・各発表時間に各家族２名まで入場を可とします。一般の方は入場できません。 

・予め準備された場所（体育館ギャラリーの予定）でマスクを着用してください。 

・鑑賞の際は大声を出さないでください。 

展  示 展示会場（剣道場、卒業生会館）は地域住民の方を含め自由に入場できます。 

模擬店  

※2日目のみ 

・模擬店（駐車場）は地域住民の方を含め自由に入場できます。 

・生徒・教員・保護者は事前のチケット販売のみで購入できます。 ※一般の方への販売方法は、現在検討中 

体育祭 ・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。 

・３年生の家族のみ２名まで入場可とします。当日までに許可証を配布します。 

・１、2年生家族、一般の方の入場はできません。 

【写真撮影】 各色・学年で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・朝食をとる・夜ふかししない 
 

文化祭１日目 ９月２日(金) 会場：体育館ほか  

8:50～9:10  開会式 

9:20～9:50  生徒会企画① 

10:00～10:40 学年展示(1-1,2-3教室) ＋ 休憩 

10:50～11:50 クラス発表前半 

13:40～14:40 クラス発表後半 

14:40～15:30 学年展示 ＋ 休憩 

15:30～16:10 生徒会企画② 

16:10～      全体終礼 

クラス発表(企画劇 各２０分) 

 前半① 1 年 1 組  ワンピース 
    ② 1 年 3 組  斉木楠雄のψ難 
    ③ 1 年 2 組  ドラゴン桜  
 
 後半① 2 年 1 組  桃太郎 
    ② 2 年 3 組  キングダム 
    ③ 2 年 2 組  極主夫道  
 

【展示】 写真部､文芸部､書道、美術(会場：剣道場)     
 

文化祭２日目 ９月３日(土) 会場：体育館ほか  
9:10～9:40  吹奏楽公演 

10:00～12:00 フリーステージ開始 

          文化祭展示・フォトブース 

10:50～13:00 模擬店(会場：駐車場､剣道場) 

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 体育祭応援予行練習 

フリーステージ 
① やこラジ         中田海陽、増谷皐栄  
② 宮村 special（ﾀﾞﾝｽ） 宮城侑来、北村遥里  
③ 白狐（ｦﾀ芸・ﾀﾞﾝｽ）  高橋優斗  
④ エスポワール（ﾀﾞﾝｽ） 中田星来、金子継、宮城侑来、 

青木心、ｵﾛｼﾞﾝﾎﾞ杏実 
⑤ 謎メン（歌） 山口蒼生、天川夏波、植田恵理、寺本希  
⑥ 3-2 バンド  岸詩乃、野田大智、立木史堂、奥村芽唯  
⑦ 引退ライフ  谷口真斗、立木史堂、木村幸知  
⑧ 爪痕残し   ？  ？  ？ 

【展示】 写真部､文芸部､書道、美術、図書委員会(会場：剣道場)   茶華道部(会場：駐車場、雨天時：剣道場) 

※日程・内容はコロナ対応等で変更となる場合があります  

皆さんこんにちは！生徒会長の寺本 希です！ 

今年の矢高祭では、蕾のようにまだ咲ききっていないところを咲かせられるように 

一丸となって頑張りますので、どうぞご期待ください！  

 



中国大会一回戦突

破！

体育祭 ９月４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 11:45～12:45 
 9:05 開会式   写真撮影（青→白→赤）12:45～13:15 

1 9:30 大波乱玉入れ   9 13:15 応援合戦 

2 9:45 障害物リレー   10 14:15 部活動対抗リレー 

3 10:00 東海道五十三次   11 14:25 騎馬戦 

4 10:15 タイヤうばい   12 14:45 さがして、やかみっ子！ 

5 10:30 スウェーデンリレー   13 15:00 総合リレー 

6 11:00 みんなでジャンプ   
 

15:25 閉会式  

7 11:15 先生ｖｓ生徒 早口言葉対決   15:40 片付け 

8 11：30 綱引き   16:30 解散会 
 

※競技種目・時刻は変更となる場合があります。 

分団役員  

役員 青分団 赤分団 白分団 

分団長 3-2 中田 海陽 3-1 中田 菜々穂 3-1 植原 也空土 

副分団 3-2 増谷 皐栄 3-3 芥子田 愛華 3-2 福田 康生 

応援団長・副団長 3-1 谷口 真斗  3-2 小山 杏子 3-2 奥村 芽唯  3-2 新井 裕太 3-3 岩倉 悠馬  3-2 金子 継 

デコレーション 3-2 日野原 吏柊 3-3 高田 優希奈 3-2 岸 詩乃 

衣装 3-2 中島 梓 3-2 上田 蘭 3-2 笠岡 優 

会計 3-2 有間 さと 3-1 柘植 哉汰 3-1 森脇 綾音 

競技 3-1 大谷 洵史 3-3 西川 鈴 3-1 中西 陸斗 

模擬店 
3-3 小泉 志歩子  宮本 うらら 

山本 裕希  宮本 貴史 
3-2 藤田 萌々夏  新井 伊織 
3-3 大畠 脩佑  藤井 裕也 

3-1 寺前 朋哉 3-2 森脇 結良 
3-3 日高 隼人  日高 知伽 

 
 
 

第 73回日本学校農業クラブ全国大会(福井県)に山田聖さんが出場します！ 
成績優秀者として高田優希奈さん・北村遥里さんも出場します！ 

 
【 県大会結果 】 令和 4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 29日(金) 

農業分野 最優秀賞(1位) 山田聖(2年) ※全国  
農業分野 優秀賞 高田優希奈※全国、宮本貴史、石田迪子、森 心人、石田笑子、上田光太  
畜産分野 優秀賞 北村遥里※全国 

 

● ソフトテニス部 
 
 
【大 会】第 65回中国高等学校ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 
【期 日】7月 9日(土) /松江市営庭球場 
【大会結果】個人戦 日高悠香・谷 柚ﾍﾟｱ  

1回戦 対 鳥取八頭    に快勝 
2回戦 対 広島比治山女子 に敗退 
 

【大 会】第 77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(日)/江津中央公園、石見海浜公園 
【大会結果】 男子の部 大西・井上ﾍﾟｱ ※ﾍﾞｽﾄ 32 

杉本・増谷ﾍﾟｱ ※ﾍﾞｽﾄ 32 
       女子の部 谷・原本ﾍﾟｱ ※第 3位！ 
              ※国体最終選考会への補欠ﾍﾟｱ 
● 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 16日(土)～18日(月)/県立浜山公園野球場 
【大会結果】 1回戦 矢上 9-2 島根中央（8回ｺｰﾙﾄﾞ） 
       2回戦 矢上 0-7 益田東   (7回ｺｰﾙﾄﾞ) 
● 水泳 
【大 会】島根県選手権水泳競技大会（国体予選） 
【会 場】7月 17日(日)/島根県立水泳プール 
【大会結果】栗原 崚太 

男子 100m自由形予選 45人中 10位 
男子 400m自由形決勝 2位 

 

● 陸上競技部 
【大 会】第77回国民体育大会島根県予選 
【期 日】7月16日(土)･17日(日)/松江市営陸上競技場 
【大会結果】森脇千智 少年共通女子走高跳 第2位 
      野田一葉 少年B女子100m    第3位 
      出店優花 少年B女子100mH   第2位  
 
 
 
【大 会】第 75回全国高等学校総合体育大会                   
【期 日】8月 5日(金)～8月 7日(日) 
【会 場】鳴門・大塚ポカリスエットスタジアム 
【大会結果】 森脇 千智  
走高跳 NM（1m62cm以上が公式記録となるため） 
※全国で 34名、中国地方からは 1名のみが突破し決勝へ。 
 森脇さんも大変惜しかったです。(自己ベストは 1m60cm) 
※島根県から陸上のインハイ出場女子選手は 5名のみ。 

 
● 吹奏楽部 
【大 会】第 63回全日本吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ島根県大会 
【期 日】8月 6日(土)/出雲市民会館 
【大会結果】高等学校小編成の部 銀賞 
 
● 神楽愛好会 
【大 会】第 11回 高校生の神楽甲子園 
【期 日】7月 24日(日)/神楽門前湯治村 神楽ﾄﾞｰﾑ 
【大会結果】神楽伝承奨励賞 8名が参加 演目｢熊襲｣ 

☆☆☆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！ 


