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激励金贈呈式

夏過ぎて、秋来る

大東高等学校部活動後援会 

　　　　　会長　藤  原　　淳

　「キー・キー・キー」「ギ ギ ギ ギ」朝の
しじまを破る甲高い泣き声、モズの縄張り宣
言の鳴き声である。もうそんな時期が来たの
か？と改めて思い知らされた。１０月１５日
は加多神社の祭典で、そのころに各家ではこ
たつを出していたものである。今年の夏も暑
すぎて、まだ扇風機が出ている。夏と冬が同
居しているさまは、まさに異常である。
　今年もいろいろなことがあった。いつも思
うけれど、その場面に遭遇するチャンスを与
えられることは、光栄だと思っている。本当
に暑い盛りの高校野球（小生は用事があり、
応援には行けなかったが…）１回戦敗退には
ショックを受けた。これを糧に、より一層
頑張ってもらいたい。
　インターハイ・国体に出場する選手と、多
くの場で巡り合うことができて幸せであった｡
バドミントン・孤軍奮闘で頑張り続けて１５
年ぶりにインターハイ出場権を勝ち取った。
新聞を見て、ひとりほくそえんでいた。又、
ビーチバレーの２人、江隅君・藤原君の大活
躍、目を見張るものがあった。剣道で出場し
た松本君にも！こういった活躍が、小規模校
の大きな刺激になることを忘れてはいけない｡
あくまでも持続可能なことは、推し進める気
構えが大切である。
　５月２０日、大東高校創立１００周年記念
講演会も、池上彰様を迎えて（多忙な先生が
約束をたがえず）盛大に行うことができまし
た。皆様方の尽力に感謝します。
　８月２９日・３０日・３１日は、第７２回
織部祭として、文化祭と体育祭が開催されて､
今年も躍動する若い身体に感動し、エネルギ

ーをもらいました。
　光陰矢の如し、月日の経つのは早いもので
ある。振り返ってみれば「アッ」というまか
もしれない。しかしその一瞬一瞬に人は心血
を注ぐものである。１年のスケジュールを観
て、その膨大さにア然とするときもあったが､
一つ一つを乗り越えてゆく喜びも味わうこと
ができた。これも一重に会員の皆様方の並々
ならぬご協力によって成し得たものと思って
いるし、感謝してもしきれない気持ちでいっ
ぱいです。
　この会報が手元に届くころには、皆様方ま
すますご多忙の時期を迎えられるはず。くれ
ぐれも身体を大事に、そして健康に注意して
頑張りましょう。会員の皆様方のご多幸をお
祈り申し上げます。
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新時代をひらく

　「藤原・江隅組準優勝」の文字が躍る新聞
記事に心ときめいたのは私一人ではなかった
と思います。今年の茨城国体で、少年男子で
は初めて２人制ビーチバレーが行われました｡
その記念すべき第１回大会で、本校の３年生
ペアが強豪を破り、見事準優勝という結果を
残してくれました。
　総体までは男子バレーボール部のメンバー
として活躍していた二人でしたが、わずか４
ヶ月で、快挙を成し遂げた背景には、「お互
いを信じる心」があったと言います。ともに
切磋琢磨し、目標に向かって努力してきたか
らこその「信じる心」であったと思います。
部活動をとおして培われるものの価値に改め
て目を開かれた活躍でした。
　今年度から本校のホームページに「部活動
に係る活動方針」を掲載しています。部活動
で「結果を出す」ことはもちろん大事なこと
だと思いますが、目標を掲げ、それに向かっ
て努力を続ける過程で生徒たちは大きく成長
していきます。この「活動方針」では、部活
動をとおして特に育てたい資質・能力として､
次の４つの力を上げています。
①チャレンジ精神：一歩踏み出す勇気　困
難にぶつかっても逃げずにやりきる姿勢
②協働する力：多様な人とともに個性を生
かし合いながら物事を前に進めていく力
③表現力：自らの考えや意見を、他者を意
識しながら自信を持って伝える力
④計画実行力：目標を設定して計画的に実
行する力

　日々の積み重ねの中で育つ力は次第に根を
張り、やがては人としての土台を作る力とな
っていくことでしょう。一朝一夕についたも
のではないからこそ、しっかりとした大きな
力となるのだと考えます。この４つの力は、
学校生活だけでなく、社会に出てからも必要
となる力です。「文武両道」を掲げる学校に
あって、あらゆる場面を通じてこれからの社
会を生き、創る力を育てていかなければなら

ないと思っています。
　今年度、本校は県総体では、学校規模が学
年４クラス以下のグループで、６年ぶりに男
女総合優勝を果たすことができました。総体
報告会では、県高体連の事務局長が来校され､
全校生徒の前で、直接優勝カップを渡してい
ただきました。
　南九州が会場となったインターハイへは15
年ぶりにバドミントン部女子が学校対抗戦に､
男子がダブルスに出場を決めました。１、２
年生のチームながら共に粘り強く闘い、女子
は沖縄県の糸満高校に、男子は徳島県の城東
高校にそれぞれ勝ち、全国での１勝を手にす
ることができました。空手道部もこれまでの
練習の成果を生かして女子団体組手で４年連
続のインターハイへの出場を果たしました。
また、この夏の全国高等学校野球選手権大会
は、初戦で敗退はしましたが、相手チームの
選手への気配り、野球を愛する者としての振
る舞いが印象的な試合となりました。吹奏楽
部も久しぶりに部員数が増え、吹奏楽コンク
ールでは大編成の部に出場し、銀賞を獲得し
ました。
　茨木国体には、ビーチバレーだけでなく剣
道部からも３年生が島根県選抜チーム先鋒と
して出場することが決まっています。顧問に
よれば、剣道部から国体に選手が出場するの
は平成以降、記憶にはないということで、こ
こにも新たな歴史が開かれたと思うと、まさ
に次の１００年に向かって歩み出した大東高
校を象徴する各部活動の活躍であると感じて
います｡
　このように生徒たちが活躍することができ
ますのも、物心両面にわたって学校を支えて
いただいております部活動後援会の皆様方の
お力によるところ大であると、改めて感謝申
し上げます。今後とも温かく生徒たちの成長
を支え、見守っていただきますようお願い申
し上げます。

大東高等学校 校長　中 村　訓 子



4

部活動後援会会報

第１回理事会報告
平成30年度　大東高校部活動後援会会計　決算書

令和元年度　大東高校部活動後援会会計予算書

　去る７月13日に、令和元年度理事会が開催され、平成30年度の事業報
告・決算の承認、令和元年度の事業計画・予算の審議がなされ、承認されま
した。

予　算　額費　　目 決　算　額 比較増減額 説　　　　　　　　　　　　明

会 費

入 会 金

繰 越 金

寄 　 付 　 金

雑 収 入

合　　計

1,445,000

105,000

2,227,597

0

403

3,778,000

1,444,000

104,000

2,227,597

0

16

3,775,613

▲ 1,000

▲ 1,000

0

0

▲ 387

▲ 2,387

地区別会費1,340,000円　Ｈ30年度卒業生104,000円  

H30年度卒業生（1,000円×104人）  

前年度繰越金  

  

預金利息  

予　算　額費　　目 決　算　額 比較増減額 説　　　　　　　　　　　　明

事 務 費

会 議 費

事 業 推 進 費

支 部 助 成 費

部活動助成費

部活動指導費

雑 費

予 備 費

合　　計

50,000

180,000

250,000

141,000

2,500,000

350,000

100,000

207,000

3,778,000

21,175

61,976

165,240

123,000

888,240

168,000

47,300

0

1,474,931

▲ 28,825

▲ 118,024

▲ 84,760

▲ 18,000

▲ 1,611,760

▲ 182,000

▲ 52,700

▲ 207,000

2,303,069

領収書用紙、郵券  

理事会経費  

会報印刷代  

支部助成費  

※１  

宿泊補助費  

広告料、古城谷堰堤竣工祝い  

1. 収入の部

2. 支出の部

本年度予算額費　　目 前年度予算額 比較増減額 説　　　　　　　　　　　　明

会 費

入 会 金

繰 越 金

寄 付 金

雑 収 入

合　　計

1,448,000

108,000

2,300,682

0

318

3,857,000

1,445,000

105,000

2,227,597

0

403

3,778,000

3,000

3,000

73,085

0

▲ 85

79,000

地区別会費1,340,000円　R1年度卒業生108,000円  

R1年度卒業生（1,000円×108人）  

前年度繰越金  

  

預金利息等  

本年度予算額費　　目 前年度予算額 比較増減額 説　　　　　　　　　　　　明

事 務 費

会 議 費

事 業 推 進 費

支 部 助 成 費

部活動助成費

部活動指導費

雑 費

予 備 費

合　　計

50,000

180,000

250,000

141,000

2,500,000

350,000

100,000

286,000

3,857,000

50,000

180,000

250,000

141,000

2,500,000

350,000

100,000

207,000

3,778,000

0

0

0

0

0

0

0

79,000

79,000

領収書用紙、郵券等  

理事会経費等  

会報印刷代等  

支部助成費  

横断幕・野球応援経費・練習試合等交通補助費・体育館等使用料補助・激励費

宿泊補助費  

広告料等  

1. 収入の部

2. 支出の部

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

収入済額3,775,613円－支出済額1,474,931円＝2,300,682円　…　令和元年度へ繰り越し

平成30年度　部活動後援会地区別会費

大　東

海　潮

春　殖

佐　世

地区 目 標 額 納 入 額

361,000

122,000

136,000

109,000

365,000

169,000

204,000

138,000

塩　田

阿　用

幡　屋

久　野

地区 目 標 額 納 入 額

14,000

109,000

129,000

54,000

0

104,000

120,000

69,000

加　茂

宍　道

合　計

地区 目 標 額 納 入 額

306,000

0

1,340,000

171,000

0

1,340,000

平成30年度

※１　・横断幕28,080円　・体育館等使用料補助362,160円　・練習試合等交通費補助438,000円　・激励費60,000円

陸上　5/25 ～ 27　松江
14名21種目出場　

○やり投げ　藤本愛佳　優勝　

○女子400m　永瀬望　３位　

○女子200m　永瀬望　４位

○女子4×400mリレー　８位

○女子1500m　舟木七海　決勝進出

剣道　5/30～6/1　益田
【男子団体】第3位

２回戦 ３－１ 松江北　　準々決勝 ２－０ 出雲商業

準決勝 １－４ 大社

【男子個人】松本直樹・塚本理玖ベスト16　

【女子個人】日野あゆみ　ベスト８

ソフトテニス 　5/30～6/1　出雲
【男子】○団体戦　１回戦 ２－１ 津和野

２回戦 ０－２ 大社

　　　　○個人戦 10ペア出場　全ペア１・２回戦敗退

【女子】○団体戦 １回戦 ２－１ 出雲農林 

２回戦 ０－３ 松江西　

　　　　○個人戦 ５ペア出場　１・２回戦敗退

バドミントン　5/31～6/2　鹿島
【男子】男子総合　２位　決勝　大東 ０－３ 松徳学院

○学校対抗戦　２回戦　大東 ３－０ 出雲

準決勝　大東　３－０　松江西

○シングルス　ベスト８　藤井大翔

 ベスト16　白根大地　松本皓哉

澤和浩太郎

○ダブルス　２位　藤井大翔・白根大地

ベスト８　武田啓祐・板持駆

ベスト16  松本皓哉・𠮷川光樹

澤和浩太郎・長廻拓実

吉木陸駆・武田陽斗

【女子】 女子総合　優勝
決勝　VS 松江商業３対２

○学校対抗戦　２回戦　VS 松江農林３対０

　　　　　　　準決勝　VS 松徳学院３対０

○シングルス　ベスト８  小山千穂　小山紗季

槇原優華　日野優那

ベスト16   景山遙香　坪井千祐　

○ダブルス　   ベスト４  小山千穂・日野優那、

小山紗希・槇原優華

バレーボール　5/31 ～ 2　出雲
【女子】 １回戦　大東２－１松江市女

２回戦　大東０－２松江農林　　

【男子】 ２回戦　大東２－０浜田

準々決勝　大東１－２松江工業　ベスト８

ソフトボール　6/1 ～ 2　出雲商業高校
決　勝　三刀屋 ８－１ 大東　準優勝
１回戦　大東 ９－２ 出雲

準決勝　大東 23－２大社

空手道　6/1 ～ 2　松江
【男子団体形】 準決勝　０－５ 出雲工業　第３位

【女子団体形】 決　勝　０－５ 松江南　準優勝
【男子団体組手】 準決勝　１－４ 出雲工業

３位決定戦　３－０ 松江西　第３位

【女子団体組手】 決勝 ４－０ 松江南　優勝

【女子個人形】　ベスト 16　渡辺夢叶、 新田真子、

飯塚結衣子、田部美里

【男子個人組手】　ベスト８　門脇ユウジ

ベスト16　恩田真聡、高橋要

【女子個人組手】　ベスト ４　新田真子

ベスト８　福間咲和、神庭姫乃

ベスト16　渡辺夢叶、陶山歩未、

田部美里、飯塚結衣子

青木眞実

バスケットボール　5/31 ～ 6/2　松江
１回戦 大東 55－113 松江工業



5

部活動後援会会報

平
成
30
〜
令
和
元
年
度

大
東
高
校
部
活
動
後
援
会
役
員
表

令和元年度
部活動後援会地区別会費目標額

大　東
海　潮
春　殖
佐　世
塩　田

地区 目 標 額
361,000
122,000
136,000
109,000
14,000

久　野
阿　用
幡　屋
加　茂
宍　道

地区 目 標 額
54,000
109,000
129,000
306,000

0
1,340,000

顧
　
　
問

県 議 会 議 員
卒業生会会長
P T A 会 長
部活動後援会

校　　　長

教　　　頭

事　務　長

総 務 部 長

生徒部長(事務局長)

卒 業 生 会

役　職　名 氏　　　名

期氏　　　　名役職名
会　　　長
副　会　長
副　会　長
監　　　事
監　　　事

16
24
29
21
21

事務局

支 部 長

副支部長

理 事

理 事

理 事

支 部 長

副支部長

理 事

理 事

支 部 長

副支部長

副支部長

理 事

支 部 長

副支部長

理 事

理 事

支 部 長

副支部長

理 事

理 事

支 部 長

副支部長

理 事

理 事

支 部 長

副支部長

理 事

支 部 長

副支部長

支 部 長

副支部長

理 事

理 事

理 事

理 事

大　東

区 役　名 氏　　名 区 役　名 氏　　名期 期

幡　屋

海　潮

阿　用

佐　世

春　殖

久　野

塩　田

加　茂

宍　道

各支部長・支部役員

20

10

26

28

43

24

30

24

27

15

17

20

27

17

22

23

28

17

18

22

25

20

27

33

33

29

32

35

27

42

19

29

12

19

32

23

高　橋　雅　彦
安　原　重　隆
栂　　　　　博
塩　野　紀　富

藤　原　　　淳
安　部　幸　治
畑　　　宏　明
杉　原　佳　林
森　山　　　拡

西 村 　 武

増 田 敏 男

星 野 利 明

鶴 原 能 也

青 木 　 渉

山 崎 達 夫

渡 部 健 治

武 田 　 敏

永 瀬 康 則

新 田 昭 隆

木 村 昭 憲

福 間 廣 明

宮 川 　 稔

陶 山 隆 之

佐 藤 祐 治

荒 木 政 明

荒 木 庸 次

錦 織 一 夫

安 部 　 博

高 橋 敬 二

鶴 原 憲 治

横 山 美 昭

木 村 晋 吾

田 中 久 志

糸 原 優 二

上 代 英 治

長 妻 賢 二

三 澤 郁 穂

新 田 国 善

安 達 隆 亜

錦 織 直 行

畑 　 宏 明

藤 原 慶 介

岸 本 邦 夫

高 橋 雄 二

永 瀬 敬 治

合　計

中　村　訓　子

石　原　　　学

藤　井　孝　之

磯　田　泰　将

宮　前　靖　司

門　脇　康　文

陸上　5/25 ～ 27　松江
14名21種目出場　

○やり投げ　藤本愛佳　優勝　

○女子400m　永瀬望　３位　

○女子200m　永瀬望　４位

○女子4×400mリレー　８位

○女子1500m　舟木七海　決勝進出

剣道　5/30～6/1　益田
【男子団体】第3位

２回戦 ３－１ 松江北　　準々決勝 ２－０ 出雲商業

準決勝 １－４ 大社

【男子個人】松本直樹・塚本理玖ベスト16　

【女子個人】日野あゆみ　ベスト８

ソフトテニス 　5/30～6/1　出雲
【男子】○団体戦　１回戦 ２－１ 津和野

２回戦 ０－２ 大社

　　　　○個人戦 10ペア出場　全ペア１・２回戦敗退

【女子】○団体戦 １回戦 ２－１ 出雲農林 

２回戦 ０－３ 松江西　

　　　　○個人戦 ５ペア出場　１・２回戦敗退

バドミントン　5/31～6/2　鹿島
【男子】男子総合　２位　決勝　大東 ０－３ 松徳学院

○学校対抗戦　２回戦　大東 ３－０ 出雲

準決勝　大東　３－０　松江西

○シングルス　ベスト８　藤井大翔

 ベスト16　白根大地　松本皓哉

澤和浩太郎

○ダブルス　２位　藤井大翔・白根大地

ベスト８　武田啓祐・板持駆

ベスト16  松本皓哉・𠮷川光樹

澤和浩太郎・長廻拓実

吉木陸駆・武田陽斗

【女子】 女子総合　優勝
決勝　VS 松江商業３対２

○学校対抗戦　２回戦　VS 松江農林３対０

　　　　　　　準決勝　VS 松徳学院３対０

○シングルス　ベスト８  小山千穂　小山紗季

槇原優華　日野優那

ベスト16   景山遙香　坪井千祐　

○ダブルス　   ベスト４  小山千穂・日野優那、

小山紗希・槇原優華

バレーボール　5/31 ～ 2　出雲
【女子】 １回戦　大東２－１松江市女

２回戦　大東０－２松江農林　　

【男子】 ２回戦　大東２－０浜田

準々決勝　大東１－２松江工業　ベスト８

ソフトボール　6/1 ～ 2　出雲商業高校
決　勝　三刀屋 ８－１ 大東　準優勝
１回戦　大東 ９－２ 出雲

準決勝　大東 23－２大社

空手道　6/1 ～ 2　松江
【男子団体形】 準決勝　０－５ 出雲工業　第３位

【女子団体形】 決　勝　０－５ 松江南　準優勝
【男子団体組手】 準決勝　１－４ 出雲工業

３位決定戦　３－０ 松江西　第３位

【女子団体組手】 決勝 ４－０ 松江南　優勝

【女子個人形】　ベスト 16　渡辺夢叶、 新田真子、

飯塚結衣子、田部美里

【男子個人組手】　ベスト８　門脇ユウジ

ベスト16　恩田真聡、高橋要

【女子個人組手】　ベスト ４　新田真子

ベスト８　福間咲和、神庭姫乃

ベスト16　渡辺夢叶、陶山歩未、

田部美里、飯塚結衣子

青木眞実

バスケットボール　5/31 ～ 6/2　松江
１回戦 大東 55－113 松江工業
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剣 道

バレーボール

ソフトボール

ソフトテニス

バドミントン

■全山陰陸上　4/27～28　松江市営陸上競技場

８名５種目出場　

★800m　舟木七海 ５位　藤本愛佳 ５位

多々納沙羅　８位

■出雲陸上　4/20～21　浜山運動公園

５名７種目出場　★やり投げ　藤本愛佳　優勝
★女子100ｍ　永瀬望 ５位

★800m　舟木七海 ５位

★砲丸投げ　多根悠月 ５位

★女子４×100ｍリレー ４位

★やり投げ　多々納沙羅 ５位

■県選手権　5/4～5　益田陸上競技場

11名7種目出場　★女子200ｍ　永瀬望 ４位　

★女子4×400mリレー ７位

★やり投げ　藤本愛佳 ４位　多々納沙羅 ８位

★砲丸投げ　多根悠月 ７位

　■県高校新人　9/14～16　益田陸上競技場

★女子800m　藤原里沙、亀山あいり　Ｂ決勝進出　

★1500m　小山亜美 ５位（中国新人戦出場）

★女子やり投げ　藤本愛佳 ３位（中国新人戦出場）

★女子4×100mR  ８位

　

■中国予選　4/20～21　浜田

【男子団体】 ３位　２回戦　５－０ 松江高専　

準々決勝　２－１ 松江東

準決勝　１－１ 代表戦　

【男子個人】 ３位　松本直樹、 塚本理玖　

　　　　　ベスト32　吉木勇斗　

【女子個人】ベスト16　日野あゆみ

■中国大会　6/14～16　米子

【男子団体】 ２－３ 津山工業　０－４ 米子松蔭

予選リーグ敗退

【男子個人】 松本直樹　ベスト８

■中国予選　4/26～28　出雲

【男子団体戦】 １回戦敗退　大東 ０－３ 松江北　

【男子個人戦】 個人戦９ペア出場全ペア １・２回戦 敗退

【女子団体戦】 １回戦　大東３－０益田翔陽

２回戦　大東１－２出雲商業

【女子個人戦】 ５ペア出場　全ペア１・２回戦敗退

■選手権　9/14～15　出雲 

【男子】  個人戦　8 ペア出場 杉原・遠藤ペア

３回戦敗退　その他　1・2回戦で敗退

【女子】  ６ペア出場　１・２回戦敗退

■中国予選　4/20～22　カミアリーナ

【男子】 ★学校対抗戦　優勝
決　勝 ３－２ 松徳学院

２回戦 ３－０ 出雲商業

準決勝 ３－２ 松江商業

★シングルス　ベスト８　藤井・澤和組

ベスト16　白根・吉木組

★ダブルス　３位　澤和・長廻組

　　　　ベスト８　松本・吉川組　藤井・白根組

　　 　 ベスト16    吉木・武田組　武田・板持組

【女子】 ★学校対抗戦　２位

決　勝１－３松江商業

２回戦３－０出雲商業

準決勝３－２松江北

★シングルス　３位　小山千穂

ベスト８　槇原・小山・日野

ベスト16   坪井・内田

★ダブルス　３位　日野・小山組

小山・槇原組

ベスト８　坪井・影山組

ベスト16　内田・長廻組

■県選手権　9/7～8　浜山

★男子シングルス　３位　藤井大翔

ベスト８　吉木陸駆

ベスト16　武田啓祐　𠮷川光樹

白根大地

★男子ダブルス　２位　藤井・白根組

ベスト８　吉川・武田組

武田・吉木組

ベスト16　小山・板持組

★女子シングルス　１位　小山千穂　２位　小山紗季

３位　日野優那　槇原悠華

ベスト８　影山遥香　坪井千祐

内田朱美

★女子ダブルス　１位　小山千・日野組

２位　小山紗・影山組

３位　槇原・内田組

ベスト８　長廻・坪井組

■中国予選　4/19～21　松江

【男子】 ★予選リーグ　大東 ２－０ 吉賀

大東 ２－０ 出雲

★グループリーグ　大東 ０－２ 松江西

大東 ０－２ 安来

★順位決定リーグ　大東 ０－２ 松江高専

大東 ２－０ 松江工業

大東 ２－１ 松江商業　

４位

【女子】 大東 ２－０ 益田翔陽　大東 ０－２ 大社

１勝１敗のため予選リーグ敗退

■中国大会　5/11～12　松江

【男子】 １回戦　大東 ０－２ 玉野光南（岡山県）

■中国予選　4/20～21　加茂

決　勝　大東 14－３ 出雲商　優勝
１回戦　大東 14－０ 出雲

準決勝　大東  ４－０ 三刀屋

■中国大会　5/10～12　尾道

１回戦　大東 １－４ 御調　

■選手権　9/16～17　安来高校

優勝　決　勝　大東 ８－１ 出雲商業　

１回戦　大東 14－０ 安来

２回戦　大東 ５－４ 三刀屋

準決勝　大東 12－０ 松江商業

■中国予選　4/28　松江

【男子】

★団体組手 １回戦　大東 １－４ 出雲工業　３位　

★団体形    １回戦　大東 × - ○ 出雲工業　２位

★個人組手　門脇ユウジ　ベスト４

【女子】

★団体組手 決勝　大東 ４－１ 松江南　優勝
★団体形　 決勝　大東 ×－○ 松江南　２位

★個人組手　新田真子　ベスト４

渡部夢叶、福間咲和、飯塚結衣子、

神庭姫乃　ベスト８

青木優名、陶山歩未、市原永遠、

田部美里　ベスト16

★個人形　　田部美里、福間咲和　ベスト８ 

■中国高校選手権大会　6/14～16　松江

男子団体形　１回戦　大東 ０－５ 広島国際学院（広島）

女子団体形　１回戦　大東 ０－５ 下関国際（山口）

男子団体組手　１回戦　大東 １－４ 西条農業（広島）

女子団体組手　１回戦　大東 ５－０ 津山商業（岡山）

　　　　　　　２回戦　大東 ０－５ 如水館（広島）

女子個人形　　初戦敗退（福間、田部）

男子個人組手　２回戦敗退（門脇）

女子個人組手　初戦敗退（新田、渡部、陶山、青木、

田部、神庭、市原、飯塚）

３回戦進出（福間）

■春季中部地区予選　4/21　平田　大東 10－３ 飯南

■県 春 季　4/27　益田　 大東 ９－10 松江北

■出雲地区　5/25　平田　 大東 ２－８ 出雲西

■選手権大会　7/20　松江　大東３－７松江農林

■秋季大会　9/14　平田　大東０－７開星

   

■中国予選　4/13～14　金城

１回戦：大東 60－68 益田

■春季写真コンクール　6/7　プラバホール

特選５作品（３年 内田・坪倉、２年 加藤・東谷、

１年 加納）他に入選10作品

■撮影技術大会　9/6～7　島根県青少年の家 サン・レイク周辺

　一畑薬師での撮影会やワークショップなどに参加した

■秋季写真コンクール 10/18 大社高校

　特選３作品（２年多根・加藤、１年加納)、

他に入選７作品

■出雲地区吹奏楽祭　6/8　出雲市民会館

梁塵秘抄　～熊野古道の幻想～を演奏

■雲南地区バンドフェスティバル　7/15　ラメール（加茂）

マーチ「エイプリル　リーフ」・梁塵秘抄～熊野古道

の幻想～を演奏

■第60回全日本吹奏楽コンクール島根県大会　8/4

出雲市民会館

高等学校Ａの部　銀賞　演奏曲目：マーチ「エイプリ

ル・リーフ」梁塵秘抄～熊野古道の幻想～

■出雲地区高校美術コンクール講習会　5/30～6/1　サンレイク

油彩作品：門脇楓・須山結衣・宇山千瑛（１年）、松島

美鈴・周藤有希野（２年）、山下花火・原田和奏（３年）、

７名参加

■テラコッタ講習会  8/6～7  横田高校

素焼粘土作品：門脇楓・須山結衣（１年）、周藤有希野

（２年）、３名参加

■高文連出雲地区絵画コンクール  10/25  出雲大社

油彩作品：門脇楓・須山結衣（１年）、周藤有希野（２

年）、３名参加

   

   

■島根県高等学校青少年赤十字メンバー春季協議会参加

6/12　パルメイト出雲

「全国ろうあ者体育大会 in 鳥取島根へ向けて手話研修」

地区ブロック会

■島根県高等学校青少年赤十字メンバー出雲ブロック研修会参加

7/27　ビックハート出雲 出雲市駅 イオンスタイル出雲

防災ワークショップ・募金活動（平成３０年７月豪雨

災害義援金）・ペットボトルキャップ回収

■「第53回全国ろうあ者」ボランティア参加　9/21　出雲ドーム

大会運営ボランティア

   

■県高文連全体研修会　5/30　パルメイト出雲

活動紹介（2年　狩野、井原、長谷川）

講演会 「オリジナルタンブラーのデザインにチャレンジ」

■裏千家淡交会島根学校茶道連絡協議会合同研修会参加

7/28　島根県民会館

活動内容：お点前とおもてなしの学習

（平成31年４月～令和元年９月）（平成31年４月～令和元年９月）

令和元年度 部活動状況報告令和元年度 部活動状況報告

中国５県陸上出場権

４名中国大会出場権　

中国大会出場

中国大会出場

中国大会出場

中国大会出場

中国大会出場

中国大会出場

中国大会出場

中国大会出場

陸上　5/25 ～ 27　松江
14名21種目出場　

○やり投げ　藤本愛佳　優勝　

○女子400m　永瀬望　３位　

○女子200m　永瀬望　４位

○女子4×400mリレー　８位

○女子1500m　舟木七海　決勝進出

剣道　5/30～6/1　益田
【男子団体】第3位

２回戦 ３－１ 松江北　　準々決勝 ２－０ 出雲商業

準決勝 １－４ 大社

【男子個人】松本直樹・塚本理玖ベスト16　

【女子個人】日野あゆみ　ベスト８

ソフトテニス 　5/30～6/1　出雲
【男子】○団体戦　１回戦 ２－１ 津和野

２回戦 ０－２ 大社

　　　　○個人戦 10ペア出場　全ペア１・２回戦敗退

【女子】○団体戦 １回戦 ２－１ 出雲農林 

２回戦 ０－３ 松江西　

　　　　○個人戦 ５ペア出場　１・２回戦敗退

バドミントン　5/31～6/2　鹿島
【男子】男子総合　２位　決勝　大東 ０－３ 松徳学院

○学校対抗戦　２回戦　大東 ３－０ 出雲

準決勝　大東　３－０　松江西

○シングルス　ベスト８　藤井大翔

 ベスト16　白根大地　松本皓哉

澤和浩太郎

○ダブルス　２位　藤井大翔・白根大地

ベスト８　武田啓祐・板持駆

ベスト16  松本皓哉・𠮷川光樹

澤和浩太郎・長廻拓実

吉木陸駆・武田陽斗

【女子】 女子総合　優勝
決勝　VS 松江商業３対２

○学校対抗戦　２回戦　VS 松江農林３対０

　　　　　　　準決勝　VS 松徳学院３対０

○シングルス　ベスト８  小山千穂　小山紗季

槇原優華　日野優那

ベスト16   景山遙香　坪井千祐　

○ダブルス　   ベスト４  小山千穂・日野優那、

小山紗希・槇原優華

バレーボール　5/31 ～ 2　出雲
【女子】 １回戦　大東２－１松江市女

２回戦　大東０－２松江農林　　

【男子】 ２回戦　大東２－０浜田

準々決勝　大東１－２松江工業　ベスト８

ソフトボール　6/1 ～ 2　出雲商業高校
決　勝　三刀屋 ８－１ 大東　準優勝
１回戦　大東 ９－２ 出雲

準決勝　大東 23－２大社

空手道　6/1 ～ 2　松江
【男子団体形】 準決勝　０－５ 出雲工業　第３位

【女子団体形】 決　勝　０－５ 松江南　準優勝
【男子団体組手】 準決勝　１－４ 出雲工業

３位決定戦　３－０ 松江西　第３位

【女子団体組手】 決勝 ４－０ 松江南　優勝

【女子個人形】　ベスト 16　渡辺夢叶、 新田真子、

飯塚結衣子、田部美里

【男子個人組手】　ベスト８　門脇ユウジ

ベスト16　恩田真聡、高橋要

【女子個人組手】　ベスト ４　新田真子

ベスト８　福間咲和、神庭姫乃

ベスト16　渡辺夢叶、陶山歩未、

田部美里、飯塚結衣子

青木眞実

バスケットボール　5/31 ～ 6/2　松江
１回戦 大東 55－113 松江工業

陸 上
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部活動後援会会報

地域文化部 生活科学部門

地域文化部 茶道部門

地域文化部 JRC部門

美 術

野 球

バスケットボール

写真

吹奏楽

空 手

★ダブルス　３位　澤和・長廻組

　　　　ベスト８　松本・吉川組　藤井・白根組

　　 　 ベスト16    吉木・武田組　武田・板持組

【女子】 ★学校対抗戦　２位

決　勝１－３松江商業

２回戦３－０出雲商業

準決勝３－２松江北

★シングルス　３位　小山千穂

ベスト８　槇原・小山・日野

ベスト16   坪井・内田

★ダブルス　３位　日野・小山組

小山・槇原組

ベスト８　坪井・影山組

ベスト16　内田・長廻組

■県選手権　9/7～8　浜山

★男子シングルス　３位　藤井大翔

ベスト８　吉木陸駆

ベスト16　武田啓祐　𠮷川光樹

白根大地

★男子ダブルス　２位　藤井・白根組

ベスト８　吉川・武田組

武田・吉木組

ベスト16　小山・板持組

★女子シングルス　１位　小山千穂　２位　小山紗季

３位　日野優那　槇原悠華

ベスト８　影山遥香　坪井千祐

内田朱美

★女子ダブルス　１位　小山千・日野組

２位　小山紗・影山組

３位　槇原・内田組

ベスト８　長廻・坪井組

■中国予選　4/19～21　松江

【男子】 ★予選リーグ　大東 ２－０ 吉賀

大東 ２－０ 出雲

★グループリーグ　大東 ０－２ 松江西

大東 ０－２ 安来

★順位決定リーグ　大東 ０－２ 松江高専

大東 ２－０ 松江工業

大東 ２－１ 松江商業　

４位

【女子】 大東 ２－０ 益田翔陽　大東 ０－２ 大社

１勝１敗のため予選リーグ敗退

■中国大会　5/11～12　松江

【男子】 １回戦　大東 ０－２ 玉野光南（岡山県）

■中国予選　4/20～21　加茂

決　勝　大東 14－３ 出雲商　優勝
１回戦　大東 14－０ 出雲

準決勝　大東  ４－０ 三刀屋

■中国大会　5/10～12　尾道

１回戦　大東 １－４ 御調　

■選手権　9/16～17　安来高校

優勝　決　勝　大東 ８－１ 出雲商業　

１回戦　大東 14－０ 安来

２回戦　大東 ５－４ 三刀屋

準決勝　大東 12－０ 松江商業

■中国予選　4/28　松江

【男子】

★団体組手 １回戦　大東 １－４ 出雲工業　３位　

★団体形    １回戦　大東 × - ○ 出雲工業　２位

★個人組手　門脇ユウジ　ベスト４

【女子】

★団体組手 決勝　大東 ４－１ 松江南　優勝
★団体形　 決勝　大東 ×－○ 松江南　２位

★個人組手　新田真子　ベスト４

渡部夢叶、福間咲和、飯塚結衣子、

神庭姫乃　ベスト８

青木優名、陶山歩未、市原永遠、

田部美里　ベスト16

★個人形　　田部美里、福間咲和　ベスト８ 

■中国高校選手権大会　6/14～16　松江

男子団体形　１回戦　大東 ０－５ 広島国際学院（広島）

女子団体形　１回戦　大東 ０－５ 下関国際（山口）

男子団体組手　１回戦　大東 １－４ 西条農業（広島）

女子団体組手　１回戦　大東 ５－０ 津山商業（岡山）

　　　　　　　２回戦　大東 ０－５ 如水館（広島）

女子個人形　　初戦敗退（福間、田部）

男子個人組手　２回戦敗退（門脇）

女子個人組手　初戦敗退（新田、渡部、陶山、青木、

田部、神庭、市原、飯塚）

３回戦進出（福間）

■春季中部地区予選　4/21　平田　大東 10－３ 飯南

■県 春 季　4/27　益田　 大東 ９－10 松江北

■出雲地区　5/25　平田　 大東 ２－８ 出雲西

■選手権大会　7/20　松江　大東３－７松江農林

■秋季大会　9/14　平田　大東０－７開星

   

■中国予選　4/13～14　金城

１回戦：大東 60－68 益田

■春季写真コンクール　6/7　プラバホール

特選５作品（３年 内田・坪倉、２年 加藤・東谷、

１年 加納）他に入選10作品

■撮影技術大会　9/6～7　島根県青少年の家 サン・レイク周辺

　一畑薬師での撮影会やワークショップなどに参加した

■秋季写真コンクール 10/18 大社高校

　特選３作品（２年多根・加藤、１年加納)、

他に入選７作品

■出雲地区吹奏楽祭　6/8　出雲市民会館

梁塵秘抄　～熊野古道の幻想～を演奏

■雲南地区バンドフェスティバル　7/15　ラメール（加茂）

マーチ「エイプリル　リーフ」・梁塵秘抄～熊野古道

の幻想～を演奏

■第60回全日本吹奏楽コンクール島根県大会　8/4

出雲市民会館

高等学校Ａの部　銀賞　演奏曲目：マーチ「エイプリ

ル・リーフ」梁塵秘抄～熊野古道の幻想～

■出雲地区高校美術コンクール講習会　5/30～6/1　サンレイク

油彩作品：門脇楓・須山結衣・宇山千瑛（１年）、松島

美鈴・周藤有希野（２年）、山下花火・原田和奏（３年）、

７名参加

■テラコッタ講習会  8/6～7  横田高校

素焼粘土作品：門脇楓・須山結衣（１年）、周藤有希野

（２年）、３名参加

■高文連出雲地区絵画コンクール  10/25  出雲大社

油彩作品：門脇楓・須山結衣（１年）、周藤有希野（２

年）、３名参加

   

   

■島根県高等学校青少年赤十字メンバー春季協議会参加

6/12　パルメイト出雲

「全国ろうあ者体育大会 in 鳥取島根へ向けて手話研修」

地区ブロック会

■島根県高等学校青少年赤十字メンバー出雲ブロック研修会参加

7/27　ビックハート出雲 出雲市駅 イオンスタイル出雲

防災ワークショップ・募金活動（平成３０年７月豪雨

災害義援金）・ペットボトルキャップ回収

■「第53回全国ろうあ者」ボランティア参加　9/21　出雲ドーム

大会運営ボランティア

   

■県高文連全体研修会　5/30　パルメイト出雲

活動紹介（2年　狩野、井原、長谷川）

講演会 「オリジナルタンブラーのデザインにチャレンジ」

■裏千家淡交会島根学校茶道連絡協議会合同研修会参加

7/28　島根県民会館

活動内容：お点前とおもてなしの学習

第57回 島根県高等学校
総合体育大会結果報告
第57回 島根県高等学校

総合体育大会結果報告

以上の団体・個人は中国大会出場

以上中国大会出場

陸上　5/25 ～ 27　松江
14名21種目出場　

○やり投げ　藤本愛佳　優勝　

○女子400m　永瀬望　３位　

○女子200m　永瀬望　４位

○女子4×400mリレー　８位

○女子1500m　舟木七海　決勝進出

剣道　5/30～6/1　益田
【男子団体】第3位

２回戦 ３－１ 松江北　　準々決勝 ２－０ 出雲商業

準決勝 １－４ 大社

【男子個人】松本直樹・塚本理玖ベスト16　

【女子個人】日野あゆみ　ベスト８

ソフトテニス 　5/30～6/1　出雲
【男子】○団体戦　１回戦 ２－１ 津和野

２回戦 ０－２ 大社

　　　　○個人戦 10ペア出場　全ペア１・２回戦敗退

【女子】○団体戦 １回戦 ２－１ 出雲農林 

２回戦 ０－３ 松江西　

　　　　○個人戦 ５ペア出場　１・２回戦敗退

バドミントン　5/31～6/2　鹿島
【男子】男子総合　２位　決勝　大東 ０－３ 松徳学院

○学校対抗戦　２回戦　大東 ３－０ 出雲

準決勝　大東　３－０　松江西

○シングルス　ベスト８　藤井大翔

 ベスト16　白根大地　松本皓哉

澤和浩太郎

○ダブルス　２位　藤井大翔・白根大地

ベスト８　武田啓祐・板持駆

ベスト16  松本皓哉・𠮷川光樹

澤和浩太郎・長廻拓実

吉木陸駆・武田陽斗

【女子】 女子総合　優勝
決勝　VS 松江商業３対２

○学校対抗戦　２回戦　VS 松江農林３対０

　　　　　　　準決勝　VS 松徳学院３対０

○シングルス　ベスト８  小山千穂　小山紗季

槇原優華　日野優那

ベスト16   景山遙香　坪井千祐　

○ダブルス　   ベスト４  小山千穂・日野優那、

小山紗希・槇原優華

バレーボール　5/31 ～ 2　出雲
【女子】 １回戦　大東２－１松江市女

２回戦　大東０－２松江農林　　

【男子】 ２回戦　大東２－０浜田

準々決勝　大東１－２松江工業　ベスト８

ソフトボール　6/1 ～ 2　出雲商業高校
決　勝　三刀屋 ８－１ 大東　準優勝
１回戦　大東 ９－２ 出雲

準決勝　大東 23－２大社

空手道　6/1 ～ 2　松江
【男子団体形】 準決勝　０－５ 出雲工業　第３位

【女子団体形】 決　勝　０－５ 松江南　準優勝
【男子団体組手】 準決勝　１－４ 出雲工業

３位決定戦　３－０ 松江西　第３位

【女子団体組手】 決勝 ４－０ 松江南　優勝

【女子個人形】　ベスト 16　渡辺夢叶、 新田真子、

飯塚結衣子、田部美里

【男子個人組手】　ベスト８　門脇ユウジ

ベスト16　恩田真聡、高橋要

【女子個人組手】　ベスト ４　新田真子

ベスト８　福間咲和、神庭姫乃

ベスト16　渡辺夢叶、陶山歩未、

田部美里、飯塚結衣子

青木眞実

バスケットボール　5/31 ～ 6/2　松江
１回戦 大東 55－113 松江工業
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学校対抗戦 Bグループ 男女総合優勝
男子総合 Bグループ 第１位　　女子総合 Aグループ 第12位 

インターハイ出場
インターハイ出場

インターハイ出場

　もし私が茶道部に入っていなかったら、今

のように雲南市のことについて、また雲南市

に住む方々の温かさについて知ることはなか

ったと思います。

　私が茶道部に入部した時、３年生３人で活

動しておられました。私は２年生の７月に入

部したので実質１ヶ月ほどしか一緒に活動す

る時間がありませんでした。しかし、先輩方

や指導にきてくださる講師の先生は、茶道の

知識は何もない私に優しく丁寧に教えてくだ

さり、温かい気持ちでいっぱいになりました。

　先輩方が引退されてから、講師の先生と私

のマンツーマンでの部活が始まりました。最

初は自分の知らない世界を知り、上達するこ

とで自信がつきました。しかし、私一人のた

めに毎週講師の先生に来ていただくことに、

少し申し訳なさを感じる時もありました。そ

んな時、先輩と共に過ごした時間、またこれ

まで受け継がれてきた大東高校茶道部の伝統

を感じ、私も次に繋げていかなければならな

いという確かな思いに変わりました。

　茶道部は地域の祭りにも積極的に参加して

います。その中でも木次の桜まつりでは多く

の方々にお茶を飲んでいただけました。直接

声を掛けていただくことで、雲南市の方々の

温かさを知り、もっと腕を磨こうと自分自身

の成長にも繋がりました。

　私は茶道部に入って、人への思いやりの心

や礼儀を学ぶことができました。これまで支

えてくださった先生方、本当にありがとうご

ざいました。そして茶道部に興味のある方は

ぜひ入部していただけるとうれしいです。

陸上　5/25 ～ 27　松江
14名21種目出場　

○やり投げ　藤本愛佳　優勝　

○女子400m　永瀬望　３位　

○女子200m　永瀬望　４位

○女子4×400mリレー　８位

○女子1500m　舟木七海　決勝進出

剣道　5/30～6/1　益田
【男子団体】第3位

２回戦 ３－１ 松江北　　準々決勝 ２－０ 出雲商業

準決勝 １－４ 大社

【男子個人】松本直樹・塚本理玖ベスト16　

【女子個人】日野あゆみ　ベスト８

ソフトテニス 　5/30～6/1　出雲
【男子】○団体戦　１回戦 ２－１ 津和野

２回戦 ０－２ 大社

　　　　○個人戦 10ペア出場　全ペア１・２回戦敗退

【女子】○団体戦 １回戦 ２－１ 出雲農林 

２回戦 ０－３ 松江西　

　　　　○個人戦 ５ペア出場　１・２回戦敗退

バドミントン　5/31～6/2　鹿島
【男子】男子総合　２位　決勝　大東 ０－３ 松徳学院

○学校対抗戦　２回戦　大東 ３－０ 出雲

準決勝　大東　３－０　松江西

○シングルス　ベスト８　藤井大翔

 ベスト16　白根大地　松本皓哉

澤和浩太郎

○ダブルス　２位　藤井大翔・白根大地

ベスト８　武田啓祐・板持駆

ベスト16  松本皓哉・𠮷川光樹

澤和浩太郎・長廻拓実

吉木陸駆・武田陽斗

【女子】 女子総合　優勝
決勝　VS 松江商業３対２

○学校対抗戦　２回戦　VS 松江農林３対０

　　　　　　　準決勝　VS 松徳学院３対０

○シングルス　ベスト８  小山千穂　小山紗季

槇原優華　日野優那

ベスト16   景山遙香　坪井千祐　

○ダブルス　   ベスト４  小山千穂・日野優那、

小山紗希・槇原優華

バレーボール　5/31 ～ 2　出雲
【女子】 １回戦　大東２－１松江市女

２回戦　大東０－２松江農林　　

【男子】 ２回戦　大東２－０浜田

準々決勝　大東１－２松江工業　ベスト８

ソフトボール　6/1 ～ 2　出雲商業高校
決　勝　三刀屋 ８－１ 大東　準優勝
１回戦　大東 ９－２ 出雲

準決勝　大東 23－２大社

空手道　6/1 ～ 2　松江
【男子団体形】 準決勝　０－５ 出雲工業　第３位

【女子団体形】 決　勝　０－５ 松江南　準優勝
【男子団体組手】 準決勝　１－４ 出雲工業

３位決定戦　３－０ 松江西　第３位

【女子団体組手】 決勝 ４－０ 松江南　優勝

【女子個人形】　ベスト 16　渡辺夢叶、 新田真子、

飯塚結衣子、田部美里

【男子個人組手】　ベスト８　門脇ユウジ

ベスト16　恩田真聡、高橋要

【女子個人組手】　ベスト ４　新田真子

ベスト８　福間咲和、神庭姫乃

ベスト16　渡辺夢叶、陶山歩未、

田部美里、飯塚結衣子

青木眞実

バスケットボール　5/31 ～ 6/2　松江
１回戦 大東 55－113 松江工業

令和元年度 全国高等学校総合体育大会島根県予選結果 ★★★

部活動後援会会報

インターハイ出場決定！インターハイ出場決定！インターハイ出場決定！インターハイ出場決定！

★バドミントン部
女子学校対抗
男子ダブルス

★空手道部
女子団体組手

主 な 戦 績
○男子学校対抗戦 準優勝
○女子ダブルス  ベスト４

バドミントン部バドミントン部

○やり投げ 優勝
○女子400ｍ 第３位

陸上競技部陸上競技部
ベスト８男子バレーボール部男子バレーボール部

男子団体 第３位剣道剣道準優勝ソフトボール部ソフトボール部

バドミントン　7/30～８/５　熊本県八代市
◎女子学校対抗戦

　１回戦　大東 ３－２ 糸満（沖縄）

　２回戦　大東 ０－３ 青森山田（青森）

◎男子個人戦ダブルス

　１回戦　藤井･白根組 ２－０ 三好･立石組（徳島城東・徳島）

　２回戦　藤井･白根組 ０－２ 野田･浦組（八代東・熊本）　

空手道 　8/8～8/11、沖縄県名護市
◎女子団体組手

　１回戦　大東 １－４ 磯城野（奈良）

大会結果
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　もし私が茶道部に入っていなかったら、今

のように雲南市のことについて、また雲南市

に住む方々の温かさについて知ることはなか

ったと思います。

　私が茶道部に入部した時、３年生３人で活

動しておられました。私は２年生の７月に入

部したので実質１ヶ月ほどしか一緒に活動す

る時間がありませんでした。しかし、先輩方

や指導にきてくださる講師の先生は、茶道の

知識は何もない私に優しく丁寧に教えてくだ

さり、温かい気持ちでいっぱいになりました。

　先輩方が引退されてから、講師の先生と私

のマンツーマンでの部活が始まりました。最

初は自分の知らない世界を知り、上達するこ

とで自信がつきました。しかし、私一人のた

めに毎週講師の先生に来ていただくことに、

少し申し訳なさを感じる時もありました。そ

んな時、先輩と共に過ごした時間、またこれ

まで受け継がれてきた大東高校茶道部の伝統

を感じ、私も次に繋げていかなければならな

いという確かな思いに変わりました。

　茶道部は地域の祭りにも積極的に参加して

います。その中でも木次の桜まつりでは多く

の方々にお茶を飲んでいただけました。直接

声を掛けていただくことで、雲南市の方々の

温かさを知り、もっと腕を磨こうと自分自身

の成長にも繋がりました。

　私は茶道部に入って、人への思いやりの心

や礼儀を学ぶことができました。これまで支

えてくださった先生方、本当にありがとうご

ざいました。そして茶道部に興味のある方は

ぜひ入部していただけるとうれしいです。

３年２組

松本　直樹

陸上　5/25 ～ 27　松江
14名21種目出場　

○やり投げ　藤本愛佳　優勝　

○女子400m　永瀬望　３位　

○女子200m　永瀬望　４位

○女子4×400mリレー　８位

○女子1500m　舟木七海　決勝進出

剣道　5/30～6/1　益田
【男子団体】第3位

２回戦 ３－１ 松江北　　準々決勝 ２－０ 出雲商業

準決勝 １－４ 大社

【男子個人】松本直樹・塚本理玖ベスト16　

【女子個人】日野あゆみ　ベスト８

ソフトテニス 　5/30～6/1　出雲
【男子】○団体戦　１回戦 ２－１ 津和野

２回戦 ０－２ 大社

　　　　○個人戦 10ペア出場　全ペア１・２回戦敗退

【女子】○団体戦 １回戦 ２－１ 出雲農林 

２回戦 ０－３ 松江西　

　　　　○個人戦 ５ペア出場　１・２回戦敗退

バドミントン　5/31～6/2　鹿島
【男子】男子総合　２位　決勝　大東 ０－３ 松徳学院

○学校対抗戦　２回戦　大東 ３－０ 出雲

準決勝　大東　３－０　松江西

○シングルス　ベスト８　藤井大翔

 ベスト16　白根大地　松本皓哉

澤和浩太郎

○ダブルス　２位　藤井大翔・白根大地

ベスト８　武田啓祐・板持駆

ベスト16  松本皓哉・𠮷川光樹

澤和浩太郎・長廻拓実

吉木陸駆・武田陽斗

【女子】 女子総合　優勝
決勝　VS 松江商業３対２

○学校対抗戦　２回戦　VS 松江農林３対０

　　　　　　　準決勝　VS 松徳学院３対０

○シングルス　ベスト８  小山千穂　小山紗季

槇原優華　日野優那

ベスト16   景山遙香　坪井千祐　

○ダブルス　   ベスト４  小山千穂・日野優那、

小山紗希・槇原優華

バレーボール　5/31 ～ 2　出雲
【女子】 １回戦　大東２－１松江市女

２回戦　大東０－２松江農林　　

【男子】 ２回戦　大東２－０浜田

準々決勝　大東１－２松江工業　ベスト８

ソフトボール　6/1 ～ 2　出雲商業高校
決　勝　三刀屋 ８－１ 大東　準優勝
１回戦　大東 ９－２ 出雲

準決勝　大東 23－２大社

空手道　6/1 ～ 2　松江
【男子団体形】 準決勝　０－５ 出雲工業　第３位

【女子団体形】 決　勝　０－５ 松江南　準優勝
【男子団体組手】 準決勝　１－４ 出雲工業

３位決定戦　３－０ 松江西　第３位

【女子団体組手】 決勝 ４－０ 松江南　優勝

【女子個人形】　ベスト 16　渡辺夢叶、 新田真子、

飯塚結衣子、田部美里

【男子個人組手】　ベスト８　門脇ユウジ

ベスト16　恩田真聡、高橋要

【女子個人組手】　ベスト ４　新田真子

ベスト８　福間咲和、神庭姫乃

ベスト16　渡辺夢叶、陶山歩未、

田部美里、飯塚結衣子

青木眞実

バスケットボール　5/31 ～ 6/2　松江
１回戦 大東 55－113 松江工業

　僕は中学まで続けてきた剣道を高校でも取

組みたいと思い、大東高校剣道部へ入部しま

した。

　入部する前はＳＮＳなどで大東高校剣道部

が団体で入賞している記事などをよく見てい

ました。だから入部当初は部に所属している

こと自体がとても嬉しく、先輩方と良い関係

が築けていくのがとても楽しかったです。

　２年になり、先輩方が引退をされ、僕がキ

ャプテンを任されました。最初の頃は、チー

ムをまとめることの難しさを痛感しました。

しかし、苦しい練習を皆で乗り越えたり、練

習後にたわいもない話をして笑ったりする時

間が増えるにつれ、お互いに分かりあえるよ

うになり、団体では準優勝という結果を残す

ことができました。個人としてもキャプテン

をすることで勝たないといけない時に勝つ精

神面や、技術面でも成長をし、県大会では個

人優勝をすることができる選手になりました。

　総体では団体・個人ともにインターハイ出

場は叶いませんでしたが、最後の大会では誰

もが３年間やってきたことを全力で表現をし、

良いものになりました。

　この２年間の部活動生活は、楽しいことよ

りも辛いことの方が多かったです。それを乗

り越えられたのもチームメイト、保護者さん

などのおかげだと思います。この部活動生活

で経験してきたことというのは、これから社

会に出ていく上でとても役に立つことだと思

います。

　これまで応援してくださった方、関わって

くださった方々に感謝します。

　どうぞ、これからも大東高校剣道部をよろ

しくお願いします。
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３年２組

高木　理奈

　入部した頃は、１年生と３年生のチームで

何をしても先輩方の足を引っ張るだけでした。

先輩方が引退されると自分たちが先頭に立つ

立場になりました。１年生でいろいろなこと

が初めてだった自分たちにとって先輩方がい

ない部活動はとても大変でした。大会や試合

などでは、助っ人を借りて出ました。助っ人

の呼びかけからチラシ作りなど全て自分たち

で行いました。満足のいく練習はあまりでき

なかったけど、力を貸してくれた助っ人の人

たちには感謝の気持ちでいっぱいでした。な

んとかソフトボール部を残していきたいとい

う思いで少ない人数の中、新入部員が入って

きてくれることを待っていました。

　２年生になると大東高校として大会や試合

に出られるようになりました。大会では、優

勝することもでき、このチームなら絶対イン

ターハイに行けると思いました。また、２年

生の夏にキャプテンになり、最初はどんなこ

とがあっても笑顔でいようと決めていました。

だけど、現実は甘くはなく自分が思うように

プレーできなかったり、チームをまとめてい

く力のなさに次第に笑顔は消えてうまく引っ

張っていくことができませんでした。キャプ

テンになり辛いことや苦しいことばかりで、

涙を流すことが多くありました。そんな時一

番に支えてくれたのは家族でした。元気のな

い時には、たくさん励ましてくれました。時

には、親に当たってしまうことも多くありま

した。だけど、たくさんの人に支えられて２

年半頑張り抜くことができました。

　２年半インターハイに出場することは叶わ

なかったけれど、最高な仲間とソフトができ

たことが何よりの宝物です。また、たくさん

の応援の中ソフトができたことを誇りに思い

ます。笑ったり、泣いたり毎日どんなことが

あっても同級生の仲間のおかげで乗り越える

ことができました。同級生には、

“ありがとう”の気持ちで

いっぱいです。

これからも大東高校

ソフトボール部を

お願いします。

　僕は、中学まで続けていたバドミントンを

この伝統ある大東で続けたいと思ったので、

バドミントン部に入部しました。

　僕の中学時代のバドミントン部は、週２日

の夜７時～10時、指導者は外部コーチ。当然

練習試合もなく、とても大変でした。大東高

校のバドミントン部に入部してからは、週７

で毎日練習があり、週末にはほぼ毎日、遠征

が入るなど、とても忙しい３年間でしたが、

中学時代得ることのできなかったモノを得る

ことができました。

　２年生になってからは、３年生が引退され

誰が主将を務めるか、とてももめました。そ

れまで人の前にたってチームをまとめるとい

うことが全く無かった僕ですが、気付いた時

には手を挙げていました。先輩や後輩からも

驚かれ、沢山心配をされました。この時の僕

はキャプテンという役がどれほど大変か分か

っていませんでした。

　それから、数週間後、新体制になって初の

公式戦がありました。僕がその時に、キャプ

テンらしくプレーしなきゃ、誰よりも勝たな

きゃと自分に言い聞かせすぎた結果でしょう

か、個人戦でまさかの２回戦負けでした。こ

の負けがキッカケとなり、普段から思うよう

なプレーができなくなったり、チームを思う

ようにまとめられなくて自分でもどうして良

いか分からなくなり、人知れず泣いた日もあ

りました。しかし、こんな時に顧問の湯原先

生に「完璧なキャプテンじゃなく松本らしい

キャプテンになれ」と言っていただきました。

この言葉をきっかけに、自らが殻に閉じ込め

ていた何かが破れ、ある日を境に急に上手く

いくようになりました。自分自身でも分から

ない何かが変化し成長を遂げることができた

のです。こんなこともあり、春の大会で男子

は７年振りに団体戦優勝、女子はインハイ予

選で十数年振りに団体戦優勝、男子ダブルス

も準優勝し、男女ともにインハイに出場し、

一勝をつかんで帰ってきました。

　僕たち３年生が全国の舞台に立つという夢

を叶えることはできませんでしたが、全国で

も通用する後輩たちと、様々なサポートをし

ていただいた先生、保護者の方々、地域の

方々に囲まれバドミントンに取り組むことが

できました。本当に有難うございました。今

後も大東高校バドミントン部をよろしくお願

いします。

　もし私が茶道部に入っていなかったら、今

のように雲南市のことについて、また雲南市

に住む方々の温かさについて知ることはなか

ったと思います。

　私が茶道部に入部した時、３年生３人で活

動しておられました。私は２年生の７月に入

部したので実質１ヶ月ほどしか一緒に活動す

る時間がありませんでした。しかし、先輩方

や指導にきてくださる講師の先生は、茶道の

知識は何もない私に優しく丁寧に教えてくだ

さり、温かい気持ちでいっぱいになりました。

　先輩方が引退されてから、講師の先生と私

のマンツーマンでの部活が始まりました。最

初は自分の知らない世界を知り、上達するこ

とで自信がつきました。しかし、私一人のた

めに毎週講師の先生に来ていただくことに、

少し申し訳なさを感じる時もありました。そ

んな時、先輩と共に過ごした時間、またこれ

まで受け継がれてきた大東高校茶道部の伝統

を感じ、私も次に繋げていかなければならな

いという確かな思いに変わりました。

　茶道部は地域の祭りにも積極的に参加して

います。その中でも木次の桜まつりでは多く

の方々にお茶を飲んでいただけました。直接

声を掛けていただくことで、雲南市の方々の

温かさを知り、もっと腕を磨こうと自分自身

の成長にも繋がりました。

　私は茶道部に入って、人への思いやりの心

や礼儀を学ぶことができました。これまで支

えてくださった先生方、本当にありがとうご

ざいました。そして茶道部に興味のある方は

ぜひ入部していただけるとうれしいです。

３年１組

松本　皓哉　

陸上　5/25 ～ 27　松江
14名21種目出場　

○やり投げ　藤本愛佳　優勝　

○女子400m　永瀬望　３位　

○女子200m　永瀬望　４位

○女子4×400mリレー　８位

○女子1500m　舟木七海　決勝進出

剣道　5/30～6/1　益田
【男子団体】第3位

２回戦 ３－１ 松江北　　準々決勝 ２－０ 出雲商業

準決勝 １－４ 大社

【男子個人】松本直樹・塚本理玖ベスト16　

【女子個人】日野あゆみ　ベスト８

ソフトテニス 　5/30～6/1　出雲
【男子】○団体戦　１回戦 ２－１ 津和野

２回戦 ０－２ 大社

　　　　○個人戦 10ペア出場　全ペア１・２回戦敗退

【女子】○団体戦 １回戦 ２－１ 出雲農林 

２回戦 ０－３ 松江西　

　　　　○個人戦 ５ペア出場　１・２回戦敗退

バドミントン　5/31～6/2　鹿島
【男子】男子総合　２位　決勝　大東 ０－３ 松徳学院

○学校対抗戦　２回戦　大東 ３－０ 出雲

準決勝　大東　３－０　松江西

○シングルス　ベスト８　藤井大翔

 ベスト16　白根大地　松本皓哉

澤和浩太郎

○ダブルス　２位　藤井大翔・白根大地

ベスト８　武田啓祐・板持駆

ベスト16  松本皓哉・𠮷川光樹

澤和浩太郎・長廻拓実

吉木陸駆・武田陽斗

【女子】 女子総合　優勝
決勝　VS 松江商業３対２

○学校対抗戦　２回戦　VS 松江農林３対０

　　　　　　　準決勝　VS 松徳学院３対０

○シングルス　ベスト８  小山千穂　小山紗季

槇原優華　日野優那

ベスト16   景山遙香　坪井千祐　

○ダブルス　   ベスト４  小山千穂・日野優那、

小山紗希・槇原優華

バレーボール　5/31 ～ 2　出雲
【女子】 １回戦　大東２－１松江市女

２回戦　大東０－２松江農林　　

【男子】 ２回戦　大東２－０浜田

準々決勝　大東１－２松江工業　ベスト８

ソフトボール　6/1 ～ 2　出雲商業高校
決　勝　三刀屋 ８－１ 大東　準優勝
１回戦　大東 ９－２ 出雲

準決勝　大東 23－２大社

空手道　6/1 ～ 2　松江
【男子団体形】 準決勝　０－５ 出雲工業　第３位

【女子団体形】 決　勝　０－５ 松江南　準優勝
【男子団体組手】 準決勝　１－４ 出雲工業

３位決定戦　３－０ 松江西　第３位

【女子団体組手】 決勝 ４－０ 松江南　優勝

【女子個人形】　ベスト 16　渡辺夢叶、 新田真子、

飯塚結衣子、田部美里

【男子個人組手】　ベスト８　門脇ユウジ

ベスト16　恩田真聡、高橋要

【女子個人組手】　ベスト ４　新田真子

ベスト８　福間咲和、神庭姫乃

ベスト16　渡辺夢叶、陶山歩未、

田部美里、飯塚結衣子

青木眞実

バスケットボール　5/31 ～ 6/2　松江
１回戦 大東 55－113 松江工業
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　僕は、中学まで続けていたバドミントンを

この伝統ある大東で続けたいと思ったので、

バドミントン部に入部しました。

　僕の中学時代のバドミントン部は、週２日

の夜７時～10時、指導者は外部コーチ。当然

練習試合もなく、とても大変でした。大東高

校のバドミントン部に入部してからは、週７

で毎日練習があり、週末にはほぼ毎日、遠征

が入るなど、とても忙しい３年間でしたが、

中学時代得ることのできなかったモノを得る

ことができました。

　２年生になってからは、３年生が引退され

誰が主将を務めるか、とてももめました。そ

れまで人の前にたってチームをまとめるとい

うことが全く無かった僕ですが、気付いた時

には手を挙げていました。先輩や後輩からも

驚かれ、沢山心配をされました。この時の僕

はキャプテンという役がどれほど大変か分か

っていませんでした。

　それから、数週間後、新体制になって初の

公式戦がありました。僕がその時に、キャプ

テンらしくプレーしなきゃ、誰よりも勝たな

きゃと自分に言い聞かせすぎた結果でしょう

か、個人戦でまさかの２回戦負けでした。こ

の負けがキッカケとなり、普段から思うよう

なプレーができなくなったり、チームを思う

ようにまとめられなくて自分でもどうして良

いか分からなくなり、人知れず泣いた日もあ

りました。しかし、こんな時に顧問の湯原先

生に「完璧なキャプテンじゃなく松本らしい

キャプテンになれ」と言っていただきました。

この言葉をきっかけに、自らが殻に閉じ込め

ていた何かが破れ、ある日を境に急に上手く

いくようになりました。自分自身でも分から

ない何かが変化し成長を遂げることができた

のです。こんなこともあり、春の大会で男子

は７年振りに団体戦優勝、女子はインハイ予

選で十数年振りに団体戦優勝、男子ダブルス

も準優勝し、男女ともにインハイに出場し、

一勝をつかんで帰ってきました。

　僕たち３年生が全国の舞台に立つという夢

を叶えることはできませんでしたが、全国で

も通用する後輩たちと、様々なサポートをし

ていただいた先生、保護者の方々、地域の

方々に囲まれバドミントンに取り組むことが

できました。本当に有難うございました。今

後も大東高校バドミントン部をよろしくお願

いします。

　もし私が茶道部に入っていなかったら、今

のように雲南市のことについて、また雲南市

に住む方々の温かさについて知ることはなか

ったと思います。

　私が茶道部に入部した時、３年生３人で活

動しておられました。私は２年生の７月に入

部したので実質１ヶ月ほどしか一緒に活動す

る時間がありませんでした。しかし、先輩方

や指導にきてくださる講師の先生は、茶道の

知識は何もない私に優しく丁寧に教えてくだ

さり、温かい気持ちでいっぱいになりました。

　先輩方が引退されてから、講師の先生と私

のマンツーマンでの部活が始まりました。最

初は自分の知らない世界を知り、上達するこ

とで自信がつきました。しかし、私一人のた

めに毎週講師の先生に来ていただくことに、

少し申し訳なさを感じる時もありました。そ

んな時、先輩と共に過ごした時間、またこれ

まで受け継がれてきた大東高校茶道部の伝統

を感じ、私も次に繋げていかなければならな

いという確かな思いに変わりました。

　茶道部は地域の祭りにも積極的に参加して

います。その中でも木次の桜まつりでは多く

の方々にお茶を飲んでいただけました。直接

声を掛けていただくことで、雲南市の方々の

温かさを知り、もっと腕を磨こうと自分自身

の成長にも繋がりました。

　私は茶道部に入って、人への思いやりの心

や礼儀を学ぶことができました。これまで支

えてくださった先生方、本当にありがとうご

ざいました。そして茶道部に興味のある方は

ぜひ入部していただけるとうれしいです。

陸上　5/25 ～ 27　松江
14名21種目出場　

○やり投げ　藤本愛佳　優勝　

○女子400m　永瀬望　３位　

○女子200m　永瀬望　４位

○女子4×400mリレー　８位

○女子1500m　舟木七海　決勝進出

剣道　5/30～6/1　益田
【男子団体】第3位

２回戦 ３－１ 松江北　　準々決勝 ２－０ 出雲商業

準決勝 １－４ 大社

【男子個人】松本直樹・塚本理玖ベスト16　

【女子個人】日野あゆみ　ベスト８

ソフトテニス 　5/30～6/1　出雲
【男子】○団体戦　１回戦 ２－１ 津和野

２回戦 ０－２ 大社

　　　　○個人戦 10ペア出場　全ペア１・２回戦敗退

【女子】○団体戦 １回戦 ２－１ 出雲農林 

２回戦 ０－３ 松江西　

　　　　○個人戦 ５ペア出場　１・２回戦敗退

バドミントン　5/31～6/2　鹿島
【男子】男子総合　２位　決勝　大東 ０－３ 松徳学院

○学校対抗戦　２回戦　大東 ３－０ 出雲

準決勝　大東　３－０　松江西

○シングルス　ベスト８　藤井大翔

 ベスト16　白根大地　松本皓哉

澤和浩太郎

○ダブルス　２位　藤井大翔・白根大地

ベスト８　武田啓祐・板持駆

ベスト16  松本皓哉・𠮷川光樹

澤和浩太郎・長廻拓実

吉木陸駆・武田陽斗

【女子】 女子総合　優勝
決勝　VS 松江商業３対２

○学校対抗戦　２回戦　VS 松江農林３対０

　　　　　　　準決勝　VS 松徳学院３対０

○シングルス　ベスト８  小山千穂　小山紗季

槇原優華　日野優那

ベスト16   景山遙香　坪井千祐　

○ダブルス　   ベスト４  小山千穂・日野優那、

小山紗希・槇原優華

バレーボール　5/31 ～ 2　出雲
【女子】 １回戦　大東２－１松江市女

２回戦　大東０－２松江農林　　

【男子】 ２回戦　大東２－０浜田

準々決勝　大東１－２松江工業　ベスト８

ソフトボール　6/1 ～ 2　出雲商業高校
決　勝　三刀屋 ８－１ 大東　準優勝
１回戦　大東 ９－２ 出雲

準決勝　大東 23－２大社

空手道　6/1 ～ 2　松江
【男子団体形】 準決勝　０－５ 出雲工業　第３位

【女子団体形】 決　勝　０－５ 松江南　準優勝
【男子団体組手】 準決勝　１－４ 出雲工業

３位決定戦　３－０ 松江西　第３位

【女子団体組手】 決勝 ４－０ 松江南　優勝

【女子個人形】　ベスト 16　渡辺夢叶、 新田真子、

飯塚結衣子、田部美里

【男子個人組手】　ベスト８　門脇ユウジ

ベスト16　恩田真聡、高橋要

【女子個人組手】　ベスト ４　新田真子

ベスト８　福間咲和、神庭姫乃

ベスト16　渡辺夢叶、陶山歩未、

田部美里、飯塚結衣子

青木眞実

バスケットボール　5/31 ～ 6/2　松江
１回戦 大東 55－113 松江工業

３年２組

野村朱里
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　もし私が茶道部に入っていなかったら、今

のように雲南市のことについて、また雲南市

に住む方々の温かさについて知ることはなか

ったと思います。

　私が茶道部に入部した時、３年生３人で活

動しておられました。私は２年生の７月に入

部したので実質１ヶ月ほどしか一緒に活動す

る時間がありませんでした。しかし、先輩方

や指導にきてくださる講師の先生は、茶道の

知識は何もない私に優しく丁寧に教えてくだ

さり、温かい気持ちでいっぱいになりました。

　先輩方が引退されてから、講師の先生と私

のマンツーマンでの部活が始まりました。最

初は自分の知らない世界を知り、上達するこ

とで自信がつきました。しかし、私一人のた

めに毎週講師の先生に来ていただくことに、

少し申し訳なさを感じる時もありました。そ

んな時、先輩と共に過ごした時間、またこれ

まで受け継がれてきた大東高校茶道部の伝統

を感じ、私も次に繋げていかなければならな

いという確かな思いに変わりました。

　茶道部は地域の祭りにも積極的に参加して

います。その中でも木次の桜まつりでは多く

の方々にお茶を飲んでいただけました。直接

声を掛けていただくことで、雲南市の方々の

温かさを知り、もっと腕を磨こうと自分自身

の成長にも繋がりました。

　私は茶道部に入って、人への思いやりの心

や礼儀を学ぶことができました。これまで支

えてくださった先生方、本当にありがとうご

ざいました。そして茶道部に興味のある方は

ぜひ入部していただけるとうれしいです。

　私は２年半の部活動を通して多くの楽しい

こと、辛いことを経験し、様々なことを学び

ました。

　１年生で入部したこの頃、中学校で50人近

くの部員の中で演奏していた私は高校で23人

の中で演奏するのにとても戸惑いました。少

人数のため一人一人の音が聞こえやすく、同

じパートを担当する人数も少ないため特にコ

ンクールは演奏するだけで大きなプレッシャ

ーでした。しかし少人数である分、仲間や先

生との距離も近く沢山の指導をしていただき

充実した楽しい日々でした。

　２年生の秋からは部長になり、毎日何をし

ていても部活のことを考えるようになりまし

た。特に新体制になって初めての大きな演奏

会である定期演奏会はいつも準備のことで頭

がいっぱいで不安だらけでした。その分多く

の話し合いや準備、練習を重ね本番の一週間

前には楽しむ余裕も出てきました。本番当日

は演奏中もとても楽しくて皆自然に笑顔にな

っていきました。終演後に聞きに来てくださ

った地域の方が「とても楽しかった。ありが

とう」と言ってくださった時、音楽で人を幸

せにできるということを実感し、人に楽しん

でもらうために努力をする大変さと楽しさを

学びました。

　３年生になり多くの１年生が入部してくれ

たので部員は計30人になり、コンクールでは

大編成の部に出場することになりました。私

たちは大編成の中でも人数が少なく、１年生

の人数が多いというハンデがあり大変なこと

は多々ありましたが、仲間を信じ合い今まで

で一番良い演奏ができました。コンクール当

日に大きなハプニングがありとても焦りまし

たが、落ち着いて演奏できたのは部員の皆の

お陰です。目標としていた金賞はとることが

できませんでしたが、最後まで諦めず一生懸

命練習してきたことはとても誇りに思ってい

ます。今まで私たちに関わってくださった皆

様本当にありがとうございました。これから

も吹奏楽部をよろしくお願いします。

３年３組

鶴原　紗羽
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陸上競技部

２年３組　藤本　愛佳

ソフトテニス部 男子

２年１組　福井　海成

　もし私が茶道部に入っていなかったら、今

のように雲南市のことについて、また雲南市

に住む方々の温かさについて知ることはなか

ったと思います。

　私が茶道部に入部した時、３年生３人で活

動しておられました。私は２年生の７月に入

部したので実質１ヶ月ほどしか一緒に活動す

る時間がありませんでした。しかし、先輩方

や指導にきてくださる講師の先生は、茶道の

知識は何もない私に優しく丁寧に教えてくだ

さり、温かい気持ちでいっぱいになりました。

　先輩方が引退されてから、講師の先生と私

のマンツーマンでの部活が始まりました。最

初は自分の知らない世界を知り、上達するこ

とで自信がつきました。しかし、私一人のた

めに毎週講師の先生に来ていただくことに、

少し申し訳なさを感じる時もありました。そ

んな時、先輩と共に過ごした時間、またこれ

まで受け継がれてきた大東高校茶道部の伝統

を感じ、私も次に繋げていかなければならな

いという確かな思いに変わりました。

　茶道部は地域の祭りにも積極的に参加して

います。その中でも木次の桜まつりでは多く

の方々にお茶を飲んでいただけました。直接

声を掛けていただくことで、雲南市の方々の

温かさを知り、もっと腕を磨こうと自分自身

の成長にも繋がりました。

　私は茶道部に入って、人への思いやりの心

や礼儀を学ぶことができました。これまで支

えてくださった先生方、本当にありがとうご

ざいました。そして茶道部に興味のある方は

ぜひ入部していただけるとうれしいです。

掲載写真は、写真部が撮影しました

　陸上競技部は２年生５名、
１年生８名の計13名で活動
しています。
　私たちはフィールド競技、
トラック競技ともに専門とす
る種目は異なりますが、それ
ぞれが目標を持ち日々練習に
取り組んでいます。また、男女、学年と壁を感じさせない
ほど仲が良く、毎日の練習では常に笑顔が絶えません。お
互いが励まし合いお互いを高め合いながらチームワークを
大切にして頑張っています。
　このような良い環境の中で部活動をさせていただけるの
は支えてくださる方々のおかげです。そのことを忘れず常
に感謝の気持ちを忘れずに一人一人が上を目指しチーム一
丸となって練習に取り組んでいきたいと思います。
　応援よろしくお願いします。

　僕たち男子ソフトテニス部
は今、１年生10人、２年生
８人の計18人で活動してい
ます。ほとんどが高校から始
めた初心者なので大会で勝つ
ことはあまり多くはありませ
ん。ですが、18人全員で声
を出し、教え合いながら練習の士気を高めることで少しず
つ試合で勝てるようになってきました。僕たちの目標は、
個人戦ベスト32、団体ベスト８です。この目標を達成する
ために日々の練習を大切にし、チーム全体で力を合わせて
頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。

ソフトボール部

２年１組　女鹿田朋香

ソフトテニス部 女子
２年１組　富山　果鈴

　私たちソフトボール部は１
年生６人、２年生４人、マネ
ージャー１人の計11人で毎
日元気に活動しています。
　県総体では、決勝戦で三刀
屋高校に負け、インターハイ
出場が叶わなく悔しい思いを
しました。
　今年はインターハイ出場を目標に少ない人数ですが頑張
っています。また係当番を作り、一人一人が責任をもって
行動できるようにしています。私たちは、「礼儀正しい」
「勝負強い」「信頼関係」の３つの言葉を大切にしていま
す。また私たちがソフトボールができるのは家族、先生方、
地域の方々の支えがあるからです。支えてくださるすべて
の方々に感謝の気持ちを持ち、目標を達成します。
　応援よろしくお願いします。

　私たち女子ソフトテニス部
は１年生２名、２年生６名、
マネージャー１名の計９名で
活動しています。高校からテ
ニスを始めた初心者ばかりで
すが、顧問の先生をはじめ、
外部コーチの方に指導してい
ただき、少しずつ上達してきています。学校だけの練習だ
けでなく、他校との練習試合を行い、技術力の向上に努め
ています。団体戦ではベスト８、個人戦ではベスト32を目
標に日々の練習を頑張っています。指導してくださる方々
や応援してくださる家族、地域の方々への感謝の気持ちを
忘れず、大会では練習の成果を発揮し、目標を達成できる
ように一人ひとりがベストを尽くして頑張ります。

野球部

２年１組　福間　大介

　僕たち野球部は、２年生６
人、１年生８人、マネージャ
ー３人の17人で活動してい
ます。“氣”というテーマを掲
げ、負けず嫌いの野々村組の
集大成の夏の戦いは、初戦敗
退という結果に終わりました。
３年生の想い、そして様々な“氣”を受け継ぎ、17人での戦
いが始動しました。
　福間組のテーマは“繋ぐ”です。少ない部員だからこそ一
人一人の繋がりを大事にする。また、３年生や数多くのＯ
Ｂの方々、地域の方々の想いを繋げ野球に取り組み、日々
前進する福間組にします。
　毎日、自分とチームとに向き合い鍛錬し、大東の地から
感動を与えるべく、島根の頂点を自分たちが獲ります。　

新
年
度 部 活 動 告報

バドミントン部 男子

２年３組　吉木　陸駆

　僕たち男子バドミントン部
は、２年４人、１年５人で活
動しています。人数はとても
少ないですが、メンバー一人
一人の個性が豊かで部全体が
仲が良いのでとても楽しい雰
囲気です。
　新チームになったのでやはり不安はありますが、これか
ら部のメンバー全員で一丸となって自分たちらしい部活に
していきたいです。先生、家族、地域の方々、ＯＢの方々
に支えられてとても充実した活動をすることができていま
す。この支えてくださった皆様の期待に応えられるように
全力で活動に取り組んでいきたいと思います。
　チームの全員で協力し合って優勝を目指して頑張ります。



14

部活動後援会会報

　もし私が茶道部に入っていなかったら、今

のように雲南市のことについて、また雲南市

に住む方々の温かさについて知ることはなか

ったと思います。

　私が茶道部に入部した時、３年生３人で活

動しておられました。私は２年生の７月に入

部したので実質１ヶ月ほどしか一緒に活動す

る時間がありませんでした。しかし、先輩方

や指導にきてくださる講師の先生は、茶道の

知識は何もない私に優しく丁寧に教えてくだ

さり、温かい気持ちでいっぱいになりました。

　先輩方が引退されてから、講師の先生と私

のマンツーマンでの部活が始まりました。最

初は自分の知らない世界を知り、上達するこ

とで自信がつきました。しかし、私一人のた

めに毎週講師の先生に来ていただくことに、

少し申し訳なさを感じる時もありました。そ

んな時、先輩と共に過ごした時間、またこれ

まで受け継がれてきた大東高校茶道部の伝統

を感じ、私も次に繋げていかなければならな

いという確かな思いに変わりました。

　茶道部は地域の祭りにも積極的に参加して

います。その中でも木次の桜まつりでは多く

の方々にお茶を飲んでいただけました。直接

声を掛けていただくことで、雲南市の方々の

温かさを知り、もっと腕を磨こうと自分自身

の成長にも繋がりました。

　私は茶道部に入って、人への思いやりの心

や礼儀を学ぶことができました。これまで支

えてくださった先生方、本当にありがとうご

ざいました。そして茶道部に興味のある方は

ぜひ入部していただけるとうれしいです。

バスケットボール部

２年３組　錦織颯太郎

　僕たちバスケットボール部
は１年生２名、２年生２名の
計４名で活動しています。人
数が少なく試合に出ることさ
えもできないという状況では
ありますが、来年一人でも入
るということに希望を持ち
日々練習を行っています。人数が少なく練習メニューの種
類も豊富ではありませんが、外部コーチの方が指導に来て
くださったり、メニューを考えてくださっています。休日
にはＯＢの方々が練習に来ていただき５対５などの大人数
での練習も行ったりします。人数が少ないと試合に出れな
い、ゆえに練習する意味がないと思われがちですが、僕た
ちバスケットボール部員はそのような思いを捨ていつか試
合に出られる、その時が来るまでがむしゃらに練習を頑張
っていきたいと思います。
　僕たちバスケットボール部のメンバーは一人一人がバス
ケットが好きという気持ちが大きいのでその気持ちを忘れ
ず、日々邁進していきたいと思います。

バドミントン部 女子

２年３組　小山　千穂

空手道部

２年２組　神庭　姫乃

　私たち、女子バドミントン
部は１年生４名、２年生６名
の計10名で活動しています。
　１年生と２年生の仲が良く、
コートの中では一人一人が刺
激し合いながら日々練習をし
ています。
　インターハイでは、１回戦は勝つことができましたが、
２回戦ではストレート負けという悔しい結果で終わってし
まいました。来年のインターハイではベスト８を目標に、
みんなで戦い、みんなで勝ち進んでいきたいと思います。
　また、日頃サポートしてくださる方々、支えてくださる
家族に恩返しの気持ちを込めて、結果を残していきたいと
思います。
　応援よろしくお願いします。

男子バレーボール部

２年１組　吉岡　将人

女子バレーボール部

２年２組　江角　愛華

　私たち女子バレーボール部
は２年生５人、１年生３人、
マネージャー１人の計９人で
活動しています。人数が少な
く、できない練習もあります
が、今年の目標であるベスト
４を目指して、神田先生ご指
導の元、チーム一丸となり、練習をしています。少ない人
数でも勝利をつかみ取ります。
　先生や保護者、応援してくださる方々の気持ちを胸に戦
い、大東高校女子バレーの新たな歴史を築いてみせます。

　私たち空手道部は男子２人、
女子８人、マネージャー２人
の計12人で日々練習をして
います。部員のほとんどが高
校から空手を始めましたが、
大会で活躍できるように学年
関係なく教え合って技術を高
めています。
　経験者の方と比べて空手をしてきた年数は少ないですが、
インターハイに出場した経験やこれまで経験したことを生
かして、県内だけでなく県外でも通用できるように練習し
ています。来年のインターハイには、男女共に出場できる
ように２年生を中心に頑張っていきます。そして、監督、
コーチ、先生、ＯＢの方々、家族への感謝の気持ちを忘れ
ずに、これからも練習に励んでいきます。

　僕たち男子バレーボール部
は、選手12人、マネージャ
ー３人で活動をしています。
　新チームはまだ一人一人の
責任感がなく、チームがまと
まりきれていないので、一人
一人が思ったことを言い合っ
て雰囲気良く競い合いながら日々の部活に取り組んでいま
す。今年のチームは粘りのバレーを目指しています。メン
バー一人一人が勝つという強い気持ちを持ってプレーしま
す。又、インターハイ、春高予選で優勝できるようにチー
ム一丸となり頑張ります。先生方、保護者の皆さん、地域
の方々への感謝の気持ちを忘れずにプレーします。

剣道部

２年１組　菊池　海思

　剣道部は男子８人、女子１
人、マネージャー１人の10
人で活動をしています。
　僕たちの目標はインターハ
イ出場です。今年のインター
ハイ予選では目標を達成する
ことができず、部員全員が悔
しい思いをする結果に終わりました。先輩が引退され新チ
ームとなった今でも悔しい思いを忘れず、「ガッツ」を合
言葉に日々の練習に全力で取り組んでいます。今年こそ必
ずインターハイ出場という目標を達成し、日頃お世話にな
っている先輩方、先生方、保護者の方、地域の方にインタ
ーハイ出場という形で恩返しをします。
　また僕たちの部のモットーである「目配り・気配り・心
配り」を日々の生活で心がけ周りの方々から愛されるよう
な人になります。
　僕たちが日々の部活に集中できていられるのは、周りの
方々が支えてくださっているおかげです。そのことを常に
忘れず感謝の気持ちを持って戦っていきます。応援よろし
くお願いします。
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　もし私が茶道部に入っていなかったら、今

のように雲南市のことについて、また雲南市

に住む方々の温かさについて知ることはなか

ったと思います。

　私が茶道部に入部した時、３年生３人で活

動しておられました。私は２年生の７月に入

部したので実質１ヶ月ほどしか一緒に活動す

る時間がありませんでした。しかし、先輩方

や指導にきてくださる講師の先生は、茶道の

知識は何もない私に優しく丁寧に教えてくだ

さり、温かい気持ちでいっぱいになりました。

　先輩方が引退されてから、講師の先生と私

のマンツーマンでの部活が始まりました。最

初は自分の知らない世界を知り、上達するこ

とで自信がつきました。しかし、私一人のた

めに毎週講師の先生に来ていただくことに、

少し申し訳なさを感じる時もありました。そ

んな時、先輩と共に過ごした時間、またこれ

まで受け継がれてきた大東高校茶道部の伝統

を感じ、私も次に繋げていかなければならな

いという確かな思いに変わりました。

　茶道部は地域の祭りにも積極的に参加して

います。その中でも木次の桜まつりでは多く

の方々にお茶を飲んでいただけました。直接

声を掛けていただくことで、雲南市の方々の

温かさを知り、もっと腕を磨こうと自分自身

の成長にも繋がりました。

　私は茶道部に入って、人への思いやりの心

や礼儀を学ぶことができました。これまで支

えてくださった先生方、本当にありがとうご

ざいました。そして茶道部に興味のある方は

ぜひ入部していただけるとうれしいです。

美術部

２年２組　周藤有希野

　現在私たちは、２年生１人
と１年生２人で活動していま
す。少人数ですが、自分が出
品すると決めたコンクールに
向けて、それぞれ真剣に取り
組んでいます。他にも他校と
一緒に合宿や、島根県高校美
術展に向けて大きな作品を制作するなど、部活全体が大き
く成長できる行事もあります。部員同士でアドバイスや互
いの良さを伝える時もあるので、初心者でも技術を伸ばす
ことができます。楽しく活動していますので、少しでも興
味が湧いた人は美術室に来てみてください。

地域文化部
生活科学部門

２年１組　伊原　奈那

吹奏楽部

２年３組　内田　　愛

　私たち生活科学部門は２
年生３人、１年生３人、計
６人で毎週金曜日に仲良く
活動しています。主な活動
内容は調理や手芸です。毎
週自分たちで献立を考えて、
手軽にできる料理から難し
い料理まで、様々なものを作ったり、レジンアクセサリ
ーやくるみボタンを作ったりしています。また、織部祭
や地域のお祭りでスイーツを販売したり、総体激励週間
には各部活動に、総体激励スイーツを渡したりしました。
スイーツを販売したり配ったりする度に、美味しかった
などたくさん言ってもらえてとてとても嬉しかったです。
　また、今年も大東よいとこ祭りに生活科学部としてス
イーツ販売をします。今年は新たに、前年と違うスイー
ツに挑戦し、地域の方々に食べていただこうと思ってい
ます。スイーツを通して大東高校の良さを伝えていきた
いです。

地域文化部
JRC部門

２年１組　狩野　優香

　JRC部門は２年生３人、
１年生４人の計７人で活動
しています。私たちは毎週
月曜日の放課後に大東保育
園を訪問し、子どもたちと
楽しく遊んでいます。また
令和元年７月、西日本豪雨
災害の被災地へ義援金を送るため、三刀屋高校、平田高
校、飯南高校などのJRC部の方と一緒に募金活動を行い
ました。学校ではペットボトルのキャップ回収、集計を
しています。集められたキャップはリサイクルされ、そ
の利益で発展途上国の子どもたちに向けてワクチンが作
られます。今後の活動として、もっと地域に貢献できる
よう、さまざまなイベント等に参加したいと思います。

写真部

２年１組　東谷　実咲

　私たち写真部は２年生４人、１年生
４人の計８人で毎週金曜日に活動して
います。主に春と秋に行われるコンク
ールに出品する写真を撮ったり、部員
が考えたテーマにそって、写真を撮り
に行って、その写真でアルバム制作を
しています。撮影した写真は文化祭や
３月に行われる吹奏楽定期演奏会で展
示をしています。９月に行われる「撮
影技術大会」という県内の写真部合同
の１泊２日の合宿に参加し、東京工芸大学からこられる講
師の方に評価していただいたり、他校生と交流もしながら
共同制作をしながら撮影技術のスキルアップを目指してい
ます。これからも私たちの写真を見てくださった人の心に
残るような写真を撮れるように頑張ります。

地域文化部

２年１組　長谷川由衣

　私たち地域文化部は、
JRC部７人、生活科学部
６人で活動しています。地
域文化部は、生活科学部、
JRC部、茶道部をまとめ
たものです。大東よいとこ
祭りでは、生活科学部でお
菓子販売をし、JRC部ではキッズスペースを作って子ど
もと遊びました。地域文化部に興味がある人はぜひ入っ
てください。特に茶道部は今部員がいないので入ってほ
しいです。

　こんにちは。私たち吹奏楽
部は現在、１年生13人、２
年生10人、顧問の磯田先生、
野々村先生の計25人で明る
く楽しく活動しています。
　いつも部活を始める前には、
行動面と演奏面の目標を全員
で立てて一人一人が目標を意識し互いに声をかけあい、
日々練習に励んでいます。また、「矢印は自分」という言
葉から他の人のせいにせず、常に自分の行動を振り返るこ
とを心がけています。
　今年は部員数も増え、コンクールでは３年ぶりに大編成
の部に出場し、銀賞を受賞することができました。このよ
うな経験ができるのはいつも応援してくださる方々のおか
げです。地域のお祭りにも出演させていただいているので、
私たちの演奏で感謝の気持ちをお伝えしたいと思っていま
す。そして、これからもみなさんに応援してもらえる、魅
力のあるチームにしていきます。
　応援よろしくお願いします。
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写真は第10回大東高校吹奏楽部定期演奏会（平成31年３月17日）のようすです。 

予告

日時：2020年3月21日（土）
　　　　　　　　14：00～
会場：大東町古代鉄歌謡館

ビーチバレーボール男子
選手：藤原健斗・江隅孝太
日程：９月12日㈭～16日㈪
会場：大洗サンビーチ特設会場

剣道   
選手：松本直樹（先鋒）
日程：９月29日㈰～10月１日㈫
会場：下館総合体育館

第11回 
大東高校吹奏楽部

定期演奏会
～ 来てごしない！楽しいで！
　　音楽で地域とつながろう～
～ 来てごしない！楽しいで！
　　音楽で地域とつながろう～

準優勝 ５位入賞

協賛：美術部・写真部展示


