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中天高く雲南の

　　　我が青春の血はたぎる

大東高等学校部活動後援会 会長　安部　幸治

　大東高校部活動後援会会員の皆様におかれ
ましては、日々ご健勝にお過ごしのことと、
心よりお慶びを申し上げます。
　平素は部活動後援会活動に対しまして、多
大なご理解並びにご支援をいただき、紙面を
お借りして厚くお礼申し上げます。
　今年は例年より随分と早い梅雨入りとなり、
その後の記録的な猛暑や豪雨、そして変異し
た新型コロナウイルスの猛威などの影響で、
自然環境、社会環境の変化は相当なスピード
をもって進行していると、あらためて肌で感
じた夏でした。子どもたちに持続可能な世界
をどう残すのか、私たち大人に問われている
ような気がします。
　さて、大東高校では部活動が大変活発に行
われており、体育系12部、文化系6部ある
部活動への加入率は96％と、島根県下にお
いてもトップクラスです。　
　また、部活動の成果でも全国大会、中国大
会、県大会における体育系活動部の活躍や、
地域との関わりを大切にして活動している文
化系活動部など、中規模高校ながらその存在
感を示しています。
　在校生のみなさんには、残念ながら昨年に
引き続き今年も新型コロナ感染症の流行によ
り、十分な活動ができない状態が続きますが、
発想の転換をし、いつかは収束する時期が来
ると信じ、明るい未来に希望を持ち、こうい
う時期だからこそ地に足をつけ自分自身の方
向性を見出し、生活のリズムを整えながら勉
強に部活動に励んでほしいと思います。

　コロナ禍の中で開催された東京オリンピッ
クに対し賛否両論あるところですが、アスリ
ートたちの珠玉の名言集から次の言葉を見つ
けました。「もう本当、感無量です。これが
自分が背負っていたものだし、このマウンド
に立つために13年間いろんな思いをして、
ここまでこれたと思うので、投げられなくな
るまで投げてやるって、先発に立ちました。
諦めなければ夢は叶うと伝えられたと思うの
で、これからソフトボール競技はなくなりま
すが、諦めることなくしっかり前に進んでい
けたらいいなと思います。」女子ソフトボー
ルで金メダルを獲得した上野由岐子選手の言
葉です。その言葉に背中を押され、元気がも
らえたような気がします。
　最後になりましたが、部活動後援会会員の
皆様には、引き続き在校生のみなさんが部活
動を通して、豊かにしてたくましい心身の育
成に励んでくれるよう物心両面でのお力添え
をいただくとともに、私たち卒業生同士の連
帯と地域の絆が深まることを願っておりま
す。
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コロナ禍での部活動も

　　　　２年目となりました

　昨年度に続いて、令和3年度も新型コロナ
ウイルス感染症対策をとりながら部活動をし
ています。新型コロナウイルス感染者が急増
した8月末からは、家庭内感染や学校内感染
へと広がらぬよう、9月12日までだった部
活動の制限が9月30日（木）まで延長され
ました。制限の内容は、活動は平日90分以
内、土日祝は120分以内とすること、また、
休む日も平日１日以上、土日祝のいずれか１
日以上とすること、さらに他校との練習試合
禁止や校内合宿禁止、自主練習も禁止とする
ことなどです。この会報がお手元に届く11
月頃にはワクチン接種も一段落し、コロナウ
イルス感染症が収束に向かっていることを願
うばかりです。
　さて、今年度のこれまでの各部活動の様子
をお伝えいたします。まず、4月に入学した
１年生86名の部活動加入状況は例年とは少
し違ったものとなりました。運動部では男子
バレー部（1２人）と男子ソフトテニス部
（10人）の人気が高かったのですが、その
他の部は加入者が少なくなりました。また、
文化系の部活動も写真部（１０人）と地域文
化部（10人）の入部者が多く、吹奏楽部や
美術部は例年より少なくなりました。
　このような状況でスタートした今年度の部
活動ではありましたが、体育系の部では3年
生を中心に各部ともよく健闘し、県総体では
Bグループ3位となりました。剣道部や空手
道部、男子バレー部、バドミントン部、ソフ
トボール部などが中国大会や全国大会の出場
権を得ました。残念ながら5月以降の感染症

拡大に伴い、上位大会で開催中止となった種
目もありました。野球部は夏の高校野球選手
権大会で3回戦まで進み、大社高校に惜しく
も敗れベスト16でした。新チームの秋の県
大会では、１回戦は飯南高校、2回戦は出雲
農林高校、3回戦は出雲高校にそれぞれ勝利
しました。そして、４回
戦の益田東高校には健闘
しましたが1対8と惜敗
し、ベスト8でした。
　一方、文化系の部では吹奏楽部が夏のコン
クールに小編成の部で出場し銀賞でした。写
真部や美術部もコンクールへの出品にむけ作
品を制作しています。この他、地域文化部は
調理室で料理やスイーツなどを作り、茶道も
毎週作法を学び、それぞれ地域の催し物に参
加できる日を待ち望んでいます。さらに、部
活動以外では、ビーチバレーで男子１ペアが
国体（中止）の出場権を得ました。社会体育
のテニスや水泳が県高体連主催の大会に参加
し、水泳１名が10月の中国新人（山口）大
会に出場しました。
　各部活動が新チームとなった今、いろいろ
な制限がある中にあっても、それぞれの部が
できる範囲の中で工夫しながら練習に励んで
いるところです。このように生徒たちが部活
動に取り組めるのも、大東高校独自の部活動
後援会のおかげだと思っています。大変あり
がたく、感謝申しあげます。どの部も皆様の
ご期待に沿えるよう頑張っていますので、変
わりませずご支援を賜りますようお願い申し
あげます。

大東高等学校 校長　田根　衛
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第１回理事会報告
令和２年度　大東高校部活動後援会会計　決算書

令和3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3年度理事会が開催され、令和2年度の事業
報告・決算の承認、令和3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

1,430,000

90,000

2,507,442

0

558

4,028,000

1,504,000

89,000

2,507,442

0

19

4,100,461

74,000

▲ 1,000

0

0

▲ 539

72,461

地区別会費1,402,000円　R２年度卒業生89,000円　R１塩田13,000円

R２年度卒業生（1,000円×89名）

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

457,000

4,028,000

22,551

2,070

178,200

123,000

771,455

46,000

60,174

0

1,203,450

▲ 27,449

▲ 177,930

▲ 71,800

▲ 18,000

▲ 1,728,545

▲ 304,000

▲ 39,826

▲ 457,000

▲ 2,824,550

領収書用紙、郵券代等

理事会経費

会報印刷代

支部助成費

［※１］横断幕、〔※2〕練習試合等の交通費補助、体育館等使用料補助、激励費

宿泊費補助

広告料等

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

 1,522,000

106,000

2,897,011

0

989

4,526,000

1,430,000

90,000

2,507,442

0

558

4,028,000

92,000

16,000

389,569

0

431

498,000

地区別会費1,416,000円　R３年度卒業生106,000円

R３年度卒業生（1,000円×106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

3,000,000

350,000

100,000

455,000

4,526,000

50,000

180,000

250,000

141,000

2,500,000

350,000

100,000

457,000

4,028,000

0

0

0

0

500,000

0

0

▲2,000

498,000

領収書用紙、郵券等

理事会経費

会報印刷代

支部助成費

横断幕、野球･総体応援経費、練習試合等の交通費補助、体育館等使用料補助、激励費

合宿手当 

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）

●（総収入額 4,100,461円）－（総支出額 1,203,450円）＝（差引残額 2,897,011円）…令和3年度へ繰り越し 

令和2年度　部活動後援会地区別会費

大　東

海　潮

春　殖

阿　用

地区 目 標 額 納 入 額

361,000

122,000

136,000

109,000

369,000

169,000

205,000

70,000

幡　屋

佐　世

塩　田

久　野

地区 目 標 額 納 入 額

129,000

109,000

14,000

54,000

169,000

138,000

0

72,000

加　茂

宍　道

合　計

地区 目 標 額 納 入 額

306,000

0

1,340,000

210,000

0

1,402,000

令和３年度

※1横断幕：28,600円 ※2練習試合等交通補助費：443,000円、体育館等使用料補助：289,855円、激励費：10,000円(全国選抜大会)      



令和２年度納入額を目標額としました。
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令
和
２
年
〜
３
年
度

大
東
高
校
部
活
動
後
援
会
役
員
表

令和3年度
部活動後援会地区別会費目標額

大　東
春　殖
幡　屋
佐　世
阿　用

地区 目 標 額
369,000 
205,000 
169,000 
138,000 
70,000 

久　野
海　潮
塩　田
加　茂
宍　道

地区 目 標 額
72,000 
169,000 
14,000 
210,000 

1,416,000

顧
　
　
問

県 議 会 議 員
卒業生会会長
Ｐ Ｔ Ａ 会 長
部活動後援会
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

24
22
29
21
29

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
理 事
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
理 事
支 部 長
副支部長
理 事
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
26
28
39
43
24
30
24
27
15
17
20
27
17
22
23
28
17
18
22
25

20
27
33
33
29
32
34
35
27
42
19
29
12
19
23
32

高　橋　雅　彦
土　江　博　昭
小　山　　　朋
塩　野　紀　富
藤　原　　　淳

安　部　幸　治
高　橋　敬　二
畑　　　宏　明
森　山　　　拡
広　野　充　明

西 村 　 武
星 野 利 明
鶴 原 能 也
太 田 晶 久
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
福 間 美 博
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
永 瀬 敬 治
高 橋 雄 二

※1横断幕：28,600円 ※2練習試合等交通補助費：443,000円、体育館等使用料補助：289,855円、激励費：10,000円(全国選抜大会)      

合　計

田　根　　　衛
渡　部　　　勝
安　立　朋　久
馬　庭　康　輔
曽　田　陽　一
門　脇　康　文
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■県選手権 5/2～4　浜山運動公園

入賞者なし

■県高校新人 9/19  益田陸上競技場

　●女子やり投げ　須山優楠４位（中国大会出場)

■中国予選 4/17～18　浜田

【男子団体】３位（中国大会出場)

　　1回戦 　 矢上０－３大東　

　　準々決勝 松江東１－１（代表戦勝）大東

　　準決勝　 横田３－０大東

【女子団体】　

　　1回戦　　松江南１－１（代表戦勝）大東

　　準々決勝　大社４－０大東

【男子個人】　武田和磨（中国大会出場)

【女子個人】　岡田夏海（中国大会出場)

■中国大会 6/19～20　山口

【男子団体】　初戦敗退　対倉敷（岡山)

【男子個人】　武田和磨　初戦敗退

【女子個人】　岡田夏海　初戦敗退

■中国予選 4/23～25　浜山運動公園

【男子団体】　１回戦　大東０－３石見智翠館

【男子個人】　５ペア出場　全ペア1･2回戦敗退

【女子団体】　１回戦　大東０－３明誠

【女子個人】　６ペア出場　全ペア1･2回戦敗退

■県高校新人 9/12～13　松江運動公園

【男子個人】　5.5ペア出場　

　　　　　　　　永井･松島ペア　ベスト３２

【女子個人】　５ペア出場　全ペア１回戦敗退

■中国予選 4/15～17　松江総合体育館

【男子】●学校対抗戦　準優勝（中国大会出場)

　　　２回戦　大東３－０松江商業

　　　準決勝　大東３－１松江高専

　　　決勝　　大東０－３松徳学院

　●シングルス ベスト４ 白根大地（中国大会出場)

　●ダブルス ３位白根・板持組（中国大会出場)

　　　　　ベスト8武田・小山組、渡部・景山組

【女子】●学校対抗戦　第３位

　　　２回戦　大東３－０出雲商業

　　　準決勝　大東１－３松江南

　　　代表決定戦　大東１－３松徳学院

●シングルス 第２位　内田朱美（中国大会出場)

●ダブルス　第２位　内田・長廻組（中国大会出場)

　ベスト８　高橋・松浦組

■中国大会 6/19　広島

【男子学校対抗戦】1回戦 大東１－３桜ヶ丘（山口)

　　※個人戦中止

■県選手権 9/11～12　松江総合体育館

【男子】

　●シングルス ベスト１６　矢引  譲、景山  翔

　●ダブルス３位　濱田・矢引組

【女子】

　●シングルス ベスト１６　武田真歩

　●ダブルス ベスト８　武田・苅田組

■中国予選 4/23～25　松江

【男子】第４位（中国大会出場)　※中国大会中止

　予選リーグ　　　大東２－１松江高専

　　　　　　　　　大東２－１松江南

　　　　　　　　　大東０－２安来

　順位決定リーグ　大東２－０松江商業

　　　　　　　　　大東０－２松江西

【女子】

　予選リーグ　　　大東２－０津和野

　　　　　　　　　大東２－０出雲西

　リーグ代表戦　　大東１－２松江商業

■中国予選 4/17～18　松江商業グラウンド

　準優勝（中国大会出場)

　　１回戦　大東８－５松江商業

　　準決勝　大東１１－４大社

　　決勝　　大東０－１０三刀屋

■中国大会 5/7～9　岡山

　　１回戦　大東８－１倉吉東

　　２回戦　大東０－７創志学園

■県選手権 9/11～12　加茂中央公園

　優勝

　　１回戦　大東３０－０出雲・浜田商業合同

　　準決勝　大東２４－０安来

　　　決勝　　大東１５－１１三刀屋

■中国予選 4/25　松江

【男子】

　●個人形　５位　高橋  要

　●個人組手　ベスト１６　高橋  要

【女子】

　●団体形　準優勝　大東☓－０松江南

　●団体組手　優勝　大東３－２松江南

　●個人形　　ベスト８　遠藤千加

　●個人組手　ベスト８　遠藤千加

　　ベスト１６　恩田千奈、石原咲希、和久利華鈴

　　　　　　　　佐藤里菜　　

　　　　　上記個人・団体は、（中国大会出場)

　　　　　※中国大会中止　

■春季地区予選 4/16～18　平田

　　　１回戦　　大東４－０三刀屋

　　　２回戦　　大東３－４☓飯南

■出雲地区大会 5/28～30　浜山運動公園

　　　準々決勝　大東１－８大社

■選手権大会 7/14～29　浜山運動公園他

　　　１回戦　　大東８－０江津工業

　　　２回戦　　大東４－０津和野

　　　３回戦　　大東２－８大社

■秋季野球大会 9/11～　松江・浜山・江津・益田

　　　１回戦　　大東１１－９飯南

　　　２回戦　　大東８－０出雲農林

　　　３回戦　　大東７－３出雲

　　　準々決勝　大東１－８益田東　ベスト８

■春季写真コンクール 6/9　松江商業高校

　特選３作品　栂  優那、石原亨紘、加納竜太

　　他入選５作品

■雲南地区吹奏楽祭 5/30　加茂ラメール

　　演奏曲　「陽はまた昇る」

　　　　　　「銀河鉄道９９９」

■雲南地区バンドフェスティバル 7/11　加茂ラメール

　　演奏曲　ミュージカル「ミス・サイゴン」

■全日本吹奏楽コンクール島根大会　7/31　 益田グラントワ

　高等学校　小編成の部　銀賞

　　演奏曲　ミュージカル「ミス・サイゴン」

■島根県高文連生活科学部門全体研修会　6/3

朱鷺会館（出雲）

　活動報告：内藤  亮

　講習会「手ぬぐいで小物を作ろう」

（令和３年４月～９月）（令和３年４月～９月）

令和３年度 部活動状況報告

陸上競技

剣　　道

バレーボール

ソフトボール

空 手 道

ソフトテニス

バドミントン
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部活動後援会会報

●シングルス 第２位　内田朱美（中国大会出場)

●ダブルス　第２位　内田・長廻組（中国大会出場)

　ベスト８　高橋・松浦組

■中国大会 6/19　広島

【男子学校対抗戦】1回戦 大東１－３桜ヶ丘（山口)

　　※個人戦中止

■県選手権 9/11～12　松江総合体育館

【男子】

　●シングルス ベスト１６　矢引  譲、景山  翔

　●ダブルス３位　濱田・矢引組

【女子】

　●シングルス ベスト１６　武田真歩

　●ダブルス ベスト８　武田・苅田組

■中国予選 4/23～25　松江

【男子】第４位（中国大会出場)　※中国大会中止

　予選リーグ　　　大東２－１松江高専

　　　　　　　　　大東２－１松江南

　　　　　　　　　大東０－２安来

　順位決定リーグ　大東２－０松江商業

　　　　　　　　　大東０－２松江西

【女子】

　予選リーグ　　　大東２－０津和野

　　　　　　　　　大東２－０出雲西

　リーグ代表戦　　大東１－２松江商業

■中国予選 4/17～18　松江商業グラウンド

　準優勝（中国大会出場)

　　１回戦　大東８－５松江商業

　　準決勝　大東１１－４大社

　　決勝　　大東０－１０三刀屋

■中国大会 5/7～9　岡山

　　１回戦　大東８－１倉吉東

　　２回戦　大東０－７創志学園

■県選手権 9/11～12　加茂中央公園

　優勝

　　１回戦　大東３０－０出雲・浜田商業合同

　　準決勝　大東２４－０安来

　　　決勝　　大東１５－１１三刀屋

■中国予選 4/25　松江

【男子】

　●個人形　５位　高橋  要

　●個人組手　ベスト１６　高橋  要

【女子】

　●団体形　準優勝　大東☓－０松江南

　●団体組手　優勝　大東３－２松江南

　●個人形　　ベスト８　遠藤千加

　●個人組手　ベスト８　遠藤千加

　　ベスト１６　恩田千奈、石原咲希、和久利華鈴

　　　　　　　　佐藤里菜　　

　　　　　上記個人・団体は、（中国大会出場)

　　　　　※中国大会中止　

■春季地区予選 4/16～18　平田

　　　１回戦　　大東４－０三刀屋

　　　２回戦　　大東３－４☓飯南

■出雲地区大会 5/28～30　浜山運動公園

　　　準々決勝　大東１－８大社

■選手権大会 7/14～29　浜山運動公園他

　　　１回戦　　大東８－０江津工業

　　　２回戦　　大東４－０津和野

　　　３回戦　　大東２－８大社

■秋季野球大会 9/11～　松江・浜山・江津・益田

　　　１回戦　　大東１１－９飯南

　　　２回戦　　大東８－０出雲農林

　　　３回戦　　大東７－３出雲

　　　準々決勝　大東１－８益田東　ベスト８

■春季写真コンクール 6/9　松江商業高校

　特選３作品　栂  優那、石原亨紘、加納竜太

　　他入選５作品

■雲南地区吹奏楽祭 5/30　加茂ラメール

　　演奏曲　「陽はまた昇る」

　　　　　　「銀河鉄道９９９」

■雲南地区バンドフェスティバル 7/11　加茂ラメール

　　演奏曲　ミュージカル「ミス・サイゴン」

■全日本吹奏楽コンクール島根大会　7/31　 益田グラントワ

　高等学校　小編成の部　銀賞

　　演奏曲　ミュージカル「ミス・サイゴン」

■島根県高文連生活科学部門全体研修会　6/3

朱鷺会館（出雲）

　活動報告：内藤  亮

　講習会「手ぬぐいで小物を作ろう」

令和３年度 島根県高等学校
総合体育大会結果報告

5/28～30　浜山運動公園

　●女子1500m　　小山亜美　７位

　●女子3000m　　小山亜美　７位

　●女子やり投げ 　須山優楠　８位

6/4～5　大田

【男子団体】　ベスト８

　　　１回戦　　大東４－０三刀屋

　　　準々決勝　大東１－２出雲西

【女子団体】　ベスト８

　　　１回戦　　大東４－１矢上

　　　準々決勝　大東１－３松江東

【男子個人】　ベスト１６　田部瑞稀

【女子個人】　ベスト８　岡田夏海

　　　　　　　ベスト１６　日野美希

6/3～5　松江運動公園

【男子】

　●団体戦　１回戦　大東２－１松江西

　　　　　　２回戦　大東０－３松江工業

　●個人戦　10ペア出場　1･2回戦敗退

【女子】

　●団体戦　１回戦　大東１－２出雲商業

　●個人戦　６ペア出場　1･2回戦敗退

 6/3～5　鹿島体育館

【男子】男子総合　２位

　●学校対抗戦　準優勝

　　　２回戦　大東３－０出雲

　　　準決勝　大東３－０松江西

　　　決勝　　大東０－３松徳学院

　●シングルス　ベスト８　矢引  譲

　　　ベスト１６　白根大地、板持  駆、武田陽斗

　●ダブルス　３位　白根・板持組

　　　ベスト８　武田・小山組、渡部・景山組、

　　　　　　　　矢引・濱田組

【女子】女子総合　３位

　●学校対抗戦　第３位

　　　１回戦　大東３－０出雲

　　　２回戦　大東３－０出雲農林

　　　準決勝　大東２－３松江商業

野 　 球

写　　真

吹 奏 楽

生活科学

ソフトテニス

バドミントン

陸上競技

剣　　道
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　私はこの３年間、剣道という部活動を通し

て、先生をはじめとする多くの方々に支えら

れながら部活動生活を送ることができ、また、

沢山の感動を味わうことができました。

　入部したばかりの頃は、練習について行く

のがやっとで、「どのようにして勝つことが

できるのか」を考えるよりも、「どのように

して試合に出させてもらえるのか」というこ

とばかり考えていました。そんな中、先輩た

ちは中国予選で３位になられたり、国体選手

にも選ばれたりと、改めて大東高校剣道部は

恵まれた環境であることを実感しました。そ

こで、私も先輩たちのように強くなりたいと

思い、まずはレギュラーに入れるように日々

の練習に励みました。２年生になり、ようや

くレギュラーを勝ち取ることができましたが、

コロナウイルスの影響により、中国予選・県

総体とも中止となってしまいました。急遽開

催された代替大会では、３年生と私というメ

ンバーで試合をさせていただきました。結果

は、２対２の本数負けで初戦敗退という悔し

い思いを残し、私たちの世代へと交代するこ

ととなりました。

　私は主将となりチームを引っ張る役につき

ましたが、先輩たちとともに練習する期間が

少なく、先輩方から多くのことを学ぶことが

できませんでした。「どのようにすればチー

ムが団結できるのか、強いチームができるの

か」ということばかり考えていました。そこ

で、大東高校剣道部がモットーに掲げている

「目配り・気配り・心配り」を徹底し、「人

として強くなる」ことをチーム目標として取

り組みました。このことを意識するうちに、

チームの団結力も高まり、よりたくましくな

っていくことを実感しました。そして、新チ

ームになっての初めての選手権大会で3位、

新人戦で準優勝という結果を残すことができ、

嬉しくてみんなで涙したことは一生忘れませ

ん。

　私は、この大東高校で剣道ができたことに

誇りを持っています。また、このように剣道

を続けてこられたのは、最後まで応援してく

ださった先生、保護者の方々、そして地域の

皆さまのおかげです。本当に有り難うござい

ました。これからも大東高校剣道部をよろし

くお願いします。

　●シングルス　準優勝　内田朱美（全国大会出場）

　●ダブルス　優勝　内田・長廻組（全国大会出場）

　　　　　　　ベスト８　高橋・松浦組

　

 6/3～5　浜山カミアリーナ

【男子】１回戦　　大東２－０出雲

　　　　準々決勝　大東０－２松江商業

【女子】１回戦　　大東２－０横田

　　　　２回戦　　大東０－２安来

6/5～6　加茂運動公園

優勝（全国大会出場）

　　１回戦　大東８－０江津

　　準決勝　大東１５－０大社

　　決勝　　大東４－３三刀屋

部活動後援会会報

6/4～5　松江南高校

●男子個人形　７位　高橋  要、久保有葉

●女子個人組手　準優勝　恩田千奈

　　　　　　　　　　　　　（全国大会出場）

　　　　　　　ベスト８　遠藤千加

●女子団体形　　準優勝　大東☓－０松江南

●女子団体組手　準優勝　大東２－３松江南

5/27 浜山カミアリーナ

　１回戦　大東５０－９８益田

学校対抗戦　男女総合Bグループ　第３位

空 手 道

バレーボール

バスケットボール

ソフトボール

★バドミントン 8/8～13　富山県高岡市
●女子シングルス

　１回戦　内田０－２青木（聖ウルスラ英智：宮城)

●女子ダブルス

　１回戦　内田・長廻０－２伊藤・加藤（新居浜東：愛媛)

★空手道 8/12～15　富山県上市町
●女子個人組手

　１回戦　恩田０－８宮原(富山第一：富山)

★ ★ ★  令和３年度　島根県高等学校総合体育大会結果 ★★ ★

北信越総体2021　～ 輝け君の汗と涙～
【大会結果】

女子シングルス・女子ダブルス

女子個人組手

インターハイ
出場権獲得部

インターハイ
出場権獲得部

★バドミントン部

★空手道部

★ソフトボール部
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３年２組
飯塚  園夏

　私はこの３年間、剣道という部活動を通し

て、先生をはじめとする多くの方々に支えら

れながら部活動生活を送ることができ、また、

沢山の感動を味わうことができました。

　入部したばかりの頃は、練習について行く

のがやっとで、「どのようにして勝つことが

できるのか」を考えるよりも、「どのように

して試合に出させてもらえるのか」というこ

とばかり考えていました。そんな中、先輩た

ちは中国予選で３位になられたり、国体選手

にも選ばれたりと、改めて大東高校剣道部は

恵まれた環境であることを実感しました。そ

こで、私も先輩たちのように強くなりたいと

思い、まずはレギュラーに入れるように日々

の練習に励みました。２年生になり、ようや

くレギュラーを勝ち取ることができましたが、

コロナウイルスの影響により、中国予選・県

総体とも中止となってしまいました。急遽開

催された代替大会では、３年生と私というメ

ンバーで試合をさせていただきました。結果

は、２対２の本数負けで初戦敗退という悔し

い思いを残し、私たちの世代へと交代するこ

ととなりました。

　私は主将となりチームを引っ張る役につき

ましたが、先輩たちとともに練習する期間が

少なく、先輩方から多くのことを学ぶことが

できませんでした。「どのようにすればチー

ムが団結できるのか、強いチームができるの

か」ということばかり考えていました。そこ

で、大東高校剣道部がモットーに掲げている

「目配り・気配り・心配り」を徹底し、「人

として強くなる」ことをチーム目標として取

り組みました。このことを意識するうちに、

チームの団結力も高まり、よりたくましくな

っていくことを実感しました。そして、新チ

ームになっての初めての選手権大会で3位、

新人戦で準優勝という結果を残すことができ、

嬉しくてみんなで涙したことは一生忘れませ

ん。

　私は、この大東高校で剣道ができたことに

誇りを持っています。また、このように剣道

を続けてこられたのは、最後まで応援してく

ださった先生、保護者の方々、そして地域の

皆さまのおかげです。本当に有り難うござい

ました。これからも大東高校剣道部をよろし

くお願いします。

　私は、小学３年生から高校３年生までバレ

ーボールを続けてきました。その中でも大東

高校での部活動が一番辛く、一番楽しい時間

でした。

　私は、高校に入学した時から先輩たちと結

果を残すことを心に決めていました。先輩た

ちの姿は、周りの方からも期待され輝いてい

ました。私はそんな先輩たちと一緒にプレー

したいと強く思いました。一緒にコートに入

りチームも形になってきた頃でした。練習試

合中に突然足に違和感があり立てなくなりま

した。診察を受けた結果、左膝前十字靱帯損

傷で医師からは「一年ぐらい運動は難しいで

しょう。」と言われました。私は一気に目の

前が真っ暗になり、いろんな感情が込み上げ

てきました。そんな時、先輩たちから「コー

トで待っているよ。」と声を掛けてもらい、

もう一度先輩たちとバレーがしたいと思いま

した。とても辛いリハビリであり思うように

いかない日々もありましたが、たくさんの人

の支えで乗り越えることができました。よう

やく半年ほどで運動ができるまでに回復し、

先輩たちと同じコートに立つことができまし

た。しかし、これからという時に新型コロナ

ウイルスの影響もあり、先輩たちと挑む公式

戦に出場する機会がなくなってしまったので

す。しかし、代替大会に参加することができ、

感謝の気持ちを込め先輩たちと一緒にプレー

することができたことに感謝しています。

　私は、新チームのキャプテンを務めること

となりました。先輩たちの悔しい思いを背負

った私たちは、練習メニューを見直し、勝利

で恩返しできるよう練習内容を変えました。

夏の練習、冬のトレーニングなど全て辛かっ

たと思います。みんな強くなれると信じて一

つ一つ頑張って取り組みました。春の中国予

選では、ベスト８まで２点及ばず松江商業高

校に惜敗しました。最後の県総体では、2回

戦で優勝した安来高校に力及ばず敗れてしま

いました。

　結果には満足していませんが、仲間と汗や

涙を流し、喜び合った日々は私にとって宝物

です。３年間支えてくれた３人の同級生と、

走って部活に行ったり、町民体育館のごみ拾

いをしたり、面談や学級日誌に部活動が楽し

いと書いてくれる皆に感謝でいっぱいです。

そして、支えてくださった全ての皆さん、本

当に有り難うございました。これからも応援

よろしくお願いします。最後に、こんなに夢

中になり、私の生活に欠かせない存在となる

バレーボールに出逢わせてくれた友だちに感

謝しています。ありがとう！

女子バレーボール
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●シングルス 第２位　内田朱美（中国大会出場)

●ダブルス　第２位　内田・長廻組（中国大会出場)

　ベスト８　高橋・松浦組

■中国大会 6/19　広島

【男子学校対抗戦】1回戦 大東１－３桜ヶ丘（山口)

　　※個人戦中止

■県選手権 9/11～12　松江総合体育館

【男子】

　●シングルス ベスト１６　矢引  譲、景山  翔

　●ダブルス３位　濱田・矢引組

【女子】

　●シングルス ベスト１６　武田真歩

　●ダブルス ベスト８　武田・苅田組

■中国予選 4/23～25　松江

【男子】第４位（中国大会出場)　※中国大会中止

　予選リーグ　　　大東２－１松江高専

　　　　　　　　　大東２－１松江南

　　　　　　　　　大東０－２安来

　順位決定リーグ　大東２－０松江商業

　　　　　　　　　大東０－２松江西

【女子】

　予選リーグ　　　大東２－０津和野

　　　　　　　　　大東２－０出雲西

　リーグ代表戦　　大東１－２松江商業

■中国予選 4/17～18　松江商業グラウンド

　準優勝（中国大会出場)

　　１回戦　大東８－５松江商業

　　準決勝　大東１１－４大社

　　決勝　　大東０－１０三刀屋

■中国大会 5/7～9　岡山

　　１回戦　大東８－１倉吉東

　　２回戦　大東０－７創志学園

■県選手権 9/11～12　加茂中央公園

　優勝

　　１回戦　大東３０－０出雲・浜田商業合同

　　準決勝　大東２４－０安来

　　　決勝　　大東１５－１１三刀屋

■中国予選 4/25　松江

【男子】

　●個人形　５位　高橋  要

　●個人組手　ベスト１６　高橋  要

【女子】

　●団体形　準優勝　大東☓－０松江南

　●団体組手　優勝　大東３－２松江南

　●個人形　　ベスト８　遠藤千加

　●個人組手　ベスト８　遠藤千加

　　ベスト１６　恩田千奈、石原咲希、和久利華鈴

　　　　　　　　佐藤里菜　　

　　　　　上記個人・団体は、（中国大会出場)

　　　　　※中国大会中止　

■春季地区予選 4/16～18　平田

　　　１回戦　　大東４－０三刀屋

　　　２回戦　　大東３－４☓飯南

■出雲地区大会 5/28～30　浜山運動公園

　　　準々決勝　大東１－８大社

■選手権大会 7/14～29　浜山運動公園他

　　　１回戦　　大東８－０江津工業

　　　２回戦　　大東４－０津和野

　　　３回戦　　大東２－８大社

■秋季野球大会 9/11～　松江・浜山・江津・益田

　　　１回戦　　大東１１－９飯南

　　　２回戦　　大東８－０出雲農林

　　　３回戦　　大東７－３出雲

　　　準々決勝　大東１－８益田東　ベスト８

■春季写真コンクール 6/9　松江商業高校

　特選３作品　栂  優那、石原亨紘、加納竜太

　　他入選５作品

■雲南地区吹奏楽祭 5/30　加茂ラメール

　　演奏曲　「陽はまた昇る」

　　　　　　「銀河鉄道９９９」

■雲南地区バンドフェスティバル 7/11　加茂ラメール

　　演奏曲　ミュージカル「ミス・サイゴン」

■全日本吹奏楽コンクール島根大会　7/31　 益田グラントワ

　高等学校　小編成の部　銀賞

　　演奏曲　ミュージカル「ミス・サイゴン」

■島根県高文連生活科学部門全体研修会　6/3

朱鷺会館（出雲）

　活動報告：内藤  亮

　講習会「手ぬぐいで小物を作ろう」

３年２組
武田  陽斗

３年２組
恩田  千奈

　私は、大東高校に入学し初めて空手道とい

うものに出逢い、先輩方の練習の姿や演舞を

見て、私も先輩方のようになりたいという思

いから入部を決めました。

　入部したばかりの頃は、観ること聞くこと

全てが初めてのことであり、まず覚えること

に苦労しました。１年生の県総体では、初め

て公式戦で形を打ちました。静かな体育館の

中で間違えずに打てるかという不安や緊張で

いっぱいだったのを今でも覚えています。そ

して、先輩方は、女子団体組手で優勝され、

全国インターハイ出場を決められました。こ

の姿を見て、私も全国インターハイに出場し

たいと強く思うようになりました。

　２年生になり、県総体に向けて練習を頑張

ろうと思った矢先、コロナウイルスによる休

校により部活動もできず、さらには県総体も

中止となり、そして先輩方はそのまま引退さ

れました。本当に悔しい思いでいっぱいでし

た｡

　例年よりも早い世代交代により、心の準備

ができていない状態で、私は次の女子主将を

任されました。初めは主将としてまとめるこ

とが精一杯で周りがあまり見えておらず、ど

うしたらみんなが私についてきてくれるのか

と悩んでいました。そして、そういった悩み

を一人で抱え込んでいました。しかし、その

思いを同級生に相談したところ、一緒になっ

て悩み、また考えてくれました。このように

同じ思いを共有することで、私はとても助け

られました。

　そして、私たちにとって最後となる学年を

迎えました。県総体に向けて練習はどんどん

厳しくなっていきました。しかし、辛い時こ

そお互いに励まし合ったり、アドバイスをし

合い、お互いに意識を高め合えるように取り

組みました。

　県総体では、団体戦は悔しい結果となりま

したが、同じ目標に向かい一緒に頑張れた仲

間ができたことは、私のかけがえのない宝物

となりました。私は個人戦で全国インターハ

イに出場することができましたが、ともに闘

い一緒に頑張ってきた仲間がいたからです。

この部活動に入り、本当に良かったと思いま

す。

　これまで応援してくださった皆さま、支え

てくださった皆さま、本当に有り難うござい

ました。これからも空手道部の応援をよろし

くお願いします。

　私はこの３年間、剣道という部活動を通し

て、先生をはじめとする多くの方々に支えら

れながら部活動生活を送ることができ、また、

沢山の感動を味わうことができました。

　入部したばかりの頃は、練習について行く

のがやっとで、「どのようにして勝つことが

できるのか」を考えるよりも、「どのように

して試合に出させてもらえるのか」というこ

とばかり考えていました。そんな中、先輩た

ちは中国予選で３位になられたり、国体選手

にも選ばれたりと、改めて大東高校剣道部は

恵まれた環境であることを実感しました。そ

こで、私も先輩たちのように強くなりたいと

思い、まずはレギュラーに入れるように日々

の練習に励みました。２年生になり、ようや

くレギュラーを勝ち取ることができましたが、

コロナウイルスの影響により、中国予選・県

総体とも中止となってしまいました。急遽開

催された代替大会では、３年生と私というメ

ンバーで試合をさせていただきました。結果

は、２対２の本数負けで初戦敗退という悔し

い思いを残し、私たちの世代へと交代するこ

ととなりました。

　私は主将となりチームを引っ張る役につき

ましたが、先輩たちとともに練習する期間が

少なく、先輩方から多くのことを学ぶことが

できませんでした。「どのようにすればチー

ムが団結できるのか、強いチームができるの

か」ということばかり考えていました。そこ

で、大東高校剣道部がモットーに掲げている

「目配り・気配り・心配り」を徹底し、「人

として強くなる」ことをチーム目標として取

り組みました。このことを意識するうちに、

チームの団結力も高まり、よりたくましくな

っていくことを実感しました。そして、新チ

ームになっての初めての選手権大会で3位、

新人戦で準優勝という結果を残すことができ、

嬉しくてみんなで涙したことは一生忘れませ

ん。

　私は、この大東高校で剣道ができたことに

誇りを持っています。また、このように剣道

を続けてこられたのは、最後まで応援してく

ださった先生、保護者の方々、そして地域の

皆さまのおかげです。本当に有り難うござい

ました。これからも大東高校剣道部をよろし

くお願いします。

　男子バドミントン部は、高校生活において

沢山の方々に支えられながら部活動生活を送

ることができました。

　１年生の頃は、自分よりも強い先輩たちば

かりで、試合に勝つことよりも部内での団体

戦メンバーに選ばれることを目標に頑張りま

した。部内の先輩たちは、中学時にも一緒に

活動していた方が多かったので、とても良い

雰囲気の中で取り組むことができました。

　２年生では、１年生も加わり全国インター

ハイ出場という目標を掲げ、部員全員が気持

ちを一つに厳しい練習を乗り越えていこうと

取り組みました。しかし、上手くいくことば

かりではなく、またコロナウイルスの影響で

活動も制限され、とても辛い時期がありまし

た。

そんな時、周りの方々に背中を押していただ

き、練習を重ねることができました。しかし

ながら、感染症拡大に伴い県総体も中止とな

り、３年生の先輩方とともに目標を達成する

ことができませんでした。

　新チームとなり、私が主将となって先輩の

思いを胸に一からチームづくりを始めました。

最初は、チームをまとめることができず、部

員同士でぶつかることもありました。しかし、

先輩たちの叶わなかった目標「全国インター

ハイ出場」をもう一度部員全員で確認し、お

互いに意識を高め、県総体に向けて練習に取

り組みました。

　私は、県総体では団体戦準優勝、個人戦シ

ングルスベスト16、ダブルスベスト８という

結果で終わりました。目標であった全国イン

ターハイ出場はできませんでしたが、最後の

大会として、中国大会の出場を果たすことは

できました。

　これまで私たちが部活動生活を送ることが

できたのは、技術だけでなく、人として成長

するために沢山のことを教えてくださった監

督、コーチ、OBの方々、そして私たちのサポ

ートや応援をしてくださった保護者の皆さま

のおかげです。また、地域の皆さまから多く

の応援メッセージをいただき、本当に有り難

うございました。この伝統ある大東高校バド

ミントン部を今後ともよろしくお願いします。

男子バドミントン部

空手道部
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●シングルス 第２位　内田朱美（中国大会出場)

●ダブルス　第２位　内田・長廻組（中国大会出場)

　ベスト８　高橋・松浦組

■中国大会 6/19　広島

【男子学校対抗戦】1回戦 大東１－３桜ヶ丘（山口)

　　※個人戦中止

■県選手権 9/11～12　松江総合体育館

【男子】

　●シングルス ベスト１６　矢引  譲、景山  翔

　●ダブルス３位　濱田・矢引組

【女子】

　●シングルス ベスト１６　武田真歩

　●ダブルス ベスト８　武田・苅田組

■中国予選 4/23～25　松江

【男子】第４位（中国大会出場)　※中国大会中止

　予選リーグ　　　大東２－１松江高専

　　　　　　　　　大東２－１松江南

　　　　　　　　　大東０－２安来

　順位決定リーグ　大東２－０松江商業

　　　　　　　　　大東０－２松江西

【女子】

　予選リーグ　　　大東２－０津和野

　　　　　　　　　大東２－０出雲西

　リーグ代表戦　　大東１－２松江商業

■中国予選 4/17～18　松江商業グラウンド

　準優勝（中国大会出場)

　　１回戦　大東８－５松江商業

　　準決勝　大東１１－４大社

　　決勝　　大東０－１０三刀屋

■中国大会 5/7～9　岡山

　　１回戦　大東８－１倉吉東

　　２回戦　大東０－７創志学園

■県選手権 9/11～12　加茂中央公園

　優勝

　　１回戦　大東３０－０出雲・浜田商業合同

　　準決勝　大東２４－０安来

　　　決勝　　大東１５－１１三刀屋

■中国予選 4/25　松江

【男子】

　●個人形　５位　高橋  要

　●個人組手　ベスト１６　高橋  要

【女子】

　●団体形　準優勝　大東☓－０松江南

　●団体組手　優勝　大東３－２松江南

　●個人形　　ベスト８　遠藤千加

　●個人組手　ベスト８　遠藤千加

　　ベスト１６　恩田千奈、石原咲希、和久利華鈴

　　　　　　　　佐藤里菜　　

　　　　　上記個人・団体は、（中国大会出場)

　　　　　※中国大会中止　

■春季地区予選 4/16～18　平田

　　　１回戦　　大東４－０三刀屋

　　　２回戦　　大東３－４☓飯南

■出雲地区大会 5/28～30　浜山運動公園

　　　準々決勝　大東１－８大社

■選手権大会 7/14～29　浜山運動公園他

　　　１回戦　　大東８－０江津工業

　　　２回戦　　大東４－０津和野

　　　３回戦　　大東２－８大社

■秋季野球大会 9/11～　松江・浜山・江津・益田

　　　１回戦　　大東１１－９飯南

　　　２回戦　　大東８－０出雲農林

　　　３回戦　　大東７－３出雲

　　　準々決勝　大東１－８益田東　ベスト８

■春季写真コンクール 6/9　松江商業高校

　特選３作品　栂  優那、石原亨紘、加納竜太

　　他入選５作品

■雲南地区吹奏楽祭 5/30　加茂ラメール

　　演奏曲　「陽はまた昇る」

　　　　　　「銀河鉄道９９９」

■雲南地区バンドフェスティバル 7/11　加茂ラメール

　　演奏曲　ミュージカル「ミス・サイゴン」

■全日本吹奏楽コンクール島根大会　7/31　 益田グラントワ

　高等学校　小編成の部　銀賞

　　演奏曲　ミュージカル「ミス・サイゴン」

■島根県高文連生活科学部門全体研修会　6/3

朱鷺会館（出雲）

　活動報告：内藤  亮

　講習会「手ぬぐいで小物を作ろう」

３年２組
田部  瑞稀

　私は、大東高校に入学し初めて空手道とい

うものに出逢い、先輩方の練習の姿や演舞を

見て、私も先輩方のようになりたいという思

いから入部を決めました。

　入部したばかりの頃は、観ること聞くこと

全てが初めてのことであり、まず覚えること

に苦労しました。１年生の県総体では、初め

て公式戦で形を打ちました。静かな体育館の

中で間違えずに打てるかという不安や緊張で

いっぱいだったのを今でも覚えています。そ

して、先輩方は、女子団体組手で優勝され、

全国インターハイ出場を決められました。こ

の姿を見て、私も全国インターハイに出場し

たいと強く思うようになりました。

　２年生になり、県総体に向けて練習を頑張

ろうと思った矢先、コロナウイルスによる休

校により部活動もできず、さらには県総体も

中止となり、そして先輩方はそのまま引退さ

れました。本当に悔しい思いでいっぱいでし

た｡

　例年よりも早い世代交代により、心の準備

ができていない状態で、私は次の女子主将を

任されました。初めは主将としてまとめるこ

とが精一杯で周りがあまり見えておらず、ど

うしたらみんなが私についてきてくれるのか

と悩んでいました。そして、そういった悩み

を一人で抱え込んでいました。しかし、その

思いを同級生に相談したところ、一緒になっ

て悩み、また考えてくれました。このように

同じ思いを共有することで、私はとても助け

られました。

　そして、私たちにとって最後となる学年を

迎えました。県総体に向けて練習はどんどん

厳しくなっていきました。しかし、辛い時こ

そお互いに励まし合ったり、アドバイスをし

合い、お互いに意識を高め合えるように取り

組みました。

　県総体では、団体戦は悔しい結果となりま

したが、同じ目標に向かい一緒に頑張れた仲

間ができたことは、私のかけがえのない宝物

となりました。私は個人戦で全国インターハ

イに出場することができましたが、ともに闘

い一緒に頑張ってきた仲間がいたからです。

この部活動に入り、本当に良かったと思いま

す。

　これまで応援してくださった皆さま、支え

てくださった皆さま、本当に有り難うござい

ました。これからも空手道部の応援をよろし

くお願いします。

　私はこの３年間、剣道という部活動を通し

て、先生をはじめとする多くの方々に支えら

れながら部活動生活を送ることができ、また、

沢山の感動を味わうことができました。

　入部したばかりの頃は、練習について行く

のがやっとで、「どのようにして勝つことが

できるのか」を考えるよりも、「どのように

して試合に出させてもらえるのか」というこ

とばかり考えていました。そんな中、先輩た

ちは中国予選で３位になられたり、国体選手

にも選ばれたりと、改めて大東高校剣道部は

恵まれた環境であることを実感しました。そ

こで、私も先輩たちのように強くなりたいと

思い、まずはレギュラーに入れるように日々

の練習に励みました。２年生になり、ようや

くレギュラーを勝ち取ることができましたが、

コロナウイルスの影響により、中国予選・県

総体とも中止となってしまいました。急遽開

催された代替大会では、３年生と私というメ

ンバーで試合をさせていただきました。結果

は、２対２の本数負けで初戦敗退という悔し

い思いを残し、私たちの世代へと交代するこ

ととなりました。

　私は主将となりチームを引っ張る役につき

ましたが、先輩たちとともに練習する期間が

少なく、先輩方から多くのことを学ぶことが

できませんでした。「どのようにすればチー

ムが団結できるのか、強いチームができるの

か」ということばかり考えていました。そこ

で、大東高校剣道部がモットーに掲げている

「目配り・気配り・心配り」を徹底し、「人

として強くなる」ことをチーム目標として取

り組みました。このことを意識するうちに、

チームの団結力も高まり、よりたくましくな

っていくことを実感しました。そして、新チ

ームになっての初めての選手権大会で3位、

新人戦で準優勝という結果を残すことができ、

嬉しくてみんなで涙したことは一生忘れませ

ん。

　私は、この大東高校で剣道ができたことに

誇りを持っています。また、このように剣道

を続けてこられたのは、最後まで応援してく

ださった先生、保護者の方々、そして地域の

皆さまのおかげです。本当に有り難うござい

ました。これからも大東高校剣道部をよろし

くお願いします。

剣道部
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３年３組
山本  一花

　私はこの３年間、剣道という部活動を通し

て、先生をはじめとする多くの方々に支えら

れながら部活動生活を送ることができ、また、

沢山の感動を味わうことができました。

　入部したばかりの頃は、練習について行く

のがやっとで、「どのようにして勝つことが

できるのか」を考えるよりも、「どのように

して試合に出させてもらえるのか」というこ

とばかり考えていました。そんな中、先輩た

ちは中国予選で３位になられたり、国体選手

にも選ばれたりと、改めて大東高校剣道部は

恵まれた環境であることを実感しました。そ

こで、私も先輩たちのように強くなりたいと

思い、まずはレギュラーに入れるように日々

の練習に励みました。２年生になり、ようや

くレギュラーを勝ち取ることができましたが、

コロナウイルスの影響により、中国予選・県

総体とも中止となってしまいました。急遽開

催された代替大会では、３年生と私というメ

ンバーで試合をさせていただきました。結果

は、２対２の本数負けで初戦敗退という悔し

い思いを残し、私たちの世代へと交代するこ

ととなりました。

　私は主将となりチームを引っ張る役につき

ましたが、先輩たちとともに練習する期間が

少なく、先輩方から多くのことを学ぶことが

できませんでした。「どのようにすればチー

ムが団結できるのか、強いチームができるの

か」ということばかり考えていました。そこ

で、大東高校剣道部がモットーに掲げている

「目配り・気配り・心配り」を徹底し、「人

として強くなる」ことをチーム目標として取

り組みました。このことを意識するうちに、

チームの団結力も高まり、よりたくましくな

っていくことを実感しました。そして、新チ

ームになっての初めての選手権大会で3位、

新人戦で準優勝という結果を残すことができ、

嬉しくてみんなで涙したことは一生忘れませ

ん。

　私は、この大東高校で剣道ができたことに

誇りを持っています。また、このように剣道

を続けてこられたのは、最後まで応援してく

ださった先生、保護者の方々、そして地域の

皆さまのおかげです。本当に有り難うござい

ました。これからも大東高校剣道部をよろし

くお願いします。

　中学生の時、大東高校吹奏楽部と同じステ

ージに立つ機会がありました。その際、部員

同士とても仲が良かったところ、またステー

ジに立っていらっしゃる先輩方の姿がとても

輝いているところを拝見し、私も部員の一員

になりたいと思い、大東高校吹奏楽部に入部

しました。

　１年生の時、先輩が吹奏楽に熱い思いを持

って部活に励んでいらっしゃる姿や行動を見

て、私もこういう先輩になりたいと理想の姿

を見つけることができました。

　２年生の７月、部長を拝任しました。一人

ひとりが自分の思いを持っているからこそぶ

つかることも多々ありました。何度もミーテ

ィングを重ね、部活の方向性や部員間の関係

性について納得いくまで話し合いました。今

後の部活に期待するより不安の方が大きい期

間もありました。しかし、本番を重ねる度に

団結力が上がっていくのを実感し、このメン

バーで演奏する喜びや楽しみの方が大きくな

っていきました。私が部長という大役で挫折

しそうになった時も沢山ありましたが、その

度に部員のみんなが優しく手を差し伸べてく

れました。吹奏楽部の一員として過ごす時間

が増えれば増えるほど素敵なメンバーと部活

ができていることに気づかされました。良い

結果を残すことも大切なことだと思いますが、

私は個性溢れ自分の色を持った部員たちに出

逢い、切磋琢磨し、部活に取り組んだ思い出

が沢山あることが嬉しいです。部活動を通し

て個々の技術の向上はもちろんですが、人間

としてのマナーや礼儀など人として成長する

ために重要なことも沢山身につけることがで

きました。今の私たちの成長した姿があるの

は、より良い環境で部活動に取り組むことが

できたからだと感じます。

　最後になりましたが、今も様々な規制がか

かる環境の中で、人の前で演奏する多くの機

会を頂き、こうして悔いなくやり遂げられた

こと心から嬉しく思います。ここまで支えて

くださった先生方、家族、地域の方々、そし

て応援してくださった全ての皆さまに感謝申

し上げます。有り難うございました。これか

らも大東高校吹奏楽部をよろしくお願いしま

す。

吹奏楽部
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陸上競技部
２年３組　林　　大貴

ソフトボール部
２年１組　原　つかさ

野球部
２年２組　女鹿田  康生

バドミントン部 男子
２年２組　矢引　　譲

ソフトテニス部 男子
２年２組　布野　伊吹

ソフトテニス部 女子
２年３組　陶山　晴香

　私はこの３年間、剣道という部活動を通し

て、先生をはじめとする多くの方々に支えら

れながら部活動生活を送ることができ、また、

沢山の感動を味わうことができました。

　入部したばかりの頃は、練習について行く

のがやっとで、「どのようにして勝つことが

できるのか」を考えるよりも、「どのように

して試合に出させてもらえるのか」というこ

とばかり考えていました。そんな中、先輩た

ちは中国予選で３位になられたり、国体選手

にも選ばれたりと、改めて大東高校剣道部は

恵まれた環境であることを実感しました。そ

こで、私も先輩たちのように強くなりたいと

思い、まずはレギュラーに入れるように日々

の練習に励みました。２年生になり、ようや

くレギュラーを勝ち取ることができましたが、

コロナウイルスの影響により、中国予選・県

総体とも中止となってしまいました。急遽開

催された代替大会では、３年生と私というメ

ンバーで試合をさせていただきました。結果

は、２対２の本数負けで初戦敗退という悔し

い思いを残し、私たちの世代へと交代するこ

ととなりました。

　私は主将となりチームを引っ張る役につき

ましたが、先輩たちとともに練習する期間が

少なく、先輩方から多くのことを学ぶことが

できませんでした。「どのようにすればチー

ムが団結できるのか、強いチームができるの

か」ということばかり考えていました。そこ

で、大東高校剣道部がモットーに掲げている

「目配り・気配り・心配り」を徹底し、「人

として強くなる」ことをチーム目標として取

り組みました。このことを意識するうちに、

チームの団結力も高まり、よりたくましくな

っていくことを実感しました。そして、新チ

ームになっての初めての選手権大会で3位、

新人戦で準優勝という結果を残すことができ、

嬉しくてみんなで涙したことは一生忘れませ

ん。

　私は、この大東高校で剣道ができたことに

誇りを持っています。また、このように剣道

を続けてこられたのは、最後まで応援してく

ださった先生、保護者の方々、そして地域の

皆さまのおかげです。本当に有り難うござい

ました。これからも大東高校剣道部をよろし

くお願いします。

掲載写真は、写真部が撮影しました

　私たち陸上競技部は、２年生６
名、１年生３名の９名で活動して
います。
　普段の練習では、主に短・中距
離３名、円盤２名、やり投げ２名
と少人数のパートごとに分かれて
協力し合いながら、個々の記録の更新を目指して日々練習
に励んでいます。また、３年生の先輩と決めた、「声を出
す」ということも変わらず継続して、練習時には応援の声
がけや、普段のあいさつなど、部員同士で意識を高め合い
ながら良い雰囲気づくりを心掛けています。
　９月に行われた新人大会では、自己ベストが出た選手も
多く、また出なかった選手も自分の課題を見つけることが
できた大会でした。
　これからも部員全員で協力し合い、自己ベストを出すこ
とを目指して、日々の練習を精一杯取り組みたいと思いま
す。応援よろしくお願いします。

　私たち男子ソフトテニス部は、
２年生３名、１年生１０名の１３
名で活動しています。私たちは、
地域の皆さまから応援してもらえ
るような部活動になることを目指
しています。そのために、日々の
生活態度から見直し、地域の方々へのあいさつやテニスコ
ートの整備、ボールの管理などを徹底して行っています。
これらの生活態度は、練習や試合中のプレーに繫がってい
くと思うので、今後も自覚を持って続けていきたいです。
特に「あいさつをする」ということは、どんな場面でも必
要なことでありより一層力を入れていきたいです。
　高校から始めた選手が多い部活動ですが、一人ひとりや
る気は十分にあるので、各々が課題を乗り越え、目標であ
る中国大会出場を目指し頑張ります。応援よろしくお願い
します。

　私たちソフトボール部は、２年
生５名、１年生３名、マネージャ
ー１名の９名で活動しています。
　新チームの目標は、”優勝“～全
力・常に前進～を掲げて練習に取
り組んでいます。前チームでは、
悔しい思いも残っているので、この悔しさを晴らせるように
頑張っていきたいです。そして、新チームは、人数が少ない
ですが、元気・明るさだけはどのチームにも負けません！
　いつも支えてくださっている家族、指導者の方々、地域
の皆さまに感謝し、自分たちらしく常に前進していきます。
９人の心を一つにし、選抜大会、全国インターハイの出場
を目指して頑張ります。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、
2年生選手10名、マネージャー2
名で活動しています。全員が高校
からソフトテニスを始めた初心者
のため、経験者が多い他の高校の
選手に勝つことができていません。
しかし、一勝でも多く勝つことができるよう互いに励まし
合い努力しています。また、練習メニューも自分たちに不
足している力を身につけることができるよう工夫して活動
しています。
　部員同士も仲が非常に良く、コミュニケーションもとれ
ているので毎日の活動時間をとても楽しく過ごすことがで
きています。日々の積み重ねを大切にし、指導してくださ
っている先生方に感謝の気持ちを常に持ちながら、成長し
ていきたいと思っています。応援の程、よろしくお願いし
ます。

　私たち野球部は、２年生１０名、
１年生４名、マネージャー１名の
１５名で活動しています。
　「闘紫」をテーマに掲げ、１年
間鍛錬を積み上げてきた森山組の
夏は３回戦で敗れてしまいました。
この先輩方の闘う心、闘う姿勢を新チームでも受け継ぎ、
先輩たちの想いを背負いこの一年間鍛錬していきます。
　今年のチームテーマは「執」です。一つ一つのことに対
して執念・執着心を持ち、一人ひとりが最後の最後まで諦
めない粘りの野球を目指す女鹿田組にします。
　秋季大会では、力の無さ、勝負弱さを痛感しました。こ
のチームで甲子園に行くチャンスは来年の夏１回のみとな
ってしまいました。
　応援してくださる多くの方々へ「甲子園出場」という結
果で恩返しできるよう日々鍛錬し、新たな歴史をこのチー
ムで創り上げます。

新
年
度 部 活 動 告報

　私たち男子バドミントン部は、
現在2年生3名の極めて少ない人
数で活動しています。その昔、徳
川家康は、河原で石投げをしてい
た子どもたちを見て、「少人数の
方が勝つ」と言ったそうです。少
人数の方が一生懸命になるというのが理由でした。
　私たちも少人数ではありますが、本気で頑張り、先輩た
ちが築かれた伝統を受け継ぎ、次の世代に引き継いでいき
たいと思います。
　顧問の先生や支えてくださるOB・保護者・地域の皆さま
の期待に応えられるように、毎日の部活動に全力で取り組
んでいきたいと思います。これからも応援よろしくお願い
いたします。
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バドミントン部 女子
１年２組　武田　真歩

バスケットボール部
２年２組　原　　祐喜

男子バレーボール部
２年２組　林　虎之介

女子バレーボール部
２年３組　三島　美詞

剣道部
２年２組　万場　佑護

空手道部
２年２組　遠藤　千加

　私はこの３年間、剣道という部活動を通し

て、先生をはじめとする多くの方々に支えら

れながら部活動生活を送ることができ、また、

沢山の感動を味わうことができました。

　入部したばかりの頃は、練習について行く

のがやっとで、「どのようにして勝つことが

できるのか」を考えるよりも、「どのように

して試合に出させてもらえるのか」というこ

とばかり考えていました。そんな中、先輩た

ちは中国予選で３位になられたり、国体選手

にも選ばれたりと、改めて大東高校剣道部は

恵まれた環境であることを実感しました。そ

こで、私も先輩たちのように強くなりたいと

思い、まずはレギュラーに入れるように日々

の練習に励みました。２年生になり、ようや

くレギュラーを勝ち取ることができましたが、

コロナウイルスの影響により、中国予選・県

総体とも中止となってしまいました。急遽開

催された代替大会では、３年生と私というメ

ンバーで試合をさせていただきました。結果

は、２対２の本数負けで初戦敗退という悔し

い思いを残し、私たちの世代へと交代するこ

ととなりました。

　私は主将となりチームを引っ張る役につき

ましたが、先輩たちとともに練習する期間が

少なく、先輩方から多くのことを学ぶことが

できませんでした。「どのようにすればチー

ムが団結できるのか、強いチームができるの

か」ということばかり考えていました。そこ

で、大東高校剣道部がモットーに掲げている

「目配り・気配り・心配り」を徹底し、「人

として強くなる」ことをチーム目標として取

り組みました。このことを意識するうちに、

チームの団結力も高まり、よりたくましくな

っていくことを実感しました。そして、新チ

ームになっての初めての選手権大会で3位、

新人戦で準優勝という結果を残すことができ、

嬉しくてみんなで涙したことは一生忘れませ

ん。

　私は、この大東高校で剣道ができたことに

誇りを持っています。また、このように剣道

を続けてこられたのは、最後まで応援してく

ださった先生、保護者の方々、そして地域の

皆さまのおかげです。本当に有り難うござい

ました。これからも大東高校剣道部をよろし

くお願いします。

　私たちバスケットボール部は、2
年生3名、1年生4名、マネージャ
ー2名の9名で活動しています。人
数が少なく練習メニューも多くは
ありませんが、部員一人ひとりが
一生懸命練習に取り組んでいます。
　今年は、コロナウイルスの影響でOBの方々に来ていただ
くことができなくなり、実践的な練習ができなくなりまし
た。しかし、部員みんなで意見を出し合い工夫をしながら
練習を行っています。また、部員同士とても仲が良く、気
になる点や良い点・悪い点を共有し合い、より良いプレー
ができるように工夫しています。
　バスケットボールが大好きな部員たちばかりですので、
これからも楽しむことを忘れず練習に励んでいきます。

　私たち女子バドミントン部は、
選手１名マネージャー２名の３名
で活動しています。３人と少ない
人数だからこそ一人ひとりが責任
感を持ち、互いに切磋琢磨しなが
ら練習に励んでいます。
　新チームで挑んだ選手権大会では、ダブルスを中心に良
い成績を残すことができました。
　現在、選手が１名しかいないため団体戦に出られるよう
部員を増やすことが目標です。そして、最終的には引退さ
れた先輩方の成績を超えたいです。高い目標ではあります
が、日々の練習を頑張り目標達成できるよう努力していき
ます。
　日頃からお世話になっている方々、支え
てくれる家族への感謝を忘れず、プレーで
恩返しをしていきたいと思います。応援よ
ろしくお願いします。

　私たち女子バレーボール部は、プレイ
ヤー１１名、マネージャー２名の１・２
年生１３名で活動しています。外部コー
チの指導の下で、現在は基礎的な練習を
中心に日々練習に励んでいます。
　私たちはチームの目標として、前チー
ムで達成することのできなかった「県ベ
スト８」を掲げています。引退された3
年生との厳しい練習で身についた粘り強
さやレシーブ力、また、味わってきた悔しさや楽しさをも
とに、一人ひとりが目標に向かって頑張っています。
　バレーボールは、チームスポーツだからこそ、チームメ
イトを信頼し、助け合っていけるようなチームになってい
きたいと思っています。日々の積み重ねを大切にし、支え
てくださる方々に結果を出すことで恩返しできるように頑
張ります。

　私たち空手道部は、男子１名、
女子９名、マネージャー２名の１
２名で活動しています。
　部員のほとんどが初心者ですが、
お互いに教え合いながら、「やる
時はやる」をモットーに日々練習
に取り組んでします。
　新型コロナウイルスの影響で遠征などがなくなり、私た
ちが成長する機会が減っていますが、１・２年生でお互い
に刺激し合いながら頑張っています。
　今まで先輩方が築き上げてこられたことを２年生が中心
となり引き継いでいきます。監督、コーチ、先生方、OBの
方々、地域の皆さま、家族への感謝を忘れずにこれからも
練習に励んでいきます。

　私たち男子バレーボール部は、２年生
４名、１年生１２名（マネジャー２名を
含む）の１６名で活動しています。
　今年もコロナウイルスの影響で思うよ
うな練習ができませんが、短い時間の中
でも集中して部員全員が本気で練習に取
り組んでいます。
　今年の部のテーマは「覇気」です。
日々の練習からバレーボールに対する意識、志を高く持ち、
お互いに課題を指摘し合いながら練習に取り組んでいます。
そして、必ず全国インターハイに出場します。
　この先、何度も壁にぶつかるか分かりませんが、私たち
の持ち味である根性で乗り越えていきます。
　地域の方々、学校関係者、応援してくださる多くの皆さ
ま、そしてバレーボールができることに感謝し、最高の結
果で恩返しができるように頑張ります。

　私たち剣道部は、男子４名、女
子５名、マネージャー２名の１１
名で活動をしています。人数が少
ないですが、みんな仲良く助け合
いながら練習していてとても良い
雰囲気です。
　１０月には、新チームでの初めての大会があります。そ
こで、普段指導してくださる先生、応援してくださる保護
者の方、地域の皆さんに優勝という形で恩返しをしたいと

思います。私たちの目標である「日本
一」に向かって、日々のどんな練習でも
乗り越え、最後まで良い雰囲気で鍛錬し、
大会へと繋げていきます。
　大会で一つでも多く勝つことができる
よう一生懸命頑張りますので、応援よろ
しくお願いします。



15

部活動後援会会報

美術部
２年３組　山田  麻桜奈

生活科学部
２年３組　山根　麗奈

吹奏楽部
２年３組　黒田　歩乃佳

写真部
１年２組　星野　友希

茶道部
２年３組　佐々木　望羽

　私はこの３年間、剣道という部活動を通し

て、先生をはじめとする多くの方々に支えら

れながら部活動生活を送ることができ、また、

沢山の感動を味わうことができました。

　入部したばかりの頃は、練習について行く

のがやっとで、「どのようにして勝つことが

できるのか」を考えるよりも、「どのように

して試合に出させてもらえるのか」というこ

とばかり考えていました。そんな中、先輩た

ちは中国予選で３位になられたり、国体選手

にも選ばれたりと、改めて大東高校剣道部は

恵まれた環境であることを実感しました。そ

こで、私も先輩たちのように強くなりたいと

思い、まずはレギュラーに入れるように日々

の練習に励みました。２年生になり、ようや

くレギュラーを勝ち取ることができましたが、

コロナウイルスの影響により、中国予選・県

総体とも中止となってしまいました。急遽開

催された代替大会では、３年生と私というメ

ンバーで試合をさせていただきました。結果

は、２対２の本数負けで初戦敗退という悔し

い思いを残し、私たちの世代へと交代するこ

ととなりました。

　私は主将となりチームを引っ張る役につき

ましたが、先輩たちとともに練習する期間が

少なく、先輩方から多くのことを学ぶことが

できませんでした。「どのようにすればチー

ムが団結できるのか、強いチームができるの

か」ということばかり考えていました。そこ

で、大東高校剣道部がモットーに掲げている

「目配り・気配り・心配り」を徹底し、「人

として強くなる」ことをチーム目標として取

り組みました。このことを意識するうちに、

チームの団結力も高まり、よりたくましくな

っていくことを実感しました。そして、新チ

ームになっての初めての選手権大会で3位、

新人戦で準優勝という結果を残すことができ、

嬉しくてみんなで涙したことは一生忘れませ

ん。

　私は、この大東高校で剣道ができたことに

誇りを持っています。また、このように剣道

を続けてこられたのは、最後まで応援してく

ださった先生、保護者の方々、そして地域の

皆さまのおかげです。本当に有り難うござい

ました。これからも大東高校剣道部をよろし

くお願いします。

　私たち吹奏楽部は、現在２年生
４名、１年生４名の８名で毎日明
るく楽しく活動しています。
　今年は例年に比べて部員数が少
なく不安な面もたくさんあります
が、少人数だからこそできること
もたくさんあるので、部員全員でより良い部活となるよう
に日々努力していきたいと思います。
　昨年に引き続き新型コロナウイルスのため、秋の地域の
お祭りには参加できませんが、１２月に定期演奏会を予定
しています。皆さんの前で演奏できる貴重な場ですので、
練習の成果や日々の感謝をしっかりお伝えできるように頑
張りたいと思います。部員一人ひとりが部活を通して技術
面はもちらん人としても成長できるように努力していきま
す。これからも応援よりしくお願いします。

　私たち美術部は、２年生２名で
活動しています。とても少ない人
数ですが、お互いに支え合って頑
張っています。活動日は、平日ほ
ぼ毎日で主な活動内容は、鉛筆デ
ッサン、応募用のポスター制作、
冬にある県美術展の為の作品制作です。他にも講習会に参
加したりしています。そこでは、普段と違うものを描いた
りするだけでなく、他校の生徒さんの作品を見ることもで
き、自分では考えつかなかった構図やアイディアをたくさ
ん発見することができます。
　昨年、今年と例年通りの活動をすることができなくて少
し残念に思いますが、普段の部活動や講習会などで学んだ
ことを生かし、１２月にある県美術展に向けて入選できる
ように作品づくりを頑張っていきます。

　私たち生活科学部は、２年生２
名、１年生８名の１０名で、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です。毎週何
を作るかを自分たちで考え、買い
出しに行き、レシピを調べながら
作っています。失敗するときもありますが、どのようにす
れば上手にできるかを考え、次の週に活かそうと努力して
います。
　今年は、昨年あまりできなかった手芸分野にも挑戦しよ
うと思っています。予定されている研修会では、水引細工
にも取り組み、日本の文化にも触れていけたら良いと考え
ています。
　コロナウイルスの影響で多くのイベントが中止となり、
地域との交流が少なくなると思いますが、この状況だから
こそできることを考え、私たちらしく活動していきたいと
思います。

　茶道部は、毎週木曜日１７時か
ら活動をしています。昨年は私た
ち３人で活動を続けていましたが、
今年度は５名の１年生を迎え、８
名で楽しく活動しています。
　１年生が加わり、私たち２年生
にも大きな心境の変化がありました。今までは講師の須山
二三子先生に教わる側だったのが、今は１年生に教える側
となったからです。最初は教え方が分からず悩んでいまし
たが、どうしたら茶道を楽しんでもらえるかを考えていく
うちに、少しずつ教え方が分かってきました。１年生のみ
んなも一生懸命に活動していますので理解も成長も早いで
す。
　今年度も感染症拡大の影響で活動の制限はありますが、
１１月にはイベントを控えているので頑張っていこうと思
います。

　私たち写真部は、1年生10名
で毎週金曜日に活動しています。
主に春と秋のコンクールに向けた
写真を撮ったり、文化祭で展示す
るために写真を撮っています。ま
た、写真を撮るだけでなく、テー
マや写真に込めた思いを大切にしています。
　例年9月に行われる撮影技術大会という県内高校の写真
部合同の合宿に参加する予定でした。しかし、コロナウイ
ルスの影響でオンライン開催となり、参加はしませんでし
た。春のコンクールでは、オンラインで東京工業大学の講
師の方に講評していただき、来年こそは、他校生との交流
を深め、共同制作に取り組み、撮影技術を磨きたいと思っ
ています。
　現在は、秋のコンクールに向けての写真を撮影している
ところです。一人ひとりが試行錯誤しながら、写真を観て
くださる方々に感動していただけるような最高の作品が撮
影できるよう頑張ります。



「かいじゅうのお昼寝」
１年１組　栂  優那

「シースルーバング」
３年２組　加納竜太

令和３年度 春季写真コンクール

特選作品

令和３年度 春季写真コンクール

特選作品

「Road to Freedom」
３年２組　石原亨紘

写真部  作品展
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令和3年度　吹奏楽部定期演奏会のご案内

日時

会場

令和3年12月19日㈰ 14:00～
古代鉄歌謡館
令和3年12月19日㈰ 14:00～
古代鉄歌謡館

※コロナの感染状況によっては入場を制限して行います。※コロナの感染状況によっては入場を制限して行います。

大東高校吹奏楽部大東高校吹奏楽部
定期演奏会定期演奏会 ～挑戦の冬～～挑戦の冬～


