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県総体 男子ソフトテニス団体戦 １回戦勝利を飾る 写真は廣野・二澤ペア 
 

 

島根県高校総体結果 

 

 

 

サッカー部 

・１回戦 横田高校０－９浜田高校 

県総体を終えて、結果は惨敗でしたが、最

後まであきらめずに頑張っていたのでいいと思い

ました。個人的にはもっと練習すればよかったと

後悔しているので、１，２年生にはもっと練習

して後悔しないように来年の総体を頑張ってほ

しいです。ありがとうございました。 藤崎大輝 

 

  

 

 

 

 

 

陸上部 

・走高跳   ３位 吉川 和希  

中国大会出場！ 

・４００ｍ ６位  加納エイロン  

中国大会出場！ 

・４×４００ｍＲ ８位 （松原、加納、井

上、吉川） 

・３０００ｍＳＣ １０位  朝倉大貴 

・１５００ｍ  １２位  鳥谷茜 

県総体を終えて、入賞３種目、中国大会

進出が２名という好成績を収めることができまし

た。また、決勝に進出した種目や自己ベストを

出すことができた選手もいたので、それぞれが力

を十分に発揮した大会だったと思います。中国

大会に出場する人は、横田高校の代表でもあ

りますが、島根県の代表でもあるので、その自覚

を持ち、少しでも上位に行けるように全力で挑

んできてほしいです。１，２年生は来年もある

ので悔いが残らないように頑張ってほしいです。 

                   朝倉 大貴 

弓道部 

男子団体  予選敗退 

女子団体  ８位 

男子個人  ２回戦進出ならず 

女子個人２回戦進出 佐伯舞友、赤名郁美

３回戦進出 藤原夏絵 

私たち弓道部は、６月２日から江津工業高

校で行われた県総体に出場してきました。結果

はあまりよくありませんでしたが、それぞれが自分

の力を精一杯出し、一射一射大切に引けたと

思います。３年生は引退になる人もいて、今ま

で練習してきたメンバーで大会に出るのは県総

体が最後でしたが、このメンバーで大会に出れた

ことはとてもいい思い出です。今までお世話にな

った方々、応援してくださった方々、本当にあり

がとうございました。        福間 桃華 

島根県高等学校総合体育大会が５月２７日～６月４日にかけて県内各地で開催され、本校から

も多くの部活動が出場をしました。各部活動とも、日ごろの練習の成果を発揮し、白熱した試合をして

くれました。学校対抗の順位はＢグループ男女総合４位、男子総合５位、女子総合４位という結果

でした。ご声援ありがとうございました。 

tel:(0854)52-1511
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男子バレー部 

１回戦 横田２－１松江南 

２回戦 横田０－２松江工業 ベスト８ 

今回の県総体では、今まで練習してきたこと

が発揮できた大会だったと思います。１人１人

の勝つという思いがしっかりとプレーに出て、みん

なで獲ったベスト８だと思います。この大会を通

して、今まで送迎や熱い声援を送ってくれた保

護者の方、指導をしてくださった先生方に感謝

したいと思います。２年生にはお互いに切磋琢

磨しながら日々の練習から頑張ってほしいです。            

川角 一総 

 

男子剣道部  

団体戦 準優勝 

個人戦 ３位 石橋拓実・松﨑将汰 

ベスト３２ 山田英悟 

県総体を終えて、男子剣道部は団体準優

勝、個人３位入賞２名という結果でした。団

体、個人ともにあと一歩のところでインターハイ出

場を逃し、とても悔しい結果となりましたが、中

国大会に向けて頑張りたいと思います。応援あ

りがとうございました。       石橋 拓実 

 

 

 

 

女子バレー部 

１回戦 横田０－２松江東 

松江東高校とあたり、ゲームカウント０－２

で負けてしまいました。勝つために一生懸命頑

張って練習してきた分、負けたときは本当に悔し

かったです。ですが、最後の最後までみんな諦め

ず、ボールをつないでいました。悔いの残らないと

てもいい試合ができたと思います。応援してくださ

った方や今まで支えてくださった方に感謝したい

です。これからは勝てるように後輩に頑張っても

らいたいです。    木村 満香 

女子剣道部 

団体戦 ベスト８ 

個人戦 ３位 山本彩未 

ベスト１６ 河野凛花、松田遥佳、 

中尾有利沙 

  ベスト３２ 三澤瑞樹 

今回の県総体では、団体は２回戦敗退、

個人は誰も決勝まで進めず、結果、目標として

いたインターハイ出場はできませんでした。団体

も個人も大事なところで勝ちきれずに負けてしま

い、とても悔しい思いをしました。しかし、１年生

が主体のこのチームにとってはいい経験になったと

思います。もうインターハイに出場することはでき

ませんが、今回の大会を反省し、次の大会まで

更に練習に励みたいと思います。応援ありがとう

ございました。           山本 彩未 

 

女子バスケットボール部 
１回戦 横田４－１６２松江西 

私たち女子バスケットボール部は６月２日に

行われた県総体に出場しました。１回戦、松

江西高校と試合をしました。結果、負けてしまい

ましたが、最後まで諦めずに試合ができました。

バスケ部は人数が少なく、練習メニューも限られ

ていましたが、先生方や先輩が協力してくださり、

ディフェンス練習や試合形式などすることができま

した。本当に感謝しています。今までの感謝の

気持ちを忘れずに、３年生は進路に向けて頑

張り、１，２年生はそれぞれの課題を克服し、

少しでもいい試合ができるよう練習に励んでほし

いです。             戸谷 友美 

 

ソフトテニス部 

団体戦 ベスト１６ 

個人戦  ２回戦敗退 安部・伊藤隼 

３回戦敗退  藤原・福田  岩田・笹原   

４回戦敗退 廣原・二澤  

高校生活最後の県総体を終えて、僕は個人

戦、団体戦で中国大会出場の目標のもと、キ

ャプテンをやらせてもらいました。初めはどのように

部活をまとめればいいのかわからず、悩み、部活

をやめたいと思うこともありました。しかし、たくさん

の方々に応援していただいたおかげで、最後まで

やり遂げることができました。目標達成はできず、

とても悔しいですが、次の代にたくし、今度は自

分が応援する立場になって横高ソフトテニス部

の勝利に貢献したいです。  廣野 柊朔 



稲田が丘 横田高校学校便り |  3 

 

 

中国大会結果 

ホッケー部 

【男子】 優勝 

リーグ戦   横田１０－０山陽 

        横田１８－０華陵 

        横田１４－１瀬戸 

決勝戦    横田 ６－３八頭 

全国高等学校総合体育大会

出場！ 

 

【女子】 ３位 

準決勝    横田１－２西京 

２位決定戦 横田０－１八頭      

 

人権・同和教育講演会 

 

 

 

 

 

 

６月２１日（火）に人権・同和教育

講演会を行いました。講師には三浦成人

さん（源氏蛍の会代表）をお招きし「生き

るということ」という演題でご自身が体験され

たことを中心に人として大切なことを熱く語

っていただきました。 

 

 

 

 

 

剣道部 

 【男子】 

団体戦  予選リーグ敗退 

  個人戦  石橋拓実  ３位！ 

  松﨑俊汰・加藤憭太  ２回戦敗退 

 【女子】 

  個人戦  山本彩未  ベスト３２ 

  河角凛花  ３回戦敗退 

  三澤瑞樹・松田遥佳  ２回戦敗退 

 

 

 

 

 

 

 

 

高校ＰＲ！中学校説明会 

 

６月中旬に、横田中学校、仁多中学

校、広瀬中学校で、高校説明会に参加さ

せて頂きました。横田高校のカリキュラムや、

部活動、先輩の活躍、寮生活について紹

介させて頂きました。 

８月末のオープンスクールにぜひ参加し

て欲しいと思っています。ご参加ありがとうご

ざいました。 

 

 

弓道部 

【個人戦】 安部貴博 予選敗退 

【団体戦】女子団体出場 予選敗退 

 

陸上部 

加納エイロン ４００ｍ 

吉川和希  男子走り高跳び 

 

 

 
 

男子ホッケー部インターハイの日程は、 

７月３０日～８月３日  

会場 鳥取県八頭町です。 

応援よろしくお願い致します！ 

 
 

 

 

 

平日補習スタート！ 

 

県総体が終わり、いよいよ３年生は受

験＆就職試験モードに突入です。６月７

日から放課後の補習授業が始まりました。 

総合コースは就職や公務員受験希望者

は面接、作文、一般教養、進学希望者は

国数英を学びます。また、進学コースは国

数英と、受験科目に応じて、リスニング、物

理、生物を学びます。月・金は７限補習

（１６：２０まで）、火・水・木は８限

補習（１７：０５まで）を行います。 

 ３年生の家庭学習時間は平日４時間

以上、週末８時間以上を推奨しています。 
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留学生ベンくんのメッセージ 

 
Hello, Everyone ! M y name is Rungrot Didtap. You can  call me Benz. I was born on the  5 th January 1999 and I’m 17 years old now. I’m from La Salle Chotiravi N akhons awan School in Thailand. I lived with  my family before  I c ame to Japan. Now I live in Ai,  Okuizumo. I like learning new things I never knew. I want to know a lot  of things. So  I joined the  AFS 

Intercultural Program as an exchange  student and I chose Jap an. I think all of you should be proud of your country. In foreign countries, many people love, are impressed by and wish to come here  (Japan) because  you  have a class y culture, qualified citizen, excellent  food, etc.  “So  do I.” Finally, encountering all of you  at Yokota hi gh school is a part of  the most 

wonderful things in my life. Nice to meet you . 

Hello, Everyone! My name is Rungrot 

Didtap. You can call me Benz. I was 

born on the 5th January 1999 and 

I’m 17 years old now. I’m from La 

Salle Chotiravi Nakhonsawan School 

in Thailand.  

I lived with my family before I came 

to Japan. Now I live in Ai, Okuizumo. 

I like learning new things I never 

knew. I want to know a lot of things. 

So I joined the AFS Intercultural 

Program as an exchange student and 

I chose Japan.  

I think all of you should be proud of 

your country. In foreign countries, 

many people love, are impressed by 

and wish to come here (Japan) 

because you have a classy culture, 

qualified citizen, excellent food, etc. 

“So do I.” Finally, encountering all of 

you at Yokota high school is a part of 

the most wonderful things in my life. 

Nice to meet you.         

日本語訳はホームページをご覧ください。 

 

横田高校のパンフレットが

新しくなりました！ 

 

来年度入学生向けの横田高校のパンフ

レットが完成しました。今年は保護者向け

パンフ・生徒向けのフォトブックの２冊セット

です。 

 撮影にあたっては、生徒会やバスケ部、サ

ッカー部、剣道部、美術部などたくさんの生

徒に協力してもらいました。早朝６時から

の撮影の様子は、ＴＳＫ（山陰中央テレ

ビ）やジョーホー奥出雲でも放送されました。

またフォトブックの記載してある文章は、全

校生徒の声を集め、まとめています。 

 今年度の学校案内の制作は、プロのクリ

エイターの方の力をお借りしました。紙面デ

ザインは松江にある（有）ノードの品川良

樹さんです。品川さんは、松江市出身で、

奥出雲にある島根デザイン専門学校を卒

業され、県内の広告賞を多数受賞されて

いる方です。また、カメラマンの山田泰三さ

んも県内外で活躍されている方で、生徒は

モデルになりながらもプロの仕事に触れる貴

重な機会となりました。 

 パンフレットは町内・近隣中学校には配

布済みですが、ぜひみてみたいという人は、

横田高校ホームページからダウンロードが可

能ですので、ぜひご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

だんだんカンパニーＮＥＷＳ 

 

総合コース２年生より 

Twitter アカウントを作りました 

だんだんカンパニーの活動状況を Twitter

に載せています。活動の様子等写真も載っ

ていますので是非、ご覧ください。ＱＲコー

ドはこちら↓ 
 

７～８月の行事予定

 
・７月２２日  終業式                       ・８月１７日～１９日  夏期補習・インターンシップ 

・７月２５日～２９日   夏期補習                ・８月２２日  始業式 

・７月２７日～８月１日 インターハイボート競技役員（さくらおろち湖） 

・７月３０日～８月３日 ホッケーインターハイ（八頭）    ・８月２４日   ミニオープンハイスクール（授業見学） 

・８月１日～５日  集中学習（３年）             ・８月２５日  オープンハイスクール（授業体験・部活動体験） 


