
【男子】
400m　　　7位　柴田　昂季
800m　　　6位　彌重　太一
1600mR　 6位　井上・矢冨・眞庭・柴田
【女子】
800m　　　8位　椋　美咲
400mH　　6位　大庭　由加里
400mR　　7位　野﨑・大畑・表田・大庭
砲丸投　　1位　野﨑　菜美
円盤投　　4位　野﨑　菜美
やり投　 　1位　野﨑　菜美

島根県高等学校総合体育大会 5月30日 ～

4月27日 １回戦　益田 １０－１１ 松江農　（ベスト１６）

島根県石見地区高等学校野球大会 5月25日 ～ １回戦　益田 ４－５ 矢上

【男子】
400m　　  6位　柴田　昂季
800m 　　 7位　彌重　太一
5000mW　5位　遠藤  正陽
1600mR   6位　矢冨・石田・井上・柴田
走幅跳    8位　山田　真也
【女子】
400mH　 　8位　大庭　由加里
やり投　 　１位　野﨑　菜美
砲丸投　　１位　野﨑　菜美
円盤投　　7位　野﨑　菜美
女子フィールド総合２位

【男子】
400m　　3位　柴田　昂季　　8位　矢冨　睦房
400mR　6位　森山・田代・眞庭・山田
走幅跳　4位　山田　真也
【女子】
100m　　5位　大畑　はるな
800m　　5位　椋　美咲
走高跳　1位　大庭　由加里
走幅跳　4位　表田　ことみ　　6位　大畑　はるな
砲丸投　1位　野﨑　菜美
やり投　 1位　野﨑　菜美

全山陰陸上競技大会 4月26日 ～ 4月27日

【男子】
400m　　7位　柴田　昂季
【女子】
砲丸投　1位　野﨑　菜美
やり投　4位　野﨑　菜美

益田陸上競技大会 4月20日

島根県選手権大会 5月4日

剣道

陸上競技

国民体育大会秋季大会
陸上競技島根県予選大会

【男子】
　 400m　 柴田昂季　　予選敗退
 1600mR　矢冨・石田・井上・柴田　　予選敗退
【女子】
  砲丸投　野﨑　菜美　　７位
  やり投　 野﨑　菜美　　予選敗退

Ｈ２６　部活動大会結果一覧

島根県春季大会地区予選 4月18日 ～ 4月20日
１回戦　益田 １０－２ 浜田商
２回戦　益田 　７－０ 明誠　　　　県大会へ

島根県春季大会県大会 4月26日 ～

野球

全国高等学校野球選手権島根大会 7月15日 ～ 7月19日
１回戦　益田 ８－５ 松江高専
２回戦　益田 ２－８ 安来

島根県秋季大会（一次） 9月12日 １回戦　益田 １－２ 出雲工

～ 6月22日

男子団体戦　一回戦　益田０－４大田
男子個人戦　三回戦以上出場者なし
女子個人戦　齋藤萌　二回戦進出　中国大会出場

中国高等学校剣道選手権大会
島根県予選

4月19日 ～

7月13日

【男子】
　少年Ｂ男子100m 　　４位　石田　理心
　少年Ａ男子400mH　 ３位　矢冨　睦房
　少年Ａ男子走幅跳 　２位　山田　真也
【女子】
　少年Ａ女子400mH　　　２位　大庭由加里
　少年Ａ女子400m 　　　 ４位　 藤伊　夏未
　少年共通女子砲丸投　 １位　野﨑　菜美
　少年共通女子やり投　　１位　野﨑　菜美

中国五県陸上競技対抗選手権大会 8月23日 ～ 8月24日
【女子】
　砲丸投　７位　野﨑　菜美
　やり投　 ５位　野﨑　菜美

～ 5月5日

中国高校陸上競技対校選手権大会 6月20日

6月1日

4月20日

島根県高等学校新人陸上競技大会

【男子】
　１年100m　３位　石田　理心　　　　　　　400mH　４位　矢冨　睦房
　     200m　２位　石田　理心　　　　　4×100mR　４位　八川・井上・須山・石田
　　　 400m　５位　井上　大輔　　　　　4×400mR　５位　矢冨・石田・八川・井上
　　　 800m　８位　原田　涼太　 　　　　　  円盤投　７位　大畑　諒汰
【女子】
　２年100m　６位　大畑はるな
　　 400mH　７位　大庭由香里
 4×100mR　８位　大庭・大畑・表田・藤伊夏

 4×400mR　７位　大庭・藤伊柚・表田・藤伊夏

    　走高跳　５位　大庭由香里
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上、３位入賞者は中国大会出場権獲得

9月20日 ～ 9月21日



柔道

サッカー

剣道

中国高等学校弓道選手権大会 6月20日 ～ 6月22日
女子団体　予選通過        決勝トーナメント1回戦　益田 7-13 倉吉西　ベスト16
女子個人　糸賀妃那子　8射4中

島根県高等学校総合体育大会 6月6日 ～ 6月7日 男子個人戦　１回戦敗退

弓道

～ 4月27日
中国高等学校弓道選手権大会

島根県予選
4月25日

国民体育大会中国ブロック大会 8月23日 ～ 8月24日
糸賀妃那子　島根県代表として参加
総合2位　本国体出場権獲得

中国テニス選手権大会 6月20日 ～ 6月21日
【シングルス】　1回戦　永岡美咲（益田）0 - 6 漆坂優衣（岡山山陽女子）
　　　　　　　　　　　　　　 山﨑菜々子（益田）4 - 6 秋吉ひかる（近大東広島）
【ダブルス】　　1回戦　　俵・大庭（益田）0 - 6  梶谷・俣賀（山口野田学園）

中国高等学校剣道選手権大会 6月20日 ～ 6月21日 女子個人戦　齋藤萌　二回戦敗退

男子団体３位

　　1回戦　益田　１０９　－　２２　出雲農林
　　2回戦　益田　　７６　－　３１　三刀屋
準々決勝　益田　　４４　－　６３　松江東　　ベスト８

１回戦　益田 65-64 明誠　　２回戦　益田 54-64 大社　　１次予選敗退

島根県高等学校総合体育大会 6月5日 ～ 6月7日 １回戦　益田 46-66 松江商

１回戦　益田　０－２　浜田

島根県高等学校総合体育大会 6月5日 ～ 6月6日

4月25日 ～ 4月26日
踏査競技　男子団体３位　　　男子個人５位　藤山　楓生
クライミング競技　男子団体３位

島根県高等学校総合体育大会 6月5日 ～ 6月7日

男子団体、個人　予選敗退　　　　　　女子団体　ベスト４
女子個人　糸賀妃那子　５位

島根県高等学校総合体育大会 6月5日 ～ 6月7日

島根県高等学校総合体育大会 6月6日 ～ 6月7日

男子団体戦　一回戦　益田１－２大田
女子団体戦　一回戦　益田１－３松江南
女子個人戦　二回戦以上出場者なし
男子個人戦　松崎歩人　二回戦出場　三回戦以上出場者なし

バスケット
ボール
（女子）

中国大会　島根県予選 4月12日 ～ 13日 【１次予選】　　１回戦　益田 ９４－３０ 平田　　２回戦　益田 ５２－６６ 出雲

島根県高等学校総合体育大会 6月5日 ～ 7日

バスケット
ボール
（男子）

中国大会　島根県予選 4月12日 ～ 4月13日

益田0－２浜田　益田0－２飯南　予選リーグ敗退

島根県高等学校総合体育大会 6月5日 ～ 6月7日
１回戦　益田　２－１　平田
２回戦　益田　０－２　開星

バレーボール
（女子）

中国大会県予選 4月11日 ～ 4月13日

バレーボール
（男子）

中国大会県予選 4月11日 ～ 4月13日 益田・江津２－０大社、益田・江津０－２江津工　予選リーグ敗退

島根県高等学校総合体育大会 6月5日 ～ 6月7日

２回戦　益田 ６－２ 出雲商
３回戦　益田 １－２ 出雲工

島根県高等学校総合体育大会 5月31日 ～ 6月1日

6月5日 ～ 6月6日

【団体】 益田②－1出雲、益田②－１飯南、益田０－②開星　第3位
【シングルス】　永岡美咲、山﨑菜々子　ベスト16　　　中国大会出場
【ダブルス】　大庭・俵　ベスト８　　　　　　　　　　　　　　中国大会出場
 女子総合４位

島根県個人テニス選手権大会
石見地区予選

4月12日 ～ 4月13日
【シングルス】　山﨑菜々子　1位、大庭梨緒　2位、俵はるか　ベスト4
　　　　　　　　　 大井佑希子、下森菜々子、松本夏奈　ベスト8
【ダブルス】　永岡・山﨑　2位、吉村・大井　3位

島根県個人テニス選手権大会 4月26日 ～ 4月27日

島根県高等学校テニス新人大会
(個人の部)

9月6日 ～ 9月7日
【シングルス】　冨岡平祐　ベスト16、長岡雄大、斎藤真、久城勇樹　ベスト32
【ダブルス】　大島・斎藤　6位

男子団体、個人　予選敗退
女子団体　第3位
女子個人　大串茉里望　又賀明香里　3回戦進出
女子総合　第3位

5月30日 ～ 6月1日
男子団体　1回戦　益田 ０－３ 松江商業
男子個人シングルス ６名参加　全員２回戦までで敗退
男子個人ダブルス ３ペア参加　全ペア２回戦までで敗退

中国高等学校卓球選手権大会
島根県予選

4月25日 ～ 4月27日

西部地区新人戦 9月20日 男子団体　ベスト4

【団体】 益田②－1大田、益田１－②松江北　ベスト８
【シングルス】　松原陸、福原達也　ベスト32
【ダブルス】　大塚・益田　ベスト16
 男子総合6位

【シングルス】　松原陸　3位、福原達也　5位、田中奏、吉村颯斗　ベスト8
　　　　　　　　　 益田皓太郎、久保涼太　稲岡享大、上田生、斎藤真　ベスト16
【ダブルス】　大塚・益田　2位、田中・松原　4位、大島・斎藤、表田・久保　ベスト6

島根県個人テニス選手権大会 4月26日 ～ 4月27日
【シングルス】　福原達也、冨岡平祐、益田皓太郎　3回戦進出
【ダブルス】　田中・松原、大塚・益田　3回戦進出

島根県個人テニス選手権大会
石見地区予選

4月12日 ～ 4月13日

島根県高等学校登山選手権大会

国体予選 7月12日
男子個人シングルス３名参加　全員２回戦までで敗退
男子個人ダブルス１ペア参加　２回戦敗退

男子団体　1回戦　益田 ２－３ 松江北
男子個人シングルス ６名参加　全員２回戦までで敗退
男子個人ダブルス ３ペア参加　全ペア２回戦までで敗退

島根県高等学校総合体育大会

島根県高等学校卓球選手権大会 9月12日 ～ 9月14日

テニス（男子）

国民体育大会(少年の部）島根県予選 7月5日 ～ 7月6日 【シングルス】下森菜々子、松本夏奈、高橋里美　2回戦進出

テニス（女子）

国民体育大会(少年の部）島根県予選 7月5日 ～ 7月6日 【シングルス】斎藤真、大島崇徳、久城勇樹　2回戦進出

島根県高等学校テニス新人大会
石見地区予選

8月23日 ～ 8月24日

【シングルス】　冨岡平祐　2位、長岡雄大　4位、斎藤真、河上将大、壽田祐大　ベ
スト8
【ダブルス】　冨岡・山根　2位、久城・長岡　4位、大島・斎藤、河上・佐々木、福原・
壽田　ベスト8

【シングルス】　永岡美咲　ベスト8、山﨑菜々子　ベスト１6
【ダブルス】　永岡・山﨑、吉村・大井　3回戦進出

島根県高等学校総合体育大会

男子個人シングルス２名参加　全員２回戦までで敗退
男子個人ダブルス１ペア参加　１回戦敗退

卓球

島根県高等学校新人登山大会 9月19日 ～ 9月21日 男子隊、女子隊参加

山岳



写真部

吹奏楽部

自然科学部 第4回高校生バイオサミット 8月3日 ～ 8月5日 審査員特別賞：渡邊ひかり

水泳
第62回中国高等学校選手権

水泳競技大会
7月25日 ～ 7月27日

竹内海斗
５０ｍ自由形・１００ｍバタフライ　予選敗退

第22回全国かるた競技益田大会 8月10日 【Ｄ級の部】優勝　檜谷夏子　　第３位　西田収美

島根県高等学校総合体育大会 6月7日
５０ｍ自由形　　　 ３位　竹内海斗
１００ｍバタフライ　２位　竹内海斗　　中国大会出場

全国総合文化祭囲碁部門島根県大会 4月19日

益田市美術展

　個人戦　　源田・原田　３回戦進出　　　　和崎・俵　１回戦敗退

島根県合唱フェスティバルコンクール 8月17日

吹奏楽コンクール島根県大会 8月12日 銀賞

高文連文芸コンクール

春季写真コンクール 6月16日
特選4点（羽根武広、間庭妃奈乃２、又賀佳菜絵）
入選10点（羽根武広３、大庭七海、岡﨑実杏２、三好康徳、山本光理２、又賀佳菜
絵）

全国総文祭 7月29日 ～ 7月30日 出場

NHK全国学校音楽コンクール島根県大会

出場

全国高校囲碁選手権大会島根県予選 5月24日 ～ 5月25日
男子団体決勝：益田１－２出雲　男子個人：角、佐々田ベスト４　女子個人：兼子２
位

全国総合文化祭囲碁部門 7月30日 ～ 7月31日 団体戦：島根（兼子出場）３勝３敗　男子個人：角３勝３敗

テニス（女子）

島根県高等学校テニス新人大会
石見地区予選

8月23日 ～ 8月24日
【シングルス】　松本夏奈　2位、下森菜々子　4位、田中暁海、岡本華歩　ベスト8
【ダブルス】　下森・高橋　3位、松本・田中　ベスト8

【Ｃ級の部】 優勝　竹本壮太郎　　第３位　石川日香莉

第１２回島根県高等学校小倉百人一首
かるた選手権大会

5月24日 ～ 5月25日

男子：角３位（全国総文祭男子個人出場）、佐々田４位　　女子：兼子２位（全国総
文祭団体戦出場）

全国総合文化祭将棋部門島根県大会

～ 7月21日

【団体戦の部】　第一試合　益田高校　４－１　五島高校（長崎）
第二試合　益田高校　０－５　中津南高校（大分）
【個人戦の部】　B級　第4位　山田航大　　　C級　優勝　品川美玖　第4位　吉岡耕
作

第３８回全国高等学校総合文化祭小倉
百人一首かるた部門

7月29日 ～ 7月31日

【読手部門】優秀読手　　石川日香莉
【競技部門】予選　島根県４－１岡山県　　島根県４－１兵庫県　　島根県３－２長
野県　　　　　予選Ｈグループ１位通過　　　　　決勝トーナメント進出戦　　島根県１
－４石川県

第36回全国高等学校
小倉百人一首かるた選手権大会

7月20日

4月26日 女子：村上円　個人戦準優勝（全国総文祭女子個人出場）

平成26年島根県高校小倉百人一首
かるた新人大会

9月13日 【団体戦】第1位　益田高校

ソフトテニス

山陰ソフトテニス選手権大会 4月19日

島根県高等学校テニス新人大会
(個人の部)

9月6日 ～ 9月7日
【シングルス】　松本夏奈　ベスト16、田中暁海、高橋里実　ベスト32
【ダブルス】　下森・高橋、松本・田中　ベスト16

県選手権 9月20日 ～ 21日

かるた部

県高校将棋名人戦 9月14日 男子個人戦　奥田３位

３回戦進出

中国県予選大会 5月2日 ～ ３日
【団体】対浜田０－③、対矢上③ー０　以上により予選リーグ敗退
【個人】原屋・渋谷ペア　３位　　内村・原ペア　ベスト３２

島根県高等学校総合体育大会 6月5日 ～ ７日
【団体】１回戦　益田③ー０矢上、２回戦　益田②ー０松江北、３回戦
益田０―②大社   中国大会敗復　益田０―②浜田　以上よりベスト８
【個人】原屋・渋谷、内村・原　中島・源田　３回戦敗退　　和﨑・原田　２回戦敗退

囲碁・将棋部

【団体戦の部】　優勝　益田 ５－０ 松江北
【個人戦の部】　中田美咲　優勝　　椋木優衣　準優勝　　三浦理佐子　第３位
山田航大　第４位　　品川美玖　第５位　　渋谷若菜　第７位　　竹本壮太郎　第８
位

第３８回宗像大社小倉百人一首
かるた競技大会

6月19日

　2014/9/3

【文芸誌部門】　最優秀作　　　「益高文学６０｝
【小説の部】　　優秀作２位　松元拓人
【詩部門】　　優秀作２位　松元拓人　優秀作３位　松元拓人　　　佳作　中村彩嘉
【短歌部門】
優秀作２位　松元拓人　　優良作　豊田和宜　花本平和　松元拓人
佳作　花本平和　松元拓人　豊田和宜　　石川咲希
【俳句部門】
優良作　中島沙絵　松元拓人　豊田和宜

文芸部

第28回ますだ産業祭ポスターデザイン

美術部 高文連石見地区絵画コンクール 9月13日 入選：杉原風花・田浦愛美・玉田瑞紀・大垣七海・石川智香子

8月上旬 ポスターデザイン採用：杉原風花・玉田瑞紀

５月８日～１１日
益田市長賞：竹下千尋　益田市文化協会長賞：宇田川芽生
ホルベイン賞：髙村　茜    奨励賞：佐々木　祐介　横井　大洋

合唱部

8月22日 銅賞

～ 銀賞

全国総文祭 7月30日 ～ 7月31日


