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令和４年度島根県高校総体を振り返って       
高等学校総合体育大会が前期５月２６日～２９日、後期６月２日～５日の日程で開催されまし

た。大会前には新型コロナウイルス感染症の影響が心配されましたが無事に開催することができた

ことについて、多くの方々のご尽力に感謝したいと思います。 

それぞれの部活動で精一杯力を出し、活躍をしてくれました。結果は様々でしたが、この大会へ

向けて部員全員が声を掛け合いながら協力し、目標へ向けて全力で真剣に取り組む姿に益高生の熱

い思いを強く感じることができました。また、大会前には生徒昇降口にたくさんの寄せ書きが寄せ

られ、生徒同士がお互いに声援を送り合う姿はとても素敵な光景でした。 

日々努力を重ねることや全力を出し切ることなど、この大会やこれまでの活動で得た経験を、こ

れからの部活動だけでなく学習面、生活面においても活かし今後さらに活躍してくれることを期待

したいと思います。 

 
総体各部報告 
バレーボール 
松﨑 秀太 

 男子バレーボール部は５月２６日に松江の鹿島総合体育館で開催された県総体に出場してきまし

た。１回戦で松江商業高校と対戦して、中盤の追い上げにより２３－２３まで競る展開になりまし

た。しかし、肝心の場面でチャンスを活かせずセットを取られ、結果０－２で負けました。悔いが残

る試合ではありましたが、チームが一つに

なって戦うことができ、良かったと思いま

す。日頃支えてくださった保護者の方々や

先生方、応援やご指導ありがとうございま

した。これからは、２年生主体のチームと

なり、目標に向けて活動してくれると確信

しています。応援しています。頑張ってく

ださい！ 

 

いわみの 

（益高だより） 

中村 展久 

 



齋藤 桂花 

 女子バレーボール部は 5 月 26 日から松江の鹿島総合

体育館で開催された前期総体に出場しました。1 回戦は

平田高校と対戦しストレート勝ちしました。2 回戦は大

田高校と対戦し、負け、ベスト 16という結果になりまし

た。ですが、私自身悔いはなくこのチームで戦えたこと

に感謝しています。毎日部活が楽しく、この 2 年間があ

っという間に感じました。1，2 年生には支えてくださる

方々がいること、毎日バレーが出来ていることに感謝の

気持ちを持ってこれからもプレーしてほしいと思いま

す。応援しています！今までありがとうございました。 
 

バスケットボール 
榊󠄀原 龍佳 

男子バスケットボール部は 5 月 27 日、28 日に行

われた高校総体に参加しました。1 回戦は隠岐高校

に勝つことができましたが、2 回戦で出雲高校に惜

敗しました。4 点差というとても悔しい結果となり

ましたが、最後まで諦めず益田高校らしいバスケッ

トをすることができました。なによりもコート内の

選手、先生、ベンチ、応援に来てくださった方々が

一つとなり、全力でバスケットを楽しめたことが益

高バスケ部の誇りだと思います。3年生にとっては全員最後の大会となり、目標であったベスト 8を

惜しくも逃してしまいましたが、次の代は必ずベスト 8 の目標を達成し、文武心の鏡となります。こ

こで１つ区切りがつきますが、大畑率いる新生バスケットボール部をこれからも応援よろしくお願

いします。 
 

小﨑 美夢 

女子バスケットボール部は 5 月 26 日から浜田高校

で行われた前期総体に出場しました。1回戦目で大社

高校と対戦し、50-60で敗れてしまいました。私自身、

思うようなプレーができずとても悔しい試合となっ

てしまいましたが、このメンバーだからこそここまで

悔しいと思えるバスケができたと思っています。これ

からも学年関係なく仲が良く、何でも言い合える MJB

で頑張ってほしいです!!応援ありがとうございまし

た！ 
 

テニス 
鶴頭 作太郎 

僕たちは、6 月 2 日、3 日に松江で行われた後期総

体に出場しました。団体戦、個人戦ともに満足のいく

結果は残せませんでしたが、十分に力を発揮できたと

思います。和気あいあいと２年間、仲間と高め合って

成長できたと感じています。今後も益高テニス部の成

長を願っています。 

 



佐々岡 凜 
 女子テニス部は、6月 2日から、松江総合運動公園テニス
コートで開催された後期総体に出場しました。団体戦では、
1－2で松江東高校に惜しくも負けてしまいました。しかし、
人数が少ない中で男子と一緒に一生懸命練習した成果を発
揮することができたと思います。部活を最後までやり切る
という貴重な経験は、高校が最後のチャンスなので、後輩た
ちにもがんばってもらいたいです。益高テニス部の更なる
活躍を願っています。 
 
ソフトテニス 
竹内 清葉 

6 月 2 日から出雲市の浜山公園で行われた後
期総体に出場しました。個人戦では 140ペアほど
いる中で全ペアが 1 勝をあげ、ベスト 64 という
結果を残すことができました。団体 1 回戦は 3-0
で平田高校に勝利しましたが、2 回戦では優勝チ
ームである松江南高校に敗れてしまいました。し
かし、1 日目を勝ち残り強豪校と試合ができたこ
とはとても貴重な経験になりました。今回総体に
出場するにあたり、多くの方からのエールをいた
だき、とても幸せでした。応援してくださりあり
がとうございました。今後のソフトテニス部がよ
りよいチームになるようずっと応援しています。 

 
サッカー 

松本 大雅 
 サッカー部は 5 月 27 日から行われた前期総体に参加してき
ました。1回戦は松江陸上競技場で行われ、益田東高校相手に、
前半に先制点を奪い、後半で一点返され、延長を含め 1-1と奮
闘しましたが、PK 戦で惜しくも敗れてしまいました。思うよう
な結果とはなりませんでしたが、選手、スタッフ、マネージャ
ーも含めチームが一つとなって戦え、今までで一番良い試合に
なりました。これまでの練習ではチームメイトに厳しい要求を
してきました

が、誠実に取り組んでくれて感謝しています。一方で
私生活では先輩後輩関係なく楽しい雰囲気でした。
新チームは選手層も厚いので、僕たちが叶えること
のできなかったベスト４進出の夢を叶えてくれると
信じています。今後とも益田高校サッカー部の応援
よろしくお願いします。 
 

陸上競技 
中村 颯冶 
 陸上競技部は 5 月 26 日～28 日に浜山運動公園で行
われた前期総体に出場しました。大会結果は、3 年岡
本が 100m 第 3 位、200m 第 4 位、3 年中村が 800m 第 2
位、3年片野が同じく 800mで第 6位、2年石田が円盤
投げ第 3 位、砲丸投げ第 4位、男子 4×100mリレー第
5 位、男子 4×400m リレー第 5 位に入賞し、県総体と
同会場の浜山運動公園で行われる中国高校総体への
切符を獲得しました。また、益田高校として男子総合
第 5位に入賞しました。大会中には、嬉しい思いをし
たり、悔しい思いをしたり、また、大会までに楽しい
思い出もあったり、色々な経験をさせていただきまし
た。応援してくださった皆さんには感謝の気持ちでい
っぱいです。ありがとうございました。新体制となる
陸上競技部の応援を今後もぜひお願いします。 



剣道 
河田 修吾 
 剣道部は総体に男子 5 人女子 1 人の計 6 人が出場し
ました。男子団体は初戦敗退、個人戦は、1名が初戦敗
退、3名が 2回戦敗退、2名が 3回戦敗退となりました。
3 年生にとっては最後の大会になってしまいましたが、
悔いは残さずに頑張りきることができました。3年生は
勉強モードへ切り換えて頑張って行きたいと思いま
す。1･2年生には引き続き精力的に部活動に励んでもら
いたいです。応援していただき本当にありがとうござ
いました。 
 
弓道 
松本 真緒 
 弓道部は、6月 1 日から 3 日にかけて出雲高校で行われた後期総体に出場しました。男子団体は予
選敗退でしたが、個人では長谷川君が 7 位相当でした。女子個人は 6 人が一回戦を突破し、湊さん
が 5 位。団体では 3 位で予選を通過しましたが、決勝戦の結果 4 位でした。これまで支えて下さっ
た保護者の方々や先生方、応援して下さった皆さん、本当にありがとうございました。これからは新
チームとなりますが、「正射必中」を胸に今後とも活躍してほしいです。 

 
空手道 
豊田 陽 
空手道は 6月 3 日に松江南高

校で行われた県総体に出場しま
した。個人形競技に出場し、結
果は第 1 位で、8月に行われる
インターハイに出場することに
なりました。まだまだ改善する
点が多くあるので気持ちを切り
換え、さらなる精進に努めま
す。 
 
6 月 27 日（月）以降の主な学校行事など 
6 月 27 日（月）～7月 1 日（金）期末試験 
6月 29日（水）振替休日 
7月 1日（金）壮行式 
7月 3日（日）英検二次試験 
7月 5日（火）校内スポーツ大会 
7月 8日（金）・9日（土）益田未来協働フェスタ 

7月 8日（金）・12日（火）3年進研記述 
7月 12日（火）1・2年進研記述、2年小論模試 
7月 16日（土）土曜補習・3年小論模試 

3年保護者対象進路説明会 
7月 19日（火）数学課題テスト 
7 月 22 日（金）終業式 

終業式以降も補習、模試などが予定されています。各自で確認してください。 
 
● 益高メール配信システムに登録をお願いします。（メールアドレスが変わった人などは再登録してくださ

い。登録の仕方が分からないという人は岩野（図書準備室）まで。） 
● 益田高校ホームページやインスタグラムは下記のアドレスから閲覧できます。新しい情報をどんどんアッ

プしますのでぜひご覧ください。 
 
 

     益田高校ホームページ https://www.masuda.ed.jp/  

益田高校インスタグラム https://www.instagram.com/masuda_high_school/ 


