
【部活動等大会成績】〔令和４年９～１２月開催（抜粋）〕 

 
島根県立三刀屋高等学校 
 

■ソフトボール 
□島根県高校ソフトボール新人大会（１０月２２日（土）・２３日（日）於：出雲商業高校） 

【男子】 

  決 勝  三刀屋  ５－８   安 来         ＊準優勝 中国高校新人大会出場権獲得 

【女子】 

  １回戦  三刀屋  ８－１９ 出雲・出雲商業・浜田商業（５回コールド） 

                 ＊大会規定により準決勝に進出 

準決勝  三刀屋 １３－ ６ 安 来（６回コールド） 

決 勝  三刀屋  ２－１４ 大 東（５回コールド） ＊準優勝 中国高校新人大会出場権獲得 

□第２６回中国高校新人ソフトボール大会（１１月１９日（土）・２０日（日）於：山口市） 

【男子】 

１回戦  三刀屋   ２－１０ 新見〔岡山〕（５回コールド） 

【女子】 

１回戦  三刀屋   ０－３０ 美作〔岡山〕（３回コールド） 

 
■ソフトテニス 
 □島根県高校ソフトテニス新人戦（１０月２１日（金）～２３日（日）於：石見海浜公園テニスコートほか） 

【男子】 

団体 

  １回戦  三刀屋  ０－３   邇 摩 

  個人 

  初戦敗退 

【女子】 

  団体 

 ２回戦  三刀屋  １－２   情報科学 

個人 

  家原・矢田貝ペア ベスト３２             ＊島根県インドア選手権大会出場権獲得 

□島根県高校ソフトテニスインドア選手権大会（１２月１８日（日）於：鹿島総合体育館） 

【女子】 

個人（家原・矢田貝ペア）  
   ２回戦  三刀屋  １－２   出雲  

 
■剣 道 
□島根県高校剣道選手権（１０月２２日（土）・２３日（日）於：島根県立体育館） 

【男子】 

団体 

２回戦  松江東に３人残しで敗退 

個人 

陶山さん（１年） 内田さん（２年） ベスト３２ 

□島根県高校新人剣道大会（１２月１６日（金）・１７日（土）於：鹿島体育館） 

【男子】 

団体 

２回戦  三刀屋  ０－２   松江高専 

 
 
 

 
 



 
■サッカー 
□全国サッカー選手権島根県大会（１０月２１日（金）～３０日（日）於：浜山運動公園陸上競技場ほか） 

  １回戦  三刀屋  ２－１   松江東 

２回戦  三刀屋  ２－０   松江農林 

準々決勝 三刀屋  １－５   立正大淞南  ＊ベスト８ 

□ビクトリー杯福山ウインターユースフェスティバル 2022（１２月２５日（日）～２７日（火）於：福山市） 

〇リーグ戦〔C 組〕２勝（１位） 

三刀屋  ３－１  東岡山工業  

三刀屋  １－１  広島新庄〔ＰＫサドンデス１－０〕 

〇１位〜４位決定トーナメント   

準決勝  三刀屋  １－４   山陽 

３位決定戦三刀屋   ３－２   開星          ＊３位 

〇交流戦（４勝） 

三刀屋  ６ー０   安芸府中・安西（広島） 

三刀屋   ２－０   膳所（滋賀） 

三刀屋   ９－０   三次（広島） 

三刀屋   ２－１   坂出（香川） 

 

■バスケットボール 
□島根県高校バスケットボール選手権（１０月２８日（金）～１０月３０日（日）於：カミアリーナほか） 

【男子】 

   １回戦  三刀屋 ５６－６７    松江南 

【女子】 

   １回戦  三刀屋 ５５－４９    隠岐島前 

   ２回戦  三刀屋 ２３－１１１ 出 雲 

 

■バレーボール 
□島根県高校バレー選手権（１１月１１日（金）～１１月１３日（日）於：松江市総合体育館） 

【女子】 

１回戦  三刀屋  １－２   皆美が丘女子 

 
■卓 球 
 □島根県高校新人卓球大会（１１月４日（金）～１１月６日（日）於：鹿島総合体育館） 

【男子】 

  個人 

   初戦敗退 

 
■陸 上 

 □第６８回島根県高校新人陸上競技大会（９月１７日（土）～９月１８日（日）於：益田陸上競技場） 

【男子５０００ｍ競歩】 

   藤田さん（１年） ２位 中国新人大会出場権獲得 

□第３１回中国高校新人陸上競技対校選手権大会（９月３０日（金）～１０月２日（日）於：山口市） 

【男子５０００ｍ競歩】 

   藤田さん（１年） 出場  

 
 
 
 
 

 
 
 



 
■野 球 
□島根県高校秋季野球大会兼秋季中国地区高校野球大会島根県予選 

〔一次大会地区予選〕（９月１６日（金）～１８日（日）於：浜田市野球場ほか） 

   １回戦  三刀屋   ８－０   津和野（７回コールド） 

〔二次大会地区予選〕（９月１６日（金）～１８日（日）於：浜田市野球場ほか） 

２回戦  三刀屋   ５－４   開 星（延長１１回） 

準々決勝 三刀屋   ４－３   立正大淞南（延長１０回） 

〔三次大会地区予選〕（１０月１日（土）～２日（日）於：県立浜山公園野球場） 

準決勝  三刀屋   １－０   益田東  ＊中国大会出場（５７年ぶり２回目） 

決 勝  三刀屋   ３－６   浜 田  ＊準優勝 

□第１３９回秋季中国地区高等学校野球大会（１０月２８日（金）～３０日（日）於：尾道市ほか） 

１回戦  三刀屋   ３－９   宇部鴻城〔山口２位〕 

  ★「２１世紀枠島根県推薦校」表彰  

 

■演 劇 
□第４６回島根県高校演劇発表大会（１０月３０日（土）～３１日（日）於：島根県民会館） 

  最優秀賞（上演作品「ローカル線に乗って」）    

☆中国大会出場権獲得 

□第６０回中国地区高等学校演劇発表会（１２月２４日（土）・２５日（日）於：下関市民会館） 

最優秀賞〔文部科学大臣賞〕（上演作品「ローカル線に乗って」）  ＊２年連続８回目  

☆第４７回全国高等学校総合文化祭鹿児島大会「２０２３かごしま総文」出場権獲得（２年連続８回目） 

 
■ＪＲＣ 
□島根県青少年赤十字メンバー秋季協議会研究発表（１１月４日（金）於：くにびきメッセ） 

☆第４７回全国高等学校総合文化祭鹿児島大会「２０２３かごしま総文」出場権獲得 

 □第２６回ボランティア・スピリット・アワード 

高校生部門「コミュニティ賞」 

★「令和４年度優良少年団体表彰」決定（令和５年１月１２日（木）於：島根県庁） 

 
■吹奏楽 
□第６１回高等学校音楽コンクール（９月１３日（火）於：島根県民会館） 

    金管楽器の部（ユーフォニウム） 金賞 八嶋さん（１年） 

□第４６回アンサンブルコンテスト島根県大会（１２月１１日（日）於：安来市総合文化ホールアルテピア） 

     サクソフォン四重奏 銀賞  祝原さん（２年）岡上さん（１年）荒木さん（１年）佐藤さん（１年） 

＊秋はコンクールが少ないですが、市内各地のイベントにて演奏をしています。 

□さくらおろち湖まつり（１０月１６日（日）雲南市木次町） 

□雲南警察署歳末特別警戒出動式（１１月３０日（水）雲南市三刀屋町） 

 

■箏曲 
□高文連日本音楽専門部コンクール（１０月２０日（木）於：島根県民会館） 

    優良賞 

 
■文芸 
□島根県高文連文芸コンクール 

俳句部門   優秀作２位 平林さん（３年） 優良作 新藤さん（２年） 

 詩 部門    優秀作３位 飯塚さん（２年）  

佳作    藤原さん（２年） 佳作  山本さん（２年） 

小説部門   優良作   田所さん（３年） 佳作  加藤さん（２年） 

文芸部誌部門 優良作   『日和』 

 
 
 



 
■書道 
□第５５回島根県高校書道展（１０月２７日（木）於：島根県立美術館） 

Ａ部門   奨励賞   今岡さん（２年）  道端さん（２年） 

 
■写真 
□第５０回島根県高校写真展（１２月） 

奨励賞   和久利さん（２年） 団野さん（２年） 

 
■ダンス同好会 ＊市内各地のイベントに数多く出演しています。 
□きまち川まつり（１０月１６日（日）松江市宍道町） 

□河津桜植栽記念事業（１０月２２日（土）雲南市大東町） 

□第１８回ななかまどフェスタ（１０月３０日（日）雲南市吉田町） 

□さくらおろち湖湖上花火（１１月５日（土）雲南市木次町） 

□Yoshida マルシェ（１１月６日（日）雲南市吉田町）     など 

 

□朝の情報番組「スッキリ」（日本テレビ）で毎年募集している「ひとつになろう！ダンスＯＮＥプロジェ

クト」に本校ダンス同好会がエントリーしています。本校ダンス同好会は、この秋も市内各所で開催され

るイベントにキレッキレのダンスを披露し地域の皆様からも声援を送っていただいています。 

なお、エントリー記念として１１月１４日（月）１７時２０分から雲南市役所においてダンスを披露させ

ていただきました(^^♪ 

  「ひとつになろう！ダンスＯＮＥプロジェクト 2022」HP 

https://www.youtube.com/watch?v=Rv48hZ3waao 
■その他 
□第３２回永井隆平和賞（９月１１日（日）発表式典（於：三刀屋文化体育館アスパル） 

高校生の部 優秀賞 武田さん（２年） 佳作 長﨑さん（２年） 

□第６８回 青少年読書感想文コンクール 県審査会 

佳作 伊達さん（２年） 

□献血の取組に対する感謝状「厚生労働大臣表彰」（１２月１２日（月）） 

 

 


