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男女総合優勝奪還をめざして！
新入生を迎えて一か月が経過し、中間考査・PTA 総会も終わり、
いよいよ第４６回島根県高等学校総合体育大会に向け、学校をあげて
始動いたしました。５月１６日（金）中間考査最終日に総体結団式・
壮行式が開かれ優勝旗奪還を誓い、出場生徒のみなさんの健闘を祈り
ました。総合優勝をするために、日頃積み重ねてきた実力を十分に発
揮し、北高一丸となって男女総合優勝奪還を目指します。
また、今大会のポスターは、最優秀作品賞に選ばれた３年松本千明
さんが描いたポスターです。
総体に向けて歩き出した選手諸君にこれ以上のないエール
となりました。

総体に向けて
総体結団式の様子

総体に出場する部のキャプテンから寄せられたコメントを掲
載し、総体に向けての意気込みをお伝えします。

【 陸上競技部 】
３年 中畑 佑一朗
今年の陸上部は強力な新入生が加わってより盛り上がりのある年になっています。今年の陸上部の目標
としては男女全員が選手として中国大会へ進むという事です。この目標は十分可能であると思っています
ので、是非応援を宜しくお願いします。
【 サッカー部 】
３年 柴田 敏明
僕達は、自分たちで練習内容を考え、試合に勝てるよう練習に取り組んできました。効率のいい練習が
できたかどうかは分からないので不安はありますが、昨年の先輩方の悔しさを晴らせるよう、全力を尽く
したいです。会場は松江なので是非足を運んでください。
【 水泳部 】
３年 土井 研治
今年の水泳部は、強力かつ有望な新一年生たちを手にし、さらなる高みを目指せるメンバーとなりまし
た。また皆さんの応援は私たちの支えとなるので、私たちは皆さんの応援が不可欠です。
全身全霊で、勝利を掴みます。
【 男子バドミントン部 】
３年 松浦 瑞樹
男子バドミントン部は５年前からずっと総体の団体戦で優勝しています。今度の総体では、島
根県で初の偉業となる団体戦６連覇を目指します。先輩たちの意思を引き継ぎ、男子バドミント
ン部の記録を更新したいです。

【 女子バドミントン部 】
３年 藤後 聡美
私たちは今までいろいろなことがありましたが、総体はこのメンバ
ーでできる最後の大会なので、一人ひとりが悔いの残らないように粘
り強いプレーをし、一つでも多く勝ち上がれるように頑張ります。応
援よろしくお願いします。
【 弓道部 】 ３年 稲田 智也
弓道部です。いよいよ３年生にとってすごく大切な総体です。今
まで辛いことがあっても支え合ってこれた私達には何か起こせそうで
す!!というか必ず起こします!!そのための準備はしてきたので、気持ちだけは負けずに自分たちの射をして
きます。応援お願いします。
【 柔道部 】
３年 門脇 敬宏
先日あった中国予選では、男子団体三位、個人戦では二、三年生全員がそれぞれの階級で三位以内と十
分県総体で優勝を狙える成績でした。なので、県総体では全員が優勝し、インターハイを目指して頑張り
たいと思います。
【 男子ボート部 】 ３年 八幡 智紀
僕達は、全国制覇という大きな目標を念頭に置き、日々、練習に励んできました。そのためには、県総
体で勝ち抜き、インハイへのキップを手にすることが必要です。県総体では、支えてくださった方々への
感謝の気持ちを胸に、全力を出し、勝利を掴み取ります。
【 女子ボート部 】 ３年 加茂 紗保子
私たちボート部は、今までの練習で培ってきたものを一本のレースにすべて出し切り、総体では全種目
一位をとりたいと思っています。一人ひとりが高い目標と精神面の強さを持って、総体までの残された練
習を密度の濃いものにして頑張りたいと思います。
【 男子バスケットボール部 】 ３年 平野 正大
僕達男バスは、一年間県総体優勝目指して練習に励んできました。
まとまりがあり、一丸となってがんばれるいいチームです。県総体
では、声援を力にかえてコートを縦横無尽に駆け回り、声を響かせて、
北高バスケの集大成を見せつけます。期待してください。
【 女子バスケットボール部 】 ３年 中野 陽香梨
総体の抱負は、優勝です！３年にとっては最後の試合かもしれないけど、初心を忘れず一戦一戦大事に
することと、感謝の気持ちをもって自分たちらしい試合になるように頑張ります。
【 新体操部・体操部 】
３年 菅野 綾夏（新体操部キャプテン）
新体操部は 4 月から団体演技を始め、部員一丸となって日々の練習を重ねてきました。これ
まで支えてきてくださった全ての人たちに感謝して、本番では団体・個人ともに人を魅了できる
ような演技でインターハイを目指したいと思います。応援よろしくお願いします。
体操部は新体操部と同じく松江市総合体育館において個人競技の部の試合に出場します。校内
での練習ができないため、自分たちで一生懸命練習に励んでいます。今までの努力の成果を発揮
し、インターハイ出場を目指してひとつひとつの演技を大切にして頑張ります！
【 剣道部 】 ３年 山本 琢也
僕たち剣道部は今まで短い練習時間の中でも集中し充実した練習をしてきました。その中で培ったチー
ムワークで自分たちのためだけでなく、日ごろから応援して下さる OB・保護者の方々、そして日比野先
生のためにも必ずインターハイに行きます。
【 男子テニス部 】 ３年 森岡 峻志
テニス部は５月３０日から出雲の浜山運動公園で試合があります。今年は、昨年果たすことができなか
った団体戦インターハイ出場を目指して、頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。

【 女子テニス部 】 ３年 安食 ひかる
私たち女子テニス部は総体に向けてこの一年間頑張ってきました。団体・個人ともにインターハイ出場
を目指して、一人ひとりが持っている力を出し切り、最高のプレーをしたいと思っています。みんなで、
埼玉へ行きます。
【 男子ソフトテニス部 】 ３年 坂本 智希
僕達男子ソフトテニス部は、顧問の岩田先生、山本先生、旧顧問の中村先生に熱心なご指導を頂き、一
人ひとりが成長してこれました。その御恩をかえす意味も込め、精一杯プレーし、最高の総体にしたいと
思います。一球に全てをたくし、勝ってきます。
【 女子ソフトテニス部 】
３年 西村 千晴
私たちは、冬の厳しい練習も少ない人数で乗り越えてきました。４月になり、一年生も加わり一層パワ
ーアップしました。総体では、団体戦ベスト８を目指し、強気で向かっていくプレーで頑張ります。
【 男子登山部 】
３年 藤田 駿
僕たち登山部は 5 月 29 日から 6 月 1 日の 4 日間広島県民の森で行われる県総体に出場します。この大
会で、２位以内に入ればインターハイの出場権を得る事ができます。部員一同全力を尽くして入賞できる
よう頑張りたいと思います。あと部員募集中です。
【 女子登山部 】
３年 青山 夏奈
総体に向け、これまで平日は地図や筋トレ、休日は島根と広島県境の大会山域を歩いたりと準備を進め
てきました。体力・知識なども大切ですがやはりチームワーク。チーム一丸となって埼玉インターハイを
目指します。
【 男子バレーボール部 】 ２年 成相 光司
僕達男子バレー部は、正式部員 4 人という状況で、助っ人を借りて出場しますが、その 4 人を中心にボ
ールをつなぎ、エース成相のスパイクで点を重ねていこうと思います。応援宜しくお願いします。ちなみ
に部員や助っ人も募集中です。
【 女子バレーボール部 】
３年 三上 真依
私たちは、この総体に向けて毎日練習してきました。これまでの
大会では、思いどおりの結果が出せず悔しい思いをしてきました。
その悔しさをバネにして、今までの借りをこの総体に全てぶつけ、
17 人の心を一つにし、全員バレーで頑張ります。
【 卓球部 】 男子：３年 今岡 拓也 女子：３年 松浦 由佳
三年生にとっては今までの総決算となる県総体がいよいよ近付きました。５月に行われた中国大会予選
では、男女団体第三位という結果を残せたので、総体ではチーム一丸となって更に上位を目指したいと思
います。一球一球、
「魂」をこめて闘い抜く所存です!!

〈出雲地区〉

〈浜田地区〉
〈益田地区〉

浜田陸上競技場
陸上
浜山公園陸上競技場
バスケットボール 浜山体育館（カミアリーナ）
テニス
浜山公園テニス場
弓道
江津工業高校
バレーボール
島根県立体育館他
卓球
益田市民体育館

５月３０日～６月１日（後期）
５月３０日～６月１日
５月３０日～６月１日
５月３０日～６月１日
５月３０日～６月１日
５月３０日～６月１日
５月３０日～６月１日

☆次の部活動も以下の日程で大会等に参加します。
・５月２４日・２５日
野球部
松江地区高校野球大会
〈松江市営野球場〉
・５月２４日
百人一首部
百人一首県大会
〈益田高校〉
・５月２８日
放送部
放送コンテスト（NHK 杯） 〈松江南高校〉
・５月３０日
美術部
美術コンクール
〈松江市恵曇〉
・５月３０日～３１日
演劇部
演技講習会
〈松江農林高校〉

島根県立松江北高等学校 第 30 回定期演奏会のお知らせ
本校の吹奏楽部・合唱部・箏曲部・弦楽同好会が毎年開いております定期演奏会が下記のよう
な日程で開催されます。各部とも本番に向けて練習に励んでおります。ぜひ多くの皆様にご来場
いただきますようご案内申し上げます。

日時：6 月 8 日（日）１３：３０開場 １４：００開演
場所：島根県民会館大ホール

入場無料

☆ 今回の定期演奏会でついに 30 回を迎えることになりました。
区切りの定演として、部員一同気合を入れて練習に励んでいます！
各部卒業生とのステージも企画しています。ぜひ足をお運びください！

会場・日程等
〈松江地区〉

新体操・体操
剣道
柔道
水泳
ソフトテニス
バドミントン
ボート
登山
サッカー

松江市総合体育館
５月３０日～６月１日
隠岐の島町総合体育館
５月３０日～５月３１日
県立武道館
５月３０日～５月３１日
島根県立水泳プール
５月３１日
松江市運動公園
５月３０日～６月１日
鹿島総合体育館
５月３０日～６月１日
大橋川
５月３１日～６月１日
比婆山～三井野原
５月２９日～６月１日
松江農林高校・松江商業高校 ５月２４日～５月２５日（前期）

練習風景

～保護者の皆様へ～
５月１０日（土）に開かれた PTA 総会におきましては、お忙しい中、多くの保護者の皆様方にご参加いただき、
誠にありがとうございました。いよいよ５月２４日から行われるサッカーの大会を始まりに、島根県高等学校総合
体育大会が県内各地で開催されます。特に３年生にとってはこれまでの練習の集大成となる大事な大会です。素晴
らしいものとなるよう心から願っております。ご家庭におかれましては、健康管理等何卒よろしくお願い申し上げ
ます。

