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令和４年度 入学式（4月8日）

坂本杏樹さん（浜田東）が新入生を代表し宣誓をしました

昇降口前で保護者や友人と記念写真を撮影する生徒

4月20日(水)遠足を実施しました。1年生は津和野へ、2年
生は島根県立古代出雲歴史博物館と出雲大社へ、3年生は松江
フォーゲルパークへ行きました。

遠足（4月20日）



～今後の主な予定～

7月 5日 校内球技大会 7月 6日 進路ガイダンス(1･2年)
7月 7日 浜田・江津地区合同企業説明会(3年) 7月21日 終業式

発行元：島根県立浜田商業高等学校

吉賀祥太さん
（浜田三）

浜田・江津市内の中学校出身者だけで構成でされていることもチームワークが強くなった要因

「３年間でバスケットの技術だけでなく礼儀作法を

身につけることができました。常に追い込まれながら練
習を続けてきて体力的にも精神的にも強くなっていくの
がわかりました。試合に勝つことが増えてくるにつれて
辛く苦しい練習も楽しく思えてきました。また、３年間
最後まで続けてきたことがいろいろな面で自信につなが

りました。自宅から通っていたので食事や睡眠など
健康管理に欠かせないことを家族にしっかりとサ
ポートしてもらい充実した部活ができました。また、

厳しく指導してくださった犬塚先生のおかげでベスト４
入賞につながりました。最後に家族や先生やチームメイ
トに感謝しています。」（吉賀さんのコメント）

「勝つことでバスケットボールの本当の楽しさを感じ
てほしい。勝利を目指しながら選手の成長にも目を配
りました。

技術だけではなく生活や学習も目標に向かって計画
を立て努力することが大切です。

選手たちは自ら考え判断し行動できるよう、チーム
内での話し合いの時間を多くもちました。目標達成に
必要なことを個々がどれだけ習得しているか。同じ練
習・試合・プレーをしていても、「誰が」「どのよう
な状況で」「どのような判断」をしてプレーしている

か。状況に応じて自らの能力を主体的に出せてい

るか。常に選手とともに確認しながら自主性や個
性を伸ばせるよう心がけてきました。また、生徒が

３年間辛抱強く努力を続けたことが結果につながった
と思います。

結果に一喜一憂するのではなく、さらなる向上を目
指して生徒とともに頑張ります。」顧問の犬塚剛弘監
督のコメント）

犬塚剛弘監督

県高校総体 主な成績
バスケットボール部

１回戦 浜商 １１２－４７ 邇摩 ２回戦 浜商 ９０－４９ 大東
準々決勝 ８２－７０ 出雲 準決勝 ８６－９６ 松江西
３位決定戦 ７３－９２ 出雲北陵

陸上競技部 祝 中国大会出場権獲得
５０００ｍ 6位 黒見紘大(浜田三）
１１０ｍＨ 3位 品川侑斗(浜田三） 5位 牧田煌(浜田二）

４００ｍ 2位 品川侑斗(浜田三） 5位 牧田煌(浜田二）
6位 岡本源(金城）

４×１００ｍＲ 6位 （岡本、品川、牧田、中川）
卓球部 女子シングルス 深崎柊奈(浜田二)４回戦進出

男子ダブルス 新矢和季(浜田一) ・松本陸(浜田一)ペア２回戦進出
女子ダブルス 佐々木友愛(浜田一) ・渡辺葵織(浜田一)ペア２回戦進出

深崎柊奈(浜田二) ・勝手杏奈(金城)ペア２回戦進出
男子学校対抗 ２回戦敗退（浜商０－３明誠）
女子学校対抗 ２回戦敗退（浜商１－３平田）

弓道部 女子 個人戦 2回戦 3名進出 松浦亜純(浜田三) ８射６中
女子 団体戦 ４０射９中
男子 個人戦 松井誠也(金城) ２回戦進出 ８射６中
男子 団体戦 ４０射１８中

ソフトテニス部 女子団体戦 １回戦 浜商 ０－３ 松江農林
柔道部 幸田 優聖(浜田二) ２回戦進出
サッカー部 １回戦 浜商 ２－０ 情報科学 ２回戦 浜商 ０－８ 益田翔陽
バレーボール部 １回戦 浜商 ０－２ 松江南

県高校総体 主な成績
バスケットボール部

１回戦 浜商 １１２－４７ 邇摩 ２回戦 浜商 ９０－４９ 大東
準々決勝 ８２－７０ 出雲 準決勝 ８６－９６ 松江西
３位決定戦 ７３－９２ 出雲北陵

陸上競技部 祝 中国大会出場権獲得
５０００ｍ 6位 黒見紘大(浜田三）
１１０ｍＨ 3位 品川侑斗(浜田三） 5位 牧田煌(浜田二）

４００ｍ 2位 品川侑斗(浜田三） 5位 牧田煌(浜田二）
6位 岡本源(金城）

４×１００ｍＲ 6位 （岡本、品川、牧田、中川）
卓球部 女子シングルス 深崎柊奈(浜田二)４回戦進出

男子ダブルス 新矢和季(浜田一) ・松本陸(浜田一)ペア２回戦進出
女子ダブルス 佐々木友愛(浜田一) ・渡辺葵織(浜田一)ペア２回戦進出

深崎柊奈(浜田二) ・勝手杏奈(金城)ペア２回戦進出
男子学校対抗 ２回戦敗退（浜商０－３明誠）
女子学校対抗 ２回戦敗退（浜商１－３平田）

弓道部 女子 個人戦 2回戦 3名進出 松浦亜純(浜田三) ８射６中
女子 団体戦 ４０射９中
男子 個人戦 松井誠也(金城) ２回戦進出 ８射６中
男子 団体戦 ４０射１８中

ソフトテニス部 女子団体戦 １回戦 浜商 ０－３ 松江農林
柔道部 幸田 優聖(浜田二) ２回戦進出
サッカー部 １回戦 浜商 ２－０ 情報科学 ２回戦 浜商 ０－８ 益田翔陽
バレーボール部 １回戦 浜商 ０－２ 松江南

中国大会県予選主な成績

卓球部

女子団体 ベスト8 祝 中国大会出場権獲得
女子ダブルス 深崎柊奈(浜田二) ・佐々木わか子(金城)ペア ベスト8

祝 中国大会出場権獲得
陸上競技部

5000㍍ 5位 黒見紘大(浜田三)
110㍍H 3位 品川侑斗(浜田三） 7位 牧田煌(浜田二）
400㍍H 5位 品川侑斗(浜田三） 7位 岡本源(金城）
４×400㍍R 8位（岡本 牧田 宮村(浜田二) 中川(浜田二)）

以上 祝 中国大会出場権獲得

弓道部

男子団体 ４位入賞（４０射２０中）祝 中国大会出場権獲得

中国大会県予選主な成績

卓球部

女子団体 ベスト8 祝 中国大会出場権獲得
女子ダブルス 深崎柊奈(浜田二) ・佐々木わか子(金城)ペア ベスト8

祝 中国大会出場権獲得
陸上競技部

5000㍍ 5位 黒見紘大(浜田三)
110㍍H 3位 品川侑斗(浜田三） 7位 牧田煌(浜田二）
400㍍H 5位 品川侑斗(浜田三） 7位 岡本源(金城）
４×400㍍R 8位（岡本 牧田 宮村(浜田二) 中川(浜田二)）

以上 祝 中国大会出場権獲得

弓道部

男子団体 ４位入賞（４０射２０中）祝 中国大会出場権獲得

IT商業研究部
ワープロ競技大会

個人 柳 美圭（浜田三） 祝 優勝 全国大会出場権獲得

ビジネス計算競技大会
電卓部門 団体 ３位

IT商業研究部
ワープロ競技大会

個人 柳 美圭（浜田三） 祝 優勝 全国大会出場権獲得

ビジネス計算競技大会
電卓部門 団体 ３位

メンバー紹介
３年生 吉賀 祥太（浜田三） 中嶋 悠人（浜田三） 佐藤 匠夢（浜田二） 杉田 悠羽（浜田三）
２年生 河田 壮翔（浜田東） 河上 祐輝（浜田二） 山藤 日向（浜田二） 西田 裕貴（浜田三）
１年生 山口 徳士（浜田二） 石本 健介（三隅） 梶目 海璃（浜田東） 齋藤 佑真（江津）

重田 琥珀（浜田二） 田中 秀治（浜田三） 藤田 翔眞（浜田一） 湊 悠馬（浜田二）
坂井 虹乃（浜田二） 吉賀 萌々香（浜田三） 松岡 琴子（浜田二） 大坪 和（浜田一）

試合結果 第4位
１回戦 浜商 １１２ － ４７ 邇摩
２回戦 ９０ － ４９ 大東
準々決勝 ８２ － ７０ 出雲
準決勝 ８６ － ９６ 松江西
３位決定戦 ７３ － ９２ 出雲北陵


