
文化部 大会結果一覧/平成 30年 3月 31日までの記録 

※（ ）は学年    NEWは新しく追加した記事 

 

【合唱部】 

大会名：第 84回 NHK全国学校音楽コンクール島根県コンクール 

期 日：8月 10日（木） 

会 場：大田市民会館 

大会結果：銀賞 

 

大会名：第 56回島根県合唱フェスティバル・コンクール 

期 日：8月 20日（日） 

会 場：出雲市民会館 

大会結果：金賞・中国大会進出 

 

大会名：第 56回中国合唱コンクール 

期 日：9月 23日（土） 

会 場：山口市民会館 

大会結果：高校 Bグループ（33人以上）銀賞（第 3位） 

 

大会名：第 29回松江プラバ室内合唱コンクール 

開催日：1月 28日（日） 

会 場：松江市綜合文化センター プラバホール 

結 果：混声合唱、女声合唱ともに優良賞 

 

 

【吹奏楽部】 

大会名：全日本吹奏楽コンクール島根県大会 

期 日：7月 30日（日） 

会 場：大田市民会館 

大会結果：銀賞 

 

 

 

【各種音楽コンクール】 

大会名：第 56回島根県高等学校音楽コンクール 

開催日：9月 14日（水） 

会 場：島根県民会館 

大会結果：声楽部門   金賞 3 山﨑健太郎 

               2 鳥落妃夏 

     木管楽器部門 金賞 2 深崎華乃 

 



【放送部】 

大会名：第 53回島根県高校放送コンテスト 

会場：ＮＨＫ松江放送局・松江市民活動センター 

大会結果：ラジオドキュメント部門 優秀賞（2位） 

     テレビドキュメント部門 最優秀賞（1位） 

 創作ラジオドラマ部門 最優秀賞（1位） 

 創作テレビドラマ部門 最優秀賞（1位） 

     校内放送研究発表 優秀賞（2位） 

※以上の 5部門がＮＨＫ杯本戦（全国大会）に出場します。 

ＪＯＴＫ杯ポイント 2位（26点） 

 

大会名：第 21回島根県高等学校総合文化祭放送部門地区大会 

大会結果：朗読部門入賞 中本（1）、中島（1）、小畑（1）、長谷川（1） 

 

大会名：第 21回島根県高等学校総合文化祭 放送部門 県大会 

場所：いわみーる 

結果：朗読部門 優秀賞 

    中島将太（1）3位（全国総文および中国総文へ） 

 

第 3回中国地区高校放送コンテスト兼校内放送活動研究集会 

日程：1月 27日（土）～28日（日） 

場所：アスピラート音楽ホールなど（防府市） 

結果：朗読部門 

    優良賞（4～16位） 中島将太（1） 

 

 

【写真部】 

大会名：平成 29年度高文連春季写真コンクール 

大会結果：4名 20作品出品中 

     佐々木美香(2)  高校写真展への出品権獲得 

     久保田美佳(2)（2作品） 高校写真展への出品権獲得 

 

大会名：平成 29年度高文連秋季写真コンクール 

大会結果：4名 20作品出品中、佐々木美香（2）、2久保田美佳（2）、天野ひかる（1）が特選。 

高校写真展への出品権獲得。 

 

大会名：島根県高校写真展 

展示期間： 

大会結果：6作品（3名）出品。 

佐々木美香（2）第 4席 全国総文祭信州大会への出品が決定！ 

久保田美佳（2）天野ひかる（1） 奨励賞（上位 50作品） 

 



【書道部】 

大会名：平成 29年度高文連書道コンクール 

期 日：6月 10日（土） 

会 場：パルメイト出雲 

大会結果：特選 濱松 里美(3) 山崎 由莉佳(3) 山田 真南(2) 吉田 彩華(2) 

     秀作 湊 優佳(3) 尾﨑 日和(2) 

 

大会名：第 29回浜田市美術展 

期 日：9月 30日（土）～10月 9日（祝・月） 

会 場：世界こども美術館 

大会結果：浜田市教育委員会奨励賞 湊 優佳（3） 

   浜田市文化協会奨励賞  濱松 里美（3） 

   入選 山崎 由莉佳（3）・山田 真南（2）・吉田 彩華（2）・尾﨑 日和（1）・谷口 友華利（1） 

 

大会名：第 18回国際高校生美術展 

大会結果：佳作 濱松 里美（3） 

 

大会名：第 50回島根県書道展 

期 日：10月 26日（木）～29日（日） 

会 場：島根県立美術館 

大会結果：奨励賞 山田 真南（2） 

 

 

 

【歴史・社研部】 

大会名： 

期 日： 

会 場： 

大会結果： 

 

 

【自然科学部】 

大会名：「高校生バイオサミット」 

期 日：7月 27日（木）～29日（土） 

会 場：山形県鶴岡市 

大会結果：成果発表部門 1次審査を通過 → 本戦出場権獲得 

 

大会名：高文連自然科学部門研究発表会 

期 日：11月 10日(金)～11日(土) 

大会結果：口頭発表の部 生物部門 優秀賞（8発表中 1位） 

      ※来年度の第 42回全国高等学校総合文化祭（長野大会）への出場決定！       

     ポスター発表の部 優良賞 



大会名：第 20回化学工学会学生発表会（東広島大会） 

期日：3月 3日（土） 

会場：広島大学東広島キャンパス 

結果：上位入賞ならず 

 

 

【演劇部】 

大会名：地区大会 

期 日：9月 16日（土） 

会 場：ラメール 

大会結果：優秀賞（県大会出場決定） 

演目：「夏芙蓉」（越智優・作） 

 

大会名：島根県大会 

期 日：10月 27日（金）～29日（日） 

会 場：ラメール（雲南市加茂町） 

大会結果：優秀賞 

 

 

 

【美術部】 

大会名：第 29回浜田市美術展 

期日：9月 30日（土）～10月 9日（祝・月） 

会場：世界こども美術館 

大会結果：市長賞  櫛本 望聖（2）※最上位 

   特選   鎌田 環（3） 

   秀作   河本 清香（2）・中前 佑月（2）・柵木 未来（2） 

   入選   舟木 香奈枝（2）・柳 美里（2）・木村優妃（2） 

        山根 緑（1）・井上 由奈穂（1）・日野原 詠美（1） 

 

大会名：第 5回ミツバチの一枚画コンクール 

大会結果：中高生の部 佳作 櫛本 望聖（2）※全国上位 9点内 

 

大会名：理美容甲子園ヘアデザイン画部門 

大会結果：敢闘賞 櫛本 望聖（2）・河本 清香（2）※中国上位 15点内 

 

大会名：第 50回記念島根県高校美術展審査結果 

結果：絵画の部入選 

櫛本望聖（2）2点※そのうち 1点が来年の総文祭出品決定 

河本清花（2）・中前佑月（2）2点・柳美里（2）・柵木未来（2）2点 

木村優妃（2）2点・井上由奈穂（1）2点・日野原詠実（1） 

デザインの部入選 



櫛本望聖（2）・河本清花（2）・舟木香奈枝（2）・山根緑（1） 

 

 

【生活科学部】 

大会名：平成 29年度 中国地区牛乳・乳製品料理コンクール 島根県大会 

大会結果：事前書類審査  13名出品 

実技審査へ進出 1－5 牛尾 向日葵 「優良賞」 

 

 

【ESS・英語科】 

大会名：第 37回島根県高等学校国際教育英語弁論大会 

期日：6月 19日（金） 

会場：島根県水産技術センター 

大会結果：優良賞 西谷 円花(2) 


