
文化部 大会結果一覧/令和元年 12月 28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：ＮＨＫ全国学校音楽コンクール・島根県コンクール 

期 日：８月６日  

会 場：大田市民会館 

大会結果：高等学校の部 金賞⇒県代表として中国大会出場 

 

大会名：島根県合唱フェスティバル・コンクール 

期 日：８月 18日  

会 場：松江市・プラバホール 

大会結果：高等学校Ａの部（32人以下） 銀賞 

     高等学校Ｂの部（33人以上） 金賞⇒県代表として中国大会出場 

 

大会名：松江プラバ室内合唱コンクール 

期 日：２月２日 

会 場：松江市・プラバホール 

大会結果：混声合唱 優良賞 

     女声合唱 優良賞 

 

大会名：ＮＨＫ全国学校音楽コンクール・中国コンクール 

期 日：９月８日  

会 場：広島県廿日市市・さくらぴあ 

大会結果：高等学校の部 銅賞（４位） 

 

大会名：中国合唱コンクール 

期 日：９月 21日 

会 場：広島県福山市・リーデンローズ 

大会結果：高等学校Ｂの部 銀賞（５位） 

 

 

【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：８月４日（日） 

会 場：出雲市民会館 大ホール 

大会結果：高校Ａの部 銅賞 

 

大会名：全日本マーチングコンテスト島根県大会 

期 日：９月 15日（日） 

会 場：浜山体育館「カミアリーナ」 



大会結果：高校の部 銀賞（初出場） 

 

全日本アンサンブルコンテスト島根県大会  

期 日：12月 22日（日） 

会 場：安来市総合文化ホール「アルテピア」 大ホール 

大会結果：高校の部 木管八重奏 金賞 

          金管八重奏 金賞 

 

 

【各種音楽コンクール】 

大会名：第 58回島根県高等学校音楽コンクール 

期 日：９月 10日  

会 場：松江市・島根県民会館） 

大会結果：ピアノ部門  金賞 谷美鈴 今田晶子 

     声楽部門   金賞 阿部惠水 服部智帆 分石ほのか 

            銀賞 大屋涼香 松田華音 宮内結友 岡田泉 

     金管楽器部門 銀賞 奥平菜々子 

     木管楽器部門 金賞 三浦凪 

            銀賞 上府結菜 高峰悠聖 橋ヶ迫佑香奈 

 

 

 

【放送部】 

大会名：第５５回島根県高校放送コンテスト 

大会結果：アナウンス部門      優秀賞 中島将太 

朗読部門         優秀賞 吉賀日菜子 

     ラジオドキュメント部門  優秀賞 減点０で 

     テレビドキュメント部門 最優秀賞 オイコミ 

創作ラジオドラマ部門  最優秀賞 夕凪セッション 

     創作テレビドラマ部門  最優秀賞 私の願い、二つの世界 

     校内放送研究発表    最優秀賞 効果音に必要なリアルとは 

 

大会名：第６６回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト（全国大会） 

大会結果：朗読部門          入選 吉賀日菜子 

 創作ラジオドラマ部門    入選 夕凪セッション 

 校内放送研究発表    研究奨励 効果音に必要なリアルとは 

 

大会名：第６６回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト（全国大会） 

期 日：７月 23～25日 

会 場：国立オリンピック記念青少年総合センター・ＮＨＫホール（東京都渋谷区） 

大会結果：アナウンス部門        準々決勝       中島将太 

朗読部門           準決勝 入選    吉賀日菜子 



ラジオドキュメント部門   準々決勝       減点０で 

テレビドキュメント部門   準々決勝       オイコミ 

創作ラジオドラマ部門     準決勝 入選    夕凪セッション 

創作テレビドラマ部門    準々決勝       私の願い、二つの世界 

校内放送研究発表           研究奨励  効果音に必要なリアルとは 

 

大会名：第４３回全国高等学校総合文化祭放送部門（全国大会） 

期 日：７月 31日～８月１日 

会 場：基山町民会館（佐賀県三養基郡基山町） 

大会結果：ビデオメッセージ部門 文化連盟賞 自然との境界線で 

 

大会名：第２３回島根県高等学校総合文化祭放送部門 

大会結果：アナウンス部門      優良賞 領家典子  （中国大会へ） 

     朗読部門         優良賞 吉賀日菜子 （中国大会へ） 

 

大会名：第５回中国地区高校放送コンテストならびに校内放送活動研究集会 

大会結果：朗読部門         準優勝 吉賀日菜子 

 

 

 

【写真部】 

大会名：高文連写真部門春季コンクール 

大会結果：特選：鈴木麗（1-1）「格子柄の太陽」 小川朋笑（1-2）「レトロな橙」 

        渡辺千紗（1-4）「存在感」   永田萌恵（2-1）「麗らか」「見えてるよ」 

        榎佳音（2-3）「〇△□」    小川悠香（3-1）「空高く」 

 

大会名：高文連写真部門秋季コンクール 

大会結果：特選：鈴木麗（1-1）「目線の高さ」「バランスをとって」 渡辺千紗（1-4）「終盤」 

        永田萌恵（2-1）「揺られて」  榎佳音（2-3）「帰る時間」 

 

 

大会名：高文連島根県高等学校写真展 

結 果 奨励賞：榎佳音（2-3）「〇△□」 

 

 

【書道部】 

大会名：令和元年度高文連書道コンクール 

大会結果：特選 尾﨑 日和(3-1) 岡本 想(1-4) 

     秀作 谷口 友華利(3-5) 桑原 鈴奈(2-2) 

        横田 理紗(2-4) 湊 史奈(2-6) 

     佳作 佐々木 遥花(2-1) 三澤 瞳(2-1) 

 牛尾 華(1-2) 品川 未侑(1-3) 



 

大会名：第３１回浜田市美術展 

大会結果：浜田市教育委員会奨励賞 湊 史奈(2-6) 

     秀作          谷口 友華利(3-5)  三澤 瞳(1-5) 

岡本 想(1-4) 

入選          佐々木 遥花(1-5)  横田 理紗(1-2) 

桑原 鈴奈(1-2)  牛尾 華(1-2) 

品川 未侑(1-3) 尾﨑 日和(2-2) 

 

大会名：第５２回島根県高校書道展 

大会結果：優秀賞 尾﨑 日和(1-4) 

         佐々木 遥花(2-1) 

奨励賞 牛尾 華(1-2) 

         桑原 鈴奈(2-2) 

 

 

【歴史・社研部】 

大会名： 

期 日： 

会 場： 

大会結果： 

 

 

【自然科学部】 

大会名：全国高等学校総合文化祭佐賀大会研究発表の部（化学部門） 

大会結果：「ローダミンＢ電解液・銀導電性樹脂フィルムを使った太陽電池のための色素合成」 

               中村光希・堀内萌里・吉田 花・井上由奈穂  

日本学生科学賞全国審査 島根県代表  「超分子太陽電池色素の合成」木村 香佑  

 

大会名：阪市立大学名古屋市立大学横浜市立大学主催第⒗回高校化学グランドコンテスト 

大会結果：「超分子太陽電池色素の合成」 審査委員長賞（５位） 木村 香佑 

 

 

【演劇部】 

大会名：高文連出雲・石見地区演劇発表会  

期 日：９月 14日（土）・15日（日） 

会 場：ラメール 

大会結果：上演作品 「鎖をひきちぎれ」（作・加藤のりや） 優良賞 

 

大会名：高文連出雲・石見地区演劇発表会  

期 日：11月２日（土）・３日（日） 

会 場：生徒講評委員最優秀賞 𠮷賀日菜子（中国大会出場決定） 



  

大会名：中国地区高等学校演劇発表会（島根県民会館）  

期 日：12月 20日（金）～22日（日） 

会 場：生徒講評委員 𠮷賀日菜子 島根県代表⇒全国大会へ 

 

大会名：第４３回全国高等学校総合文化祭演劇部門 

期 日：７月 25日（木）～29日(月) 

会 場：鳥栖市民文化会館（佐賀県鳥栖市） 

大会結果：生徒講評委員 𠮷賀日菜子   

 

 

 

【美術部】 

大会名：令和２年度用島根県教育カレンダー絵画コンクール 

大会結果：高校の部 最優秀賞 山根緑 

大会名：第５７回島根県高等学校総合体育大会ポスター原画コンクール 

大会結果：佳作賞 石金大樹 

 

大会名：令和元年度共同募金運動用図書カード図案コンクール 

大会結果：優秀賞 藤井天夢 

 

大会名：第５１回浜田市美術展 

期 日：９月 28日～10月６日） 

会 場：浜田市世界こども美術館  

大会結果：浜田市市議会議長賞  森下真衣 

特  選 藤井天夢・尾﨑千里 

秀 作 日野原詠実・松岡由衣 

入  選 山根緑・井上由奈穂・肥後千尋・石田真菜・岩本唯・植田志緒・室北陽向子 

         濱角優花 

 

大会名：第５２回島根県高校美術展 

期 日：12月 13～16日 

会 場：島根県立美術館 

大会結果：絵画の部 

  入選 石田真菜・肥後千尋・藤井天夢（２点）・森下真衣・岩本唯（２点） 

尾﨑千里（２点）松岡由衣（２点）・植田志緒（２点）・室北陽向子・濱角優花 

デザインの部  

入選  肥後千尋 

共同制作 石田真菜・肥後千尋・藤井天夢・森下真衣（全国総文祭推薦）    

※全国総文祭推薦は３年連続 

 

 



【ESS・英語科】 

大会名：  

期日：  

会場：  

大会結果： 


