
平成３０年度 文化部大会結果報告 

珠算部 

★島根県高等学校春季珠算・電卓競技大会（６月６日、浜田商業高校） 

＜珠算＞ 

種目別  読上暗算     第３位 靑木涼香 

     読上算      第２位 靑木涼香 

（靑木涼香全国大会出場権獲得） 

＜電卓＞ 

団体総合 第１位（坂本晴香 米江桜 三島帆夏）（全国大会出場権獲得） 

個人総合 第１位 坂本晴香 第２位 米江 桜   第３位 三島帆夏 

種目別  ビジネス計算   第１位 米江 桜   第２位 三島帆夏  第３位 山口 さくら 

★全国高等学校珠算・電卓競技大会（８月１日、東京武道館） 

  入賞なし 

★島根県高等学校秋季珠算・電卓競技大会（１０月１６日 松江商業高校） 

 ＜珠算＞ 

種目別  読上暗算     第２位 青木涼香       

（靑木涼香中国大会出場権獲得） 

＜電卓＞ 

   団体総合 第１位 （米江 桜 三島帆夏 坂本晴香）（中国大会出場権獲得） 

  個人総合 第１位 米江 桜 第２位 三島帆夏 第３位 坂本晴香 

   種目別  伝票算      第１位 米江 桜 第２位 鐘推愛佳  第３位 三島帆夏 

       ビジネス計算   第１位 三島帆夏 第２位 吉田千穂子 第３位 坂本晴香   

       読上算      第１位 米江 桜 第２位 三島帆夏   第３位 荒木愛尋 

  （安達真衣・鐘推愛佳・曽田小由希・吉田千穂子中国大会出場権獲得） 

                 

 ★中国五県高等学校商業教育実技競技大会（１１月１６・１７日 松江商業高等学校） 

 ＜珠算＞  入賞なし 

 ＜電卓＞ 

  団体   優良賞 

  種目別  伝票算      ２等入賞 三島帆夏 

 

 

経済調査部 

★島根県高等学校生徒商業研究発表大会（８月２１日 出雲商業高校） 

   奨励賞 出雲商業高等学校 

   

 

 

 写真部 



★島根県高文連春季写真コンクール（６月審査） 

  特選（７点） ２－１久保 侑奈（２点）２－３尾原 華奈子   ２－３曽田 小由希 

         ２－４石飛 優花（２点）２－４金築 未来 

  入選（16点） １－２石倉 英樹（３点）１－３勝部 花菜（２点）１－４瀧川 利奈 

         １－４松林 果那    ２－１安達 真衣（２点）２－１尾原 華奈子 

         ２－３曽田 小由希   ２－４石岡 史織（２点）２－４石飛 優花 

         ２－４金築 未来（２点） 

★島根県高文連秋季写真コンクール（１０月審査） 

  特選（８点） １－４松林 果那    ２－１久保 侑奈（２点）２－４石飛 優花（３点） 

         ２－４金築 未来（２点）  

  入選（16点） １－２田中 朱莉    １－２森岡 翔（２点） １－３勝部 花菜 

         １－４瀧川 利奈    ２－１安達 真衣    ２－３尾原 華奈子（２点） 

         ２－３曽田 小由希（２点）２－４石岡 史織（４点）２－４石飛 優花 

         ２－４金築 未来 

★島根県高文連高校写真展 （１１月審査）上記春・秋コンクールの特選１５作品出品 いずれも入選 

      

 

簿記部 

★全国高等学校簿記コンクール島根県予選大会（６月１２日、松江商業高校） 

      団体の部  優勝   全国大会出場権獲得 

個人の部  第１位 河井 千歩 

      第２位 坂本 晴香 

      佳良賞 米江 桜 

      佳良賞 山﨑 結奈 

       

★全国高等学校簿記コンクール大会  （７月１５日、東京富士大学） 

      団体の部  ７７位 

個人の部  河井 千歩 ２５３位 

      坂本 晴香 ２６６位 

      米江 桜  ３２２位 

 

 

ワープロ・コンピュータ部 

★春季島根県高等学校ワープロ競技大会（６月１４日、出雲商業高校） 

   個人の部  佳良賞  ３年  伊藤 陸 

 

★秋季島根県高等学校ワープロ競技大会（９月１２日、浜田商業高校） 

   個人の部       ２年 森田 遼（中国大会出場） 

          

★第９回中国高等学校商業教育実技競技大会 



ワープロ競技（１１月１７日、松江商業高校） 

   個人の部  出場  ２年 森田 遼 

 

★第３０回島根県高等学校情報処理競技大会（６月１２日、情報科学高校） 

   団体の部  第２位  ３年（伊藤、岡、足立） 

   個人の部  第２位  ３年 樋野 拓人（全国大会出場） 

 

★全国高等学校情報処理競技大会（７月２２日、明海大学＜千葉県浦安市＞） 

   個人の部  １１９位 ３年 樋野 拓人 

 

美術部 

★平成３０年度高文連出雲地区絵画コンクール（平成３０年１０月２４日、出雲大社） 

入選（５点）   ２年２組 小村 朱加、２年４組 島上 咲良、２年４組 原田 亜弥 

１年３組 勝部 花菜、１年３組 布野 くるみ  

 

★第５１回島根県高校美術展（平成３０年１２月１４日～１７日、島根県立美術館） 

絵 画 の 部 入選（９点）     ２年２組 小村 朱加（２点）、２年４組 石飛 優花（２点） 

２年４組 島上 咲良、２年４組 原田 亜弥（２点） 

１年１組 石飛 奈々、１年３組 布野 くるみ 

 

★島根県総合美術展〈県展〉（平成３０年１１月１７日～２５日、島根県立美術館） 

   彫刻部門   入選     ２年２組 小村 朱加 

 

★平成３０年度人権啓発ポスターコンクール 入選 １年１組 石飛 奈々 

 

 

放送部                    

今年度 大会参加なし 

 

 

英語 

★第３５回全国商業高等学校英語スピーチコンテスト島根県大会（１０月２３日、松江商業高校） 

  レシテーション部門 最優秀賞 佐名木 菜月 全国大会出場 

★第３５回全国商業高等学校英語スピーチコンテスト（１月１３日、東京全商会館） 

  レシテーション部門 出場   佐名木 菜月  

 

 

吹奏楽部 

★全日本吹奏楽コンクール島根県大会（８月１２日、島根県民会館） 

  金賞・島根県代表 



★全日本吹奏楽コンクール中国大会（８月２５日、倉敷民会館） 

  金賞 

★全日本マーチングコンテスト島根県大会（９月１６日、島根県立浜山体育館） 

  金賞・島根県代表 

★全日本マーチングコンテスト中国大会（１０月７日、島根県立浜山体育館） 

  金賞・中国支部代表 

★全日本マーチングコンテスト全国大会（１１月１８日、大阪城ホール） 

  銅賞 

 

 

新聞コンクール・読書感想文・読書感想画表彰者 

★一緒に読もう！新聞コンクール 

  奨励賞 ２年 太田 倭伽子 

★読書感想文島根県コンクール 

   課題図書の部  佳作  ３年 磯﨑 希望 

★読書感想画島根県コンクール 

   自由読書の部  奨励賞 ２年 石飛 優花 

            


