
令和３年度 文化部大会結果報告 

珠算部 

★第６８回 全国高等学校ビジネス計算競技大会 島根県予選（６月１０日 出雲商業高校） 

＜珠算＞ 団体総合 第２位（坂本 歩、高垣 若奈、坪倉 賢太郎） 

＜電卓＞ 団体総合 第１位（金築 彩華、三島 彩奈、柳樂 佑成） 

   個人総合 第１位 柳樂 佑成、第２位 金築 彩華、第３位 三島 彩奈 

      種目別 ビジネス計算 第１位 柳樂 佑成、第２位 金築 彩華、第３位 三島 彩奈 

             読 上 算  第１位 三島 彩奈、第２位 柳樂 佑成、第３位 金築 彩華 

★第６８回 全国高等学校ビジネス計算競技大会（７月２３日 出雲ロイヤルホテル） 

＜珠算＞ 個人総合 第１１８位 坂本 歩 

＜電卓＞ 団体総合 入賞なし（金築 彩華、三島 彩奈、柳樂 佑成） 

     個人総合 第１７３位 金築 彩華、第１８４位 三島 彩奈、第２０４位 柳樂 佑成 

★令和３年度 島根県高等学校商業教育実技競技大会（１０月１２日 出雲商業高校） 

＜珠算＞ 団体総合 第２位（坪倉 賢太郎、高垣 若奈、布野 若葉、奥原 瑞希、藤田 菜々美） 

   個人総合 第４位 坪倉 賢太郎、第６位 高垣 若奈 

   種目別 ビジネス計算 第３位 坪倉 賢太郎 

   読 上 暗 算 入賞なし 

   読 上 算 第１位 坪倉 賢太郎 

＜電卓＞ 団体総合 第１位（金築 彩華、三島 彩奈、柳樂 佑成、小村 結夏） 

   個人総合 第１位 金築 彩華、第３位 三島 彩奈 

   種目別 ビジネス計算 第１位 三島 彩奈、第２位 金築 彩華、第３位 小村 結夏 

   読 上 算 第１位 三島 彩奈、第２位 小村 結夏、第３位 柳樂 佑成 

★第１２回 中国五県高等学校商業教育実技競技大会（１１月２０日 広島市立広島商業高校） 

＜珠算＞ 個人総合 入賞なし（坪倉 賢太郎、高垣 若奈） 

   種目別 入賞なし（坪倉 賢太郎、高垣 若奈） 

＜電卓＞ 団体総合 入賞なし（金築 彩華、三島 彩奈、柳樂 佑成） 

     個人総合 入賞なし 

     種目別 入賞なし 

 

経済調査部 

★今年度は大会なし 

 

写真部 

★島根県高文連春季写真コンクール（６月審査） 

特選（6 点） ２－１ 伊藤 光希 ２－２多久田 美羽 ２－４錦織 愛里 2 点 

       ２－４ 持田 のの花 ３－１ 山口 翔太郎 

★島根県高文連秋季写真コンクール（１０月審査） 

  特選（５点） １－１吉井 萌   １－２嘉藤 羽美 三島 咲幸 

２－２多久田 美羽   ２－４錦織 愛里 



簿記部 

★令和３年度 第37回全国高等学校簿記競技大会島根県予選大会 

     団体の部 入賞なし   個人の部 入賞なし 

 

ワープロ・コンピュータ部 

★令和３年度 第６８回全国高等学校ワープロ競技大会島根県予選（６月１１日、松江商業高校） 

   団体の部 優勝（金本・玉井・坂根）全国大会出場 

   個人の部 第３位 坂根 花音 

   個人の部 第３位 金本 空大 

★令和３年度 第６８回全国高等学校ワープロ競技大会（８月４日、名古屋市中小企業振興会館） 

   団体の部 ３９位 

★島根県高等学校商業教育実技競技大会（ワープロ競技の部）（６月１６日、出雲商業高校） 

   団体の部  優勝（坂根・金本・玉井）中国大会出場 

個人の部  第２位  坂根 花音 

第２位  金本 空大 

第３位  玉井 由大 

★第１２回中国五県高等学校商業教育実技競技大会 

ワープロ競技（１１月２０日、広島市立広島商業高等学校） 

   団体の部  優良賞 

★令和３年度 第３２回全国高等学校情報処理競技大会島根県予選（６月１６日、仁万まちづくりセンター） 

   個人の部 第２位 金本 空大（全国大会出場） 

★令和３年度 第３２回全国高等学校情報処理競技大会（７月２５日、広島市立大学） 

   個人の部 ７２位 金本 空大 

 

美術部 

★令和３年度高文連出雲地区絵画コンクール（令和３年１０月２１日、出雲大社） 

入選  １年１組 武田優果  １年２組 兒玉ゆな 

    １年４組 北村 優  １年４組 常松咲来 

 

★第５４回島根県高校美術展（令和３年１２月２３日～２６日、島根県民会館） 

絵 画 の 部 入選   １年１組 武田優果  １年２組 兒玉ゆな 

           １年４組 北村 優  １年４組 常松咲来 

デザインの部 入選  １年２組 兒玉ゆな 

 

放送部                    

★第５７回島根県高等学校放送コンテスト（６月１６日 オンライン開催） 

   朗読部門 準決勝敗退    ２年１組 山代 七歌   １年４組 北村 優 

★第２５回島根県高等学校総合文化祭放送部門県大会（１１月３日～４日 パレット江津） 

   朗読部門 準決勝敗退   ２年１組 山代 七歌   １年４組 北村 優 

                １年２組 足立 裕太 



吹奏楽部 

★第６２回全日本吹奏楽コンクール島根県大会（8月1日 島根県芸術文化センター「グラントワ」） 

 金賞、中国大会出場 

★第６２回全日本吹奏楽コンクール中国大会（8月20日 島根県民会館） 銀賞 

★第３４回全日本マーチングコンテスト島根県大会（9月20日 島根県立浜山体育館） 

                                    金賞、中国大会出場 

★第３４回全日本マーチングコンテスト中国大会（10月20日 広島サンプラザ） 金賞、全国大会出場 

★第３４回全日本マーチングコンテスト（11月21日 大阪城ホール） 銅賞 

★第４５回全日本アンサンブルコンテスト島根県大会（12月19日、石央文化ホール） 木管六重奏 銀賞 

★第１６回定期演奏会（12月23日 出雲市民会館） 

 

文芸部 

★今回は大会参加せず 

 

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 

   優良賞 ２－２ 直良 美蘭乃  ２－３ 永瀬 美衣桜 

★読書感想文島根県コンクール 

   自由図書の部  佳作 ３－１ 三成愛実 

★読書感想画島根県コンクール 

   自由読書の部  奨励賞 ２－３ 園山 花加 

★税に関する高校生の作文 

 税務署長賞   １－３ 淸水 京香   

 

★第２６回全高書書研中国地区高等学校生徒書道展    

会長賞   ２－１ 原 さつき 

特選    ２－１ 安食 柚里  ２－２ 有藤 ゆず ２－１ 梶谷 朱里  ２－３石田 来俊   

金賞    ２－４ 森山 果帆   ２－２ 加藤  聖 ２－２ 吉田 くるみ ２－３ 永瀨 美衣桜  

２－４ 三加茂 椋介 

★令和３年度島根県緑化推進ポスター原画コンクール  特選  ３－１  柳楽 真奈 

 

★中高生国際Rubyプログラミングコンテスト２０２１ ゲーム部門  

最優秀賞  ２－４  山岡 愛咲  審査員特別賞  ２－４  玉井 由大  

 


