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6部活出場！！
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サッカー部
★出雲地区大会 優勝（５年ぶり２回目）
★松江市総体 ３位
★島根県総体 優勝（2年連続４回目）
★中国大会 ３位

柔　道　部
★マルちゃん杯中国・四国少年柔道大会
　中学生男子の部 優勝

★島根県中学総体　柔道競技
　男子団体戦 優勝（２連覇）
　女子団体戦 ２位
　４０kg級 優勝／高橋 瑠奈　
　７０kg級 ３位／栂 風花
　８１kg級 ２位／安井 彪翔
 ３位／岡田 優太郎
　９０kg級 優勝／金塚 啓五
　９０kg超級 優勝／河野 壮登
 ２位／松村 颯祐

バレー 部
★松江市総体　ベスト８

バスケット部
★松江市総体　予選リーグ敗退

新体操部
★中国ブロックジュニア
　　　　　　新体操選手権大会
　個人総合　５位、６位、７位、８位

★島根県中学校総合体育大会
　　団体１位

体　操　部
★松江市中学校総合体育大会
　団体総合 優勝
　個人総合 優勝／速水 健志郎
　　（ゆか３位・あん馬１位・鉄棒２位）
　個人総合 ２位／田中 健太
　　（ゆか１位・あん馬３位・跳馬１位・鉄棒３位）
　個人総合 ３位／木村 僚汰
　　（あん馬２位・鉄棒１位）
　個人総合 ４位／難波 竜馬
　　（ゆか２位・跳馬２位）

★島根県中学校総合体育大会
　団体総合 優勝　
　個人総合 優勝／速水 健志郎
 ２位／木村 僚汰
 ３位／田中 健太
 ４位／難波 竜馬

★中学体操中国大会
　団体総合 優勝
　個人総合 １０位／田中 健太
 １１位／速水 健志郎
 １３位／難波 竜馬
 １４位／木村 僚汰
　種目別　
　　あん馬 ３位／田中 健太
　　跳　馬 ４位／田中 健太
　　鉄　棒 ６位／速水 健志郎

★全国中学校体操競技選手権大会
　団体総合 １４位

野　球　部
★松江市総体 優勝
★島根県総体 3回戦敗退

テ ニス 部
★全国中学生テニス選手権島根県予選大会
　男子シングルス
　　１位／平林 輝
　　２位／加藤 龍乃介
　　３位／金井 智也
　女子シングルス
　　１位／細木 咲良
　　２位／宮内 理瑚
　　３位／大和 里緒
　男子ダブルス　
　　１位／井上 勇気・平林 輝 ペア
　　２位／加藤 龍乃介・金井 智也 ペア
　　３位／滝山 慧秋・秀浦 悠太 ペア
　女子ダブルス
　　１位／宮内 理瑚・細木 咲良 ペア
　　２位／大和 里緒・平林 さち ペア
　　３位／中西 莉子・三町 薫乃 ペア

出場！！！！

キャプテン

　 速水健志郎
（中央小）

　体操部は今年の夏に中国大会優勝、
そして全国大会に出場しました。
　私達が一年生のころからの目標であっ
た中国大会優勝が三年生でついに達成
でき、三年間の締めくくりとすることがで
きました。そして全国大会という大きな舞
台で自分達の演技をすることができたの
はとても貴重な経験となり、今後もこの経
験を活かせていけると思います。
　今まで支えて下さったみなさん、本当
にありがとうございました。

★全国中学生テニス選手権中国予選大会
　男子団体 2回戦敗退　
　女子団体 優勝
　女子シングルス
　　５位／宮内 理瑚
　　６位／細木 咲良
　男子ダブルス
　　ベスト８／井上 勇気・平林 輝 ペア
　女子ダブルス
　　２位／宮内 理瑚・細木 咲良 ペア
　　ベスト８／大和 里緒・平林 さち ペア

★全国中学生テニス選手権大会
　　女子団体　３位（中国地区初）

★中国中学校柔道選手権大会
　男子団体 優勝
　４０kg級 ２位／高橋 瑠奈
　８１kg級 ３位／安井 彪翔
　９０kg超級 優勝／河野 壮登

★全国中学校柔道大会
　男子団体戦出場（予選リーグ２位敗退）
　９０kg超級 ベスト１６／河野 壮登
　９０kg級 金塚 啓五 出場
　４０kg級 高橋 瑠奈 出場

副キャプテン

　　大和里緒
（十神小）

　私たちテニス部は、今年の夏に愛知
県名古屋市で行われた全国中学生テニ
ス選手権大会に出場しました。
　去年は、一回戦敗退で悔しい思いをし
て、「来年の全中ではベスト８に入る」とい
う目標に向かって毎日頑張ってきました。
しかし、その目標を越える３位という結果
を残すことができました。これからは、２
月にある大会に向けて頑張っていきたい
と思います。これからも応援よろしくお願
いします。

キャプテン

　　河野壮登
（米子箕蚊屋小）

　柔道部は今年、県総体で男子団体で
優勝し、三重県で行われた全国大会に２
年連続で出場することが出来ました。
　結果は予選で神奈川県の東海大学附
属相模原高等学校中等部に４ー 0で負
け、予選落ちでした。
　予選で負けてしまいましたが、良い経
験となりました。応援していただいた、先
生方やみなさんありがとうございました。
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文部科学省より

に指定されました！！
スーパーサイエンス
ハイスクール（ＳＳＨ）

大学合格実績（過去５年間）中高一貫コース
平成24年度卒業生
奈良女子大学 文学部
鳥取大学 地域学部・工学部
島根県立大学 総合政策学部
金沢工業大学 工学部
健康科学大学 健康科学部
佛教大学 教育学部
梅花女子大学 看護学部
桃山学院大学 経営学部
神戸学院大学 心理学部・経営学部
奈良大学 文学部
就実大学 人文学部
広島経済大学 経済学部
広島国際大学 総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部
安田女子大学 心理学部
吉備国際大学 社会学部
日本赤十字九州国際看護大学 看護学部
九州福祉保健大学 社会福祉学部

平成21年度卒業生
金沢大学 医療保健学域
大阪教育大学 教育学部
島根大学 教育学部・法文学部
鳥取大学 地域学部
高知大学 農学部
学習院大学 文学部
杏林大学 医学部
国士舘大学 文学部
日本大学 薬学部
愛知医科大学 医学部
愛知学院大学 歯学部
中京大学 現代社会学部
名城大学 薬学部
京都女子大学 発達教育学部
同志社大学 生命医科学部
立命館大学 薬学部
龍谷大学 文学部・経営学部・経済学部
大阪産業大学 人間環境学部
近畿大学 総合社会学部・農学部
桃山学院大学 社会学部
甲南大学 マネジメント創造経営学部
神戸女学院大学 文学部
奈良大学 文学部
岡山理科大学 理学部
くらしき作陽大学 子ども教育学部
比治山大学 現代文化学部
広島修道大学 人文学部
広島文化学園大学 看護学部
広島文教女子大学 人間科学部
安田女子大学 薬学部
立命館アジア太平洋大学 アジア太平洋学部
国際医療福祉大学 薬学部

平成20年度卒業生
東京学芸大学 教育学部
横浜市立大学 国際総合学部
麗沢大学 外国語学部
城西国際大学 薬学部
大阪芸術大学 芸術学部
法政大学 スポーツ健康学部・
 社会学部・
 経済学部
明治大学 国際日本学部・
 経済学部
早稲田大学 文学部・教育学部・
 商学部・社会学部
同志社大学 スポーツ健康科学部
立命館大学 スポーツ健康科学部
関西大学 人間健康学部
神戸松蔭女子学院大学 人間科学部
姫路獨協大学 医療保健学部
川崎医療福祉大学 医療福祉学部

平成23年度卒業生
大阪教育大学 教育学部
静岡大学 工学部
島根大学 医学部・教育学部
熊本大学 理学部
名古屋市立大学 薬学部
島根県立大学 総合政策学部
慶應義塾大学 総合政策学部
駒沢大学 仏教学部
明治大学 農学部
神奈川大学 法学部・工学部
同志社大学 政策学部
佛教大学 歴史学部
立命館大学 経済学部・法学部・
 生命科学部・理工学部
関西大学 外国語学部
近畿大学 理学部
関西国際大学 教育学部・人間科学部
岡山理科大学 生物地球学部
川崎医療福祉大学 医療技術学部
環太平洋大学 体育学部
倉敷芸術科学大学 生命学部
福岡歯科大学 歯学部

平成22年度卒業生
東京学芸大学 教育学部
静岡大学 人文学部
広島大学 工学部
島根大学 教育学部
島根県立大学 総合政策学部
帝京平成大学 地域医療学部・
　 ヒューマンケア学部
東京工科大学 医療保健学部
東邦大学 理学部
早稲田大学 文化構想学部
麻布大学 獣医学部
駒澤大学 仏教学部
神奈川大学 工学部
日本映画大学 映画学部
大同大学 工学部
同志社女子大学 現代社会学部
近畿大学 工学部
関西国際大学 人間科学部
岡山理科大学 総合情報学部
環太平洋大学 次世代教育学部
倉敷芸術科学部 生命科学部・芸術学部
比治山大学 現代文化学部
広島修道大学 法学部
高松大学 発達科学部
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科学を通じて社会の発展に役立つ子供を育てていく

開星中学高等学校

※本校の中高一貫コースを
　卒業した生徒のみ記載し
　ています。


