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現在、ありません。

※※ 注意 ※※

 同窓会事務局や、伊予⾼校事務を名
乗り、卒業⽣に同窓会名簿の住所等を
確認する電話がかかっています。同窓
会事務局から電話で個⼈に名簿の内容
を確認することはございません。本校
同窓会事務局や伊予⾼事務とは無関係
なものですので、くれぐれもご注意く
ださい。

リンク

検索

pickup

いじめ防⽌基本⽅針

⾮常変災時の対応

発信︕⾼校⽣記者（愛媛新聞）

愛媛県教育委員会⾼校教育課 -
学校の魅⼒化の取組

伊予⾼校

旧 伊予⾼等学校ホームページ

伊予⾼校同窓会

愛媛県

愛媛県

愛媛県教育委員会

愛媛スクールネット

地域

バスケットボール部（男⼦）
 3年⽣10⼈、2年⽣８⼈、1年⽣11⼈、マネージャー５⼈で活動しています。
 短期集中型の練習を実践し、勉強やプライベートも充実させながら「⽂武⼆道」を⽬指しています。練習時間は⻑くありま
せんが、ハードな練習に積極的に取り組んでいるので、⾁体的・精神的にも成⻑を実感できる毎⽇です。部旗には「鵬翔」と
記されており、部活動を通して学んだことを活かし、伊予⾼のシンボルである鵬のごとく、将来に向けて⾶躍したいと思いま
す。ぜひ試合を⾒に来てください。粘り強く戦い抜きます。応援よろしくお願いします。
 

主な活動
平成30年度 愛媛県⾼等学校総合体育⼤会中予地区予選
１回戦 伊予 104 - 18 新⽥⻘雲（県⼤会出場決定）

 ２回戦 伊予  59 - 75 松⼭北

バスケットボール部（男⼦）⽇誌

カテゴリ選択 100件

2018/06/01 【男⼦バスケットボール】公式戦予定  | by:WebMaster

平成30年度 愛媛県⾼等学校総合体育⼤会
 ⽇ 時  6⽉2⽇(⼟) 14:30開始予定
 場 所  松⼭⼯業⾼校
 対戦校  1回戦 ⼤洲⾼校
 

19:04 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

2017/04/28 【バスケットボール部】総体中予地区予選結果  | by:WebMaster

 バスケットボール部から以下をお知らせします。クリックしていただくとご覧になれます。

バスケットボール部総体中予地区予選結果.pdf

 

18:21 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

2017/04/17 【バスケットボール部】総体中予地区予選組み合わせ  | by:WebMaster

 バスケットボール部から「総体中予地区予選組み合わせ」をお知らせします。
 以下をクリックしていただくとご覧になれます。
 
  総体中予地区予選組み合わせ
 

19:09 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

2017/01/23 【バスケットボール部（男⼦）】中予地区新⼈⼤会報告  | by:WebMaster

愛媛県⾼等学校バスケットボール新⼈⼤会中予地区予選
平成29年1⽉7⽇（⼟） 会場︓松⼭⼯業⾼等学校第1体育館
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松前町

伊予市

その他

⼤学⼊試センター

国⽴情報学研究所

ご案内

※県⽴学校、中等教育学校の魅⼒ある
活動を集めました。こちらのページを
ご覧ください。

  
 
※このWebSiteは⼀部のコンテンツの

 閲覧にAdobe Readerが必要です。
 

  
※このWebSiteは国⽴情報学研究所が

 次世代情報共有基盤システムとして
 開発したNetCommons2を利⽤して
 います。
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本⽇までの来訪者

1回戦  伊予 56―53 松⼭商業
 昨年9⽉に⾏われた1・2年⽣⼤会のリベンジも兼ねた松⼭商業戦。
 前半リードされるも第3Qに逆転、第4Q途中に再逆転されましたが、最後は意地のシュートが連続して決ま
り、3点差で勝利しました。
2回戦  伊予 24―128 松⼭⼯業
 県1位の強豪校である松⼭⼯業。
 ⼤差をつけられながらも、最後まで諦めず戦い抜くことができました。

 

09:17 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

2016/05/17 【男⼦バスケットボール部】県総体組合せ決定  | by:WebMaster

 先⽇の抽選会で対戦相⼿が決まりました。
 1回戦の相⼿は新居浜⾼専です。この5年間で何と3回⽬の対戦です。

 何とか勝ち上がりたいと思います。
 詳細は愛媛県バスケットボール協会のホームページでご確認下さい。
 

14:29 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0)
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