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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。
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バスケットボール部（⼥⼦）
 私たち⼥⼦バスケットボール部は、３年⽣８⼈、２年⽣８⼈、１年⽣８⼈、計２４⼈で、顧問の先⽣のご指導のもと⽇々
活動しています。部員数が、今までと⽐べかなり多くなり、毎⽇の練習がとてもにぎやかです。県⼤会出場を⽬標に、厳し
い練習もたくさんして、その度２４⼈で⽀えあい、盛りあげて、常に笑顔で取り組んできました。その努⼒が実り、先⽇の
⼤会では２年ぶりの県⼤会出場を決めました。チームメイト２４⼈全員でつかみ取った勝利は、達成感でいっぱいでした。

  
 次の⽬標は、まず県⼤会で⼀勝すること、そしてベスト４になることです。⽬標に向かって⽇々の努⼒を⽋かさず成⻑し
ていきます。これからも応援されるチームでいられるように、当たり前のことを確実にしていきます。

  
 最後に、今まで⽀えてくださり、たくさん応援してくださっている先⽣や保護者の⽅への感謝の気持ちを忘れず、ひとつ
でも多くの試合に勝って、恩返しをします。⼥⼦バスケットボール部の応援をこれからもよろしくお願いします。

主な活動
 

バスケットボール部(⼥⼦)⽇誌

カテゴリ選択 100件

2018/08/28
【バスケットボール部⼥⼦】ウィンターカップ予選（中予地区）結果報
告

 |
by:WebMaster

 ８⽉２５・２６⽇に伊予⾼校で⾏われたウィンターカップ予選（中予地区）に出場しました。
１試合⽬に松⼭北⾼校と対戦し、接戦の末63-67で敗れました。次の公式戦までしばらく期間がありますが、この悔し
さを胸に、⽇々の練習に⼀層努⼒して取り組みたいと思います。
 また２⽇間にわたり、円滑な会場運営に御協⼒いただいた皆様に厚く感謝申し上げます。誠にありがとうございま
した。今後も御協⼒のほど、よろしくお願いいたします。
 
 

10:47 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0)

2018/08/27 【バスケットボール部⼥⼦】オレンジバイキングスカップ結果報告  | by:WebMaster

 ８⽉１８・１９⽇にツインドーム重信で⾏われた「ORANGE VIKINGS CUP U17 2018」に参加しました。
１８⽇（⼟）はAリーグ（⼤洲、伊予、松⼭東、⼋幡浜）を２位で通過、１９⽇（⽇）のトーナメントで２勝１敗し、
第３位となりました。
 ２⽇間通して計６チームと対戦する中で、チームの成⻑と課題を発⾒することができました。今後ますます成⻑で
きるよう、⽬標を⾼く持って⽇々の練習に取り組んでいきます。

 

16:54 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0)

2018/06/15 【バスケットボール部⼥⼦】県総体結果報告  | by:WebMaster

 6/2（⼟）に伊予⾼体育館で、新居浜商業⾼校と対戦しました。第１・第3ピリオドを１ゴール差で勝ち越す等、⾃分
たちのベストを尽くして善戦しました。結果は77-97で⼀回戦敗退となりましたが、「悔いはない」と話す３年⽣のやり
きった表情が印象的でした。
 保護者をはじめ、たくさんの⽅から熱い応援をいただきました。ありがとうございました。
 新チームになりましても、伊予⾼⼥⼦バスケ部の応援をよろしくお願いします。
 
 

18:17 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

2018/06/01 【バスケットボール⼥⼦】県総体について  | by:WebMaster

 6/2（⼟）- 6/4（⽉）の３⽇間、県総体が⾏われます。初戦は12︓50から伊予⾼体育館で、新居浜商業⾼校と対戦しま
す。２年ぶりに出場する県総体でベストが尽くせるよう、部員全員が⼀丸となって試合に臨みます。応援よろしくお願
いします。
 

19:10 | 投票する | 投票数(2) | コメント(0)

2017/08/21 【バスケットボール部⼥⼦】愛媛オレンジバイキングスカップU17参加  | by:WebMaster

 7⽉30⽇（⽇）に東温市ツインドーム重信で開催された愛媛オレンジバイキングスカップU17に参加しました。詳し
くは愛媛オレンジバイキングス公式Twitterをご覧ください。
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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。
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 次世代情報共有基盤システムとして
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20:29 | 投票する | 投票数(2) | コメント(0)

2016/08/29
【バスケットボール部⼥⼦】本校を会場に中予地区予選が⾏われまし
た。

 |
by:WebMaster

 8⽉27⽇（⼟）、8⽉28⽇（⽇）に本校体育館を会場として、⼥⼦バスケットボール平成28年度全国選抜優勝⼤会愛
媛県中予地区予選が⾏われました。本校は1回戦で東温⾼校と対戦しましたが、惜しくも48―77で敗退しました。第2
クォーターまでは互⾓に渡り合い、負けはしたものの収穫は多かったと思います。この悔しさをバネに、来⽉⾏われ
る1・2年⽣⼤会ではさらに成⻑した試合を⾏いたいと思います。
 部員全員で、会場準備、駐⾞場係等⼤会のスムーズな進⾏に貢献しました。

 

18:42 | 投票する | 投票数(2) | コメント(0)

カテゴリ選択 100件

Powered by NetCommons2 The NetCommons Project

http://www.town.masaki.ehime.jp/
https://www.city.iyo.lg.jp/
http://www.dnc.ac.jp/
http://www.nii.ac.jp/
http://koukoukyouiku.esnet.ed.jp/cms/
http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
http://www.nii.ac.jp/
http://www.netcommons.org/
http://www.pref.ehime.jp/shokai/uta2.html
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?action=common_download_main&upload_id=3306
https://new-iyo-h.esnet.ed.jp/home
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo6j6z1fy-207#_207
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%83%A8%E5%A5%B3%E5%AD%90%E3%80%91%E6%9C%AC%E6%A0%A1%E3%82%92%E4%BC%9A%E5%A0%B4%E3%81%AB%E4%B8%AD%E4%BA%88%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E4%BA%88%E9%81%B8%E3%81%8C%E8%A1%8C%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82 https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo6j6z1fy-207#_207'), '_blank');
javascript:void window.open('http://www.facebook.com/share.php?u='+encodeURIComponent('https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo6j6z1fy-207')+'&t='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%83%A8%E5%A5%B3%E5%AD%90%E3%80%91%E6%9C%AC%E6%A0%A1%E3%82%92%E4%BC%9A%E5%A0%B4%E3%81%AB%E4%B8%AD%E4%BA%88%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E4%BA%88%E9%81%B8%E3%81%8C%E8%A1%8C%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82'), '_blank');
http://www.netcommons.org/

