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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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バレーボール部（⼥⼦）
 私たち⼥⼦バレーボール部は、２年⽣７名、１年⽣５名で顧問の先⽣⽅のご指導のもと、チーム全員が向上⼼を持ち、
⽇々練習に励んでいます。
 県総体では１回戦敗退という悔しい結果となりました。しかし、ここで学んだことを新体制となったこれからに活かし
て、悔しい思いをすることのないように、⼀つでも多く勝ち、⽀えてくださっている⼈たちに恩返しとなるような試合がで
きるよう、⽇々の練習により⼀層⼒を⼊れていきます。そして、部員が互いに⾼め合い、協⼒し合い、競い合っていけるチ
ームを築き、今⽇より明⽇、明⽇よりあさって、少しずつでも毎⽇上達していきます。これからも応援よろしくお願いしま
す。

主な活動
 平成29年度 愛媛県総合体育⼤会
  １回戦 伊予 ０-２ 帝京第五

バレーボール部（⼥⼦）⽇誌

部活動⽇誌

カテゴリ選択 10件

2018/01/30 【⼥⼦バレーボール部】 新⼈⼤会中予地区予選の結果  | by:WebMaster

平成29年度新⼈⼤会中予地区予選が１⽉２０⽇(⼟)、２１⽇(⽇)にありました。
 
⼀次予選 １回戦  伊予 ０ （１４-２５、９-２５） ２ 済美
 
⼆次予選 １回戦  伊予 ２ （２５-２２、２５-２１） ０ 松⼭⻄中等
 
⼆次予選 ２回戦  伊予 ０ （８-２５、１３-２５） ２ 松⼭北
 
私たち⼥⼦バレーボール部は、新⼈戦では残念ながら県⼤会には進めませんでした。それでも、新チーム初勝利を得
ることができたので、選⼿にもチームとしても⼤きな⾃信がついたと思います。
次は、現２年⽣最後の⼤会となる総体予選なので、悔いのないように⽇々練習を重ね、県⼤会に進めるように努⼒し
たいです。
 
 

11:08 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0)

2017/08/29 【⼥⼦バレーボール部】選⼿権⼤会中予地区予選の結果  | by:WebMaster

 平成29年度選⼿権（春⾼バレー）中予地区予選が8⽉5⽇（⼟）にありました。

１回戦  伊予 １ （28 - 26､18 - 25､15 - 25） ２ 北条

 新チームになって初めての⼤会でした。
 3年⽣が残っていた北条⾼校との初戦は、3セット⽬まで追い詰めましたが、惜しくも敗れました。新⼈戦に向けて
この悔しさを胸にチーム⼀丸となり、県⼤会に出場できるよう⽇々の練習をがんばっていきたいです。
 

19:08 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0)

2017/08/04 【バレーボール部⼥⼦】選⼿権⼤会中予地区予選の予定  | by:WebMaster

 平成29年度選⼿権中予地区予選の抽選会が７⽉３１⽇(⽉)にありました。
 伊予⾼校（⼥⼦）の試合会場は松⼭南⾼校です。

8⽉5⽇（⼟）
１回戦  対 北条⾼等学校（Bコート第１試合）

 ※第１試合開始は 9︓40
〈勝てば〉 代表決定戦  対 松⼭北⾼等学校（Bコート第２試合）

校内への駐⾞は役員、引率教員のみ。
保護者駐⾞場はありません。近隣の有料駐⾞場を利⽤してください。
選⼿の送迎は正⾨ロータリー内で乗降してください。

 学校前の道路での乗降は禁⽌されています。
敷地内禁煙です。

 

07:49 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

2017/06/20 【⼥⼦バレーボール部】県総体結果報告  | by:WebMaster

 平成29年度県総体が6⽉3⽇（⼟）にありました。

⼀回戦 伊予⾼校 ０（19―25、17―25）２ 帝京第五⾼校

 県総体では⼀回戦敗退という結果でしたが、この悔しさを胸に、新メンバーで新⼈戦に向け、⽇々の活動を⼤切に
していきたいです。
 

06:54 | 投票する | 投票数(2) | コメント(0)

2017/05/15 【バレーボール部⼥⼦】県総体 組合せ決定  | by:WebMaster

 平成29年度 県総体の抽選会が5⽉11⽇（⽊）に⾏われました。
 試合会場は松⼭東⾼等学校です。

学校紹介 学科・コース ⾏事予定(⽉別・年間) 部活動 進路情報 取り組み ⼊学を希望する⽅へ
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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

6⽉3⽇（⼟）⼀回戦 対 帝京第五⾼等学校（Bコート第3試合）
  ※第１試合開始は10:00

 ⼥⼦バレーボール部は3年ぶりの県総体出場です。南予の強豪校と対戦することになりましたが、相⼿がどこだろう
と⾃分たちの⼒を発揮できるように全⼒を尽くします︕︕
 

10:12 | 投票する | 投票数(2) | コメント(0)

2017/04/27 【⼥⼦バレーボール部】総体中予地区予選の結果  | by:WebMaster

 平成29年度総体中予地区予選が4⽉22⽇(⼟)、23⽇（⽇）にありました。

４⽉２２⽇（⼟）⼀次予選
 １回戦 伊予⾼校 ２（２５―１８、２５―１０）０ ⼩⽥⾼校
 ⼀次代表決定戦 伊予⾼校 ０（１０―２５、１５―２５）２ 松⼭商業⾼校
４⽉２３⽇（⽇）⼆次予選
 ⼆次代表決定戦 伊予⾼校 ２（２５―７、２５―１５）０ 愛媛⼤学附属⾼校

  部員⼀丸となって、３年ぶりに県総体への出場権を獲得することができました。
  県総体に向けてさらなるレベルアップに取り組んでいきます︕︕
 

11:40 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

2017/04/20 【⼥⼦バレーボール部】総体中予地区予選の予定  | by:WebMaster

 平成29年度総体中予地区予選の抽選会が4⽉17⽇（⽉）にありました。
 試合会場は東温⾼校です。

4⽉22⽇（⼟）⼀次予選
 ⼀回戦 対 ⼩⽥⾼等学校（Aコート第２試合）

   ※第１試合開始は１０︓００
  〈勝てば〉 代表決定戦 対 松⼭商業⾼等学校（Aコート第４試合）
  〈負ければ〉⼆次予選へ（抽選）

4⽉23⽇（⽇）⼆次予選及び三次予選
 ※⼀次予選の結果、⼆次予選の結果次第で以後の⽇程は決まります。

 ⼥⼦バレーボール部は２年続けて予選敗退だったので、今年こそ県⼤会に出場できるように全⼒を尽くします︕︕
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