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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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卓球部（⼥⼦）
 私たち⼥⼦卓球部は、顧問の先⽣のご指導のもと、3年⽣4名、1年⽣7名で、⽇々熱⼼に練習に取り組んでいます。

 
 ⼀昨年度末に購⼊していただいた卓球マシーンを使って、各部員は技術⾯の向上が⾒られました。これからも、⼗分に活⽤
して試合にのぞみたいと思っています。⽇々の部活では、部員それぞれの課題の克服や、⽬標の達成に向けた練習メニューを
こなしています。
 室内競技のため、夏の暑い⽬、冬の寒い⽇も天候にかかわらず、活動ができることは、⼤変有り難いことです。
 今年度の総体では、団体戦で「県⼤会初戦突破」を⽬標とし、みんなが切礎琢磨 、私たち3年⽣にとって最後の試合を笑顔
で終われるように⽇々頑張ります。
 諸先⽣⽅、保護者の⽅々や⽀えてくださる全ての⽅々に⼼から感謝し、伊予⾼卓球部での出会いを⼤切にしていきます。

主な活動
 

卓球部（⼥⼦）⽇誌

カテゴリ選択 50件

2018/07/18 【卓球⼥⼦】県総体結果  | by:WebMaster

平成30年度 愛媛県⾼校総体結果（卓球部⼥⼦）
 
 6⽉3⽇（⽇）10時より１回戦、⻄条⾼等学校と熱戦を繰り広げました。本校は前⽇に⾏われたシングルス、ダブルス
に出場した部員はいませんでした。対して、⻄条⾼校は、シングルスで3⼈、ダブルスで1組出場していました。このよ
うに、それぞれの選⼿の⼒では負けていたかもしれません。しかし、⼤会ではシングル５までもつれました。地道に練
習してくれた3年⽣。そしてしっかりと3年⽣といい思い出を作ろうとしてくれた1，2年⽣。２-３で負けてはしまいまし
たが、とても思い出に残るいい試合でした。
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2018/06/06 【卓球部⼥⼦】県総体結果  | by:WebMaster

 6⽉3⽇（⽇）10時より１回戦、2時間にわたって⻄条⾼等学校と熱戦を繰り広げました。前⽇に⾏われたシングル
ス、ダブルスに出場した選⼿はいませんでした。対して、⻄条⾼校は、シングルスで3⼈、ダブルスで1組出場していま
した。総合⼒では分が悪いと思いましたが、⼤会ではシングル５までもつれた激戦でした。それは地道に努⼒した3年⽣
と3年⽣を⽀えてくれた1，2年⽣のおかげでした。試合は２?３で負けましたが、とても感動するいい試合でした。

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

http://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php
https://goo.gl/maps/YydcN
tel:0899849311
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?action=pages_view_main&active_center=search_view_main_center
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=38
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=26
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=31
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=118
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=110
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=38
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=60
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=61
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=62
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=63
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=64
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=65
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=66
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=67
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=68
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=69
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=70
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=71
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=72
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=73
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=74
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=75
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=76
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=77
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=78
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=79
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=80
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=81
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=82
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=83
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=84
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=85
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=86
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=87
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=88
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=89
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=90
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=91
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=33
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=121
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=27
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=122
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?action=common_download_main&upload_id=3452
http://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=23
https://www.ehime-np.co.jp/article/news201804270051
http://koukoukyouiku.esnet.ed.jp/cms/
http://iyo-h.esnet.ed.jp/old/index.htm
https://www.bikita.jp/class/?cl=77c3ad
https://www.pref.ehime.jp/
http://ehime-c.esnet.ed.jp/
http://www.esnet.ed.jp/
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jou0arfq5-169#_169
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E5%8D%93%E7%90%83%E5%A5%B3%E5%AD%90%E3%80%91%E7%9C%8C%E7%B7%8F%E4%BD%93%E7%B5%90%E6%9E%9C https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jou0arfq5-169#_169'), '_blank');
javascript:void window.open('http://www.facebook.com/share.php?u='+encodeURIComponent('https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jou0arfq5-169')+'&t='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E5%8D%93%E7%90%83%E5%A5%B3%E5%AD%90%E3%80%91%E7%9C%8C%E7%B7%8F%E4%BD%93%E7%B5%90%E6%9E%9C'), '_blank');
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo1ek2s0u-169#_169
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E5%8D%93%E7%90%83%E9%83%A8%E5%A5%B3%E5%AD%90%E3%80%91%E7%9C%8C%E7%B7%8F%E4%BD%93%E7%B5%90%E6%9E%9C https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo1ek2s0u-169#_169'), '_blank');
javascript:void window.open('http://www.facebook.com/share.php?u='+encodeURIComponent('https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo1ek2s0u-169')+'&t='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E5%8D%93%E7%90%83%E9%83%A8%E5%A5%B3%E5%AD%90%E3%80%91%E7%9C%8C%E7%B7%8F%E4%BD%93%E7%B5%90%E6%9E%9C'), '_blank');
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=31
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=118
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=110
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=38
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=33
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=121
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=27


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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2018/06/01 【卓球⼥⼦】愛媛県⾼校総体について  | by:WebMaster

平成30年度 愛媛県⾼校総体について（卓球部⼥⼦）
  

 今年度は、久しぶりに団体戦に出場します。場所は砥部町陶街道ゆとり公園体育館にて実施されます。6⽉3⽇
（⽇）10時より１回戦の予定です。対戦相⼿は⻄条⾼等学校です。今までに、⼀度も対戦したことのないチームなの
で不安もありますが、近年まれに⾒る8名もの新⼊部員のパワーをもらって、３年⽣たちとの最後の試合を楽しみたい
と思っています。部員の皆さん全員で⼀つになりましょう。(顧問)
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2018/05/07 【卓球⼥⼦】H30愛媛県総合体育⼤会卓球中予地区⼤会(4/28･29)結果  | by:WebMaster

 団体戦で、やっと県⼤会出場を果たすことができました。また、出場決定後のチャレンジマッチ１回戦では松⼭⻄中
等教育学校に勝利することもできました。シングルス、ダブルスでは善戦しましたが、後⼀歩県⼤会には届きませんで
した。県⼤会は６⽉３⽇(⽇)砥部町陶街道ゆとり公園体育館にて実施されます。
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2017/08/18 【卓球部⼥⼦】平成29年度松⼭卓球選⼿権に参加しました。  | by:WebMaster

 8⽉12⽇・13⽇に⾏われました選⼿権⼤会に参加しました。結果は、県⼤会に1名⼥⼦シングルス出場となりまし
た。9⽉17⽇の県⼤会で少しでも上に⾏けるように、練習に励みます。練習時間となかなか思い通りに打球が⾶ばない
こととのジレンマを抱えています。本当に奥が深い球技です。

（顧問）
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2017/08/18 【卓球部⼥⼦】イベント「⽔⾕隼選⼿と卓球フェスティバル」に参加  | by:WebMaster

 第8回市⺠スポーツフェスタ「⾕隼選⼿と卓球フェスティバル」に卓球部がいきました。本校の選⼿は、残念ながら
⽔⾕、吉⽥の両選⼿とラケットを交えることはできませんでしたが、トークショーと抽選会では男⼦の⽯丸さんが⽔
⾕選⼿からバッグをいただき、サインと握⼿をしてもらいました。部員全員でうらやましく思いました。
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2017/08/18 【卓球部⼥⼦】第44回松⼭市⻑杯に参加しました  | by:WebMaster

 ⼤会では団体戦と個⼈戦シングルスに出場しました。団体戦1回戦では、三島⾼校Bチームと対戦成績3対2で勝ちまし
た。2回戦では、今治南⾼校と対戦成績0対3で乾杯でした。個⼈戦は古⾕だけが、2回戦に勝ち進みました。これからで
す。
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2017/07/21
【卓球部⼥⼦】第10回⾼校⽣オープン⼤洲卓球⼤会個⼈に参加しまし
た

 | by:WebMaster

 先週に引き続き、⼤会の個⼈戦に出場しました。前回の課題に取り組み、それぞれが進歩した⼤会でした。特に、
初⼼者の2名の成⻑は素晴らしいと思いました。これからもベストを尽くせるように、体調管理をしっかりして⼤会に
出場します。

開会式

ダブルス

シングルス
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2017/07/12 【卓球部⼥⼦】第40回⻑浜卓球⼤会に参加しました。  | by:WebMaster

 本校卓球部の男⼥が、去る7⽉9⽇⻑浜町体育館で実施された⼤会に参加しました。ミックスダブルス、⼥⼦ダブル
ス、シングルスに出ました。残念ながら、上位には⼿は届きませんでしたが、全⼒を出してくれました。この夏に、
少しずつ⼤会に慣れ、試合を作れるようになってほしいものです。

（顧問）

開会式

個⼈戦3回戦
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2017/07/06 【卓球部⼥⼦】7⽉以降の⼤会参加予定  | by:WebMaster

 県総体予選終了後、4⼈の部員で練習に励んでいます。1年⽣は初⼼者ですが、まじめで⽇に⽇にうまくなっていま
す。3⼈の経験者たちがうまく引っ張ってくれています。これから出場する以下の⼤会で、⼀つでも多く試合ができる
ことを望んでいます。

（顧問）

7⽉9⽇（⽇）第40回⻑浜卓球⼤会に⼥⼦シングルス、ダブルス、ミックスダブルスに参加します。
 場所:⼤洲市スポーツセンター
7⽉16⽇（⽇）第10回⾼校⽣オープン⼤洲卓球⼤会個⼈の部に参加。シングルス4⼈、ダブルス2組で参加しま
す。
 場所︓⼤洲市総合体育館
7⽉29⽇（⼟）30⽇（⽇）第44回松⼭市⻑杯に出場します。
 場所︓松⼭市コミュニティーセンター体育館:
  29⽇（⼟）団体戦と⼥⼦シングルスの予選会に出場。
  30⽇（⽇）予選会を勝ち抜ければ参加。
8⽉12⽇（⼟）13⽇（⽇）平成29年度松⼭卓球選⼿権⼤会に参加します。
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 場所︓愛媛県総合運動公園体育館
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2017/05/31 【卓球部男⼥】愛顔つなぐえひめ⼤会リハーサル⼤会で活躍しました  | by:WebMaster

 本校卓球部の男⼥が、去る5⽉28⽇松前公園体育館で実施されました「愛顔つなぐえひめ⼤会」でボランティアとし
て、伊予農業⾼校、松⼭商業⾼校の⽣徒の皆さんと活動しました。表彰式では、プレゼンターの介助者としてしっかり
と働いてくれました。

選⼿招集場にて

閉会式準備中

閉会式

閉会式での介助
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2017/05/07 【卓球部⼥⼦】伊予⾼⼥⼦卓球部は中予地区⼤会で全⼒を出しました。  | by:WebMaster

 去る平成29年4⽉29･30⽇に北条スポーツセンター体育館にて、中予地区予選⼤会が開催されました。団体、個⼈
（3ダブルス、6シングルス）に出場しました。残念ながら、団体、個⼈（ダブルス、シングルス）で⼒及ばず県⼤会
出場はなりませんでした。昨年から、この⼤会での勝利を⽬指して練習してきました。部員たちは、最後まで⾃分の
⼒を出し切りました。⼆⼈の3年⽣を送り出し、4⼈の新チームとして選⼿権⼤会予選（8⽉）、新⼈戦中予地区予選
（10⽉）に向け練習に励みます。
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2015/06/10 【卓球部（⼥⼦）】県総体を終えて  | by:WebMaster

 6⽉7⽇(⽇)に砥部町陶街道ゆとり公園体育館にて、県総合体育⼤会卓球競技の部団体戦が⾏われました。
 初戦は松⼭東⾼校で0対3と初戦敗退でした。選⼿の3年⽣たちにはすぐ上の先輩たちがいなくて、4⼈だけで精⼀杯
練習してきたそうです。試合では負けてしまいましたが、1球1球を楽しんでいた姿が印象的でした。先輩⽅お疲れ様
でした。わたしたち、１年⽣7⼈も2年後にいい思い出となるように⼀⽣懸命練習します。
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