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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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ソフトテニス部（男⼦）
 男⼦ソフトテニス部は、3年⽣11名、2年⽣14名、1年⽣11名で顧問の先⽣の御指導のもと⽇々の練習に取り組んでいます。
 
>>続きを読む

主な活動
 

ソフトテニス部（男⼦）⽇誌

カテゴリ選択 100件

2018/09/20 【ソフトテニス男⼦】県新⼈⼤会中予予選  | by:WebMaster

平成30年度 愛媛県⾼等学校新⼈⼤会ソフトテニス競技中予地区予選会（男⼦）
 
  ○男⼦個⼈戦 

 ９⽉15⽇（⼟）に松⼭中央公園テニスコートで個⼈戦が開催され、本校から７組14名が出場しました。その中で
次の２組４名が、中予地区代表として新⼈県⼤会への出場権を獲得しました。

 
  後藤  亮 ・ 難波江 ⽣磨     ⼩⾒⼭ 典久 ・ 櫛延 勇喜
 
  ○男⼦団体戦

 団体戦は、翌16⽇（⽇）に空港東第四公園庭球場で開催され、⽣徒たちは集中⼒を切らさずよく頑張り続け３位
⼊賞を果たしました。団体戦でも新⼈県⼤会への出場権を獲得したので、活躍できるように指導していきたいと思
います。対戦成績は次のとおりです。

 
＜ １回戦 ＞ 伊予 ３ー０ 済美平成
＜準々決勝＞ 伊予 ２ー１ 松⼭東
＜ 準決勝 ＞ 伊予 ０ー２ 済美    【第３位】
 
応援してくださった⼈たちに感謝します。ありがとうございました。
新⼈県⼤会は、今治市営スポーツパークテニスコートで、１１⽉３⽇（⼟）に個⼈戦、１１⽉４⽇（⽇）に団体戦
が開催されます。応援よろしくお願いします。

 
 （写真） 男⼦団体戦のメンバー（第３位）

 

12:23 | 投票する | 投票数(4) | コメント(0)

2018/08/28 【ソフトテニス男⼦】⾼校ソフトテニス夏季県⼤会結果  | by:WebMaster

  第２７回⾼等学校ソフトテニス夏季⼤会 県⼤会 ソフトテニス競技（男⼦）
 
  ○男⼦団体戦
 団体戦は８⽉２２⽇（⽔）に松⼭中央公園テニスコートで開催され、本校は予選リーグで南宇和に2-1で勝ちました
が、新居浜⼯業に0-3で負け、１勝１敗（２位）となりました。南宇和⾼校には県総体でのリベンジを果たせました
が、決勝トーナメントには進出できませんでした。
 本校選⼿たちは、補助員としてコート整備などの⼤会運営でもその役割をよく果たしました。
 応援してくださった⼈たちに感謝します。ありがとうございました。
 
（写真） 男⼦団体戦（対南宇和戦）の様⼦
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2018/08/21 【男⼦ソフトテニス部】夏季⼤会中予地区予選結果  | by:WebMaster

  第27回⾼校ソフトテニス夏季⼤会中予地区予選 ソフトテニス競技（男⼦）
 
  ○男⼦個⼈戦 
 ８⽉９⽇（⽊）に松⼭中央公園テニスコートで個⼈戦が開催され、本校から７組14名が出場しました。その中で代表
決定戦（３回戦）に２組４名が進出しましたが、いずれも敗れ県⼤会への出場権を逃しました。
 
  ○男⼦団体戦
団体戦は、翌10⽇（⾦）に同テニスコートで開催され、本校は予選リーグで、優勝した済美⾼校に敗れて２位となり、
２位トーナメントでは全勝して、総合で５位⼊賞を果たし、団体戦では県⼤会への出場権を獲得しました。対戦成績は
次のとおりです。
 
   ＜予選リーグ＞

  伊予０ー３ 済美
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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

 伊予２ー１ 松⼭⻄ ・・・ 予選リーグ２位
   ＜２位トーナメント＞

  １回戦
   伊予 ２ー０ 松⼭北

 決 勝
   伊予 ２ー０ 愛⼤附属 ・・・ 総合５位 

 
 応援してくださった⼈たちに感謝します。ありがとうございました。県⼤会は松⼭中央公園テニスコートで、８⽉22
⽇（⽔）の団体戦に出場します。応援よろしくお願いします。
（写真） 男⼦団体戦の試合の様⼦（第５位）

 
 
 

13:57 | 投票する | 投票数(5) | コメント(0)

2018/07/18 【ソフトテニス男⼦】国体⼀次予選会  | by:WebMaster

平成30年度国⺠体育⼤会⼀次予選会ソフトテニス競技（男⼦）
 
○男⼦個⼈戦
 ７⽉14⽇（⼟）に松⼭中央公園テニスコートで平成30年度国⺠体育⼤会⼀次予選会が開催され、本校から３ペアが
出場しました。
 
【１回戦】

  後藤亮・難波江⽣磨4-0⽯倉・兵藤（愛⼤附属）
 藤尾⼀稀・池内活希4-0吉⾒・吉野（松⼭北）
【２回戦】

  ⼩⾒⼭典久・櫛延勇喜1-4⼭本・岡（松⼭⼯業）
 後藤亮・難波江⽣磨4-1福島・濱⽥（宇和島東）
 藤尾⼀稀・池内活希0-4久保⽥・菅原（南宇和）
【３回戦】

  後藤亮・難波江⽣磨1-4蔵本・上中（新⽥）
 
 ３年⽣引退後、初の公式戦に国⺠体育⼤会の出場権をかけて３ペアが臨んだ。１年⽣ペアは、公式戦初勝利を飾
り、２年⽣ペアは３回戦まで進出し、昨年度より良い結果を収めたが、まだまだ不⼗分な所も多いと感じたので、こ
れからさらに成⻑させていきたい。
 また、本校⽣徒は補助員として、コート整備やスタンドのゴミ拾いなど、⼤会運営においてもよく活動してくれて
いた。保護者の⽅々をはじめ、応援してくださった⼈たちに感謝します。ありがとうございました。これからも応援よ
ろしくお願いします。
 
（写真）３回戦へ進出した後藤・難波江ペア
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2018/06/18 【ソフトテニス部】県総体結果  | by:WebMaster

  ○男⼦個⼈戦 
 ６⽉２⽇（⼟）に空港東第四公園テニスコートで個⼈戦が開催され、本校から３年⽣２組４名が出場しました。
 
【１回戦】

 ⽵内 ⼤翔・冨原 湧⽃ ２ - ４ 永居・⼩野（新居浜⼯）
⼤森 勇維・⼤⻄ 巧真 ２ - ４ ⼭本・⻑⽥（宇和島東）
 
  ○男⼦団体戦
 団体戦は翌３⽇（⽇）に松⼭中央公園テニスコートで開催され、本校は１回戦で南宇和に０-3で敗れ、四国⼤会へ
の出場は果たせませんでした。
 
 ３年⽣にとっては最後の⼤会になってしまいましたが、皆ベストを尽くして戦うことができました。応援してくだ
さった⼈たちに感謝します。ありがとうございました。
 
（写真） 男⼦団体戦の様⼦
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2018/06/07 【ソフトテニス男⼦】県総体結果  | by:WebMaster

○ 男⼦個⼈戦 
 ６⽉２⽇（⼟）に空港東第四公園テニスコートで個⼈戦が開催され、本校から３年⽣２組４名が出場しました。
 
【１回戦】

 ⽵内 ⼤翔・冨原 湧⽃ ２?? 永居・⼩野（新居浜⼯）
⼤森 勇維・⼤⻄ 巧真 ２?? ⼭本・⻑⽥（宇和島東）
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○ 男⼦団体戦
 団体戦は翌３⽇（⽇）に松⼭中央公園テニスコートで開催され、本校は１回戦で南宇和に０??で敗れ、四国⼤会へ
の出場は果たせませんでした。
 ３年⽣にとっては最後の⼤会になってしまいましたが、皆ベストを尽くして戦うことができました。応援してくださ
った⼈たちに感謝します。ありがとうございました。
 
（写真） 男⼦団体戦の様⼦
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2018/04/24 【ソフトテニス（男⼦）】中予地区総体  | by:WebMaster

○ 男⼦個⼈戦 
 ４⽉２１⽇（⼟）に松⼭中央公園テニスコートで個⼈戦が開催され、本校から１０組２０名が出場しました。その
中で次の２組４名が、県総体への出場権を獲得しました。
 
 ⼤森 勇維・⼤⻄ 巧真 【ベスト１６】 
 ⽵内 ⼤翔・冨原 湧⽃
 
○ 男⼦団体戦
 団体戦は、翌22⽇（⽇）に空港東第四公園テニスコートで開催され、シード校の本校は、２回戦で松⼭北に１-１の
３番勝負で、ファイナルゲームの末３-７で惜しくも敗れました。県総体には出場できるので、練習でさらに技を研
き、県総体では１つでも多く勝ち進みたいと思います。
 
 応援してくださった⼈たちに感謝します。ありがとうございました。
 県総体は個⼈戦が６⽉２⽇（⼟）-３⽇（⽇）に、団体戦が６⽉３⽇（⽇）-４⽇（⽉）に開催されます。
 場所は、６⽉２⽇（⼟）は空港東第四公園テニスコート、６⽉３⽇（⽇）・４⽇（⽉）は松⼭中央公園テニスコー
トです。応援よろしくお願いします。
 
（写真） 男⼦個⼈戦

 ⼤森・⼤⻄ペア【ベスト１６】
 

 ⽵内・冨原ペア
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2017/11/07 【ソフトテニス部男⼦】H29愛媛県⾼等学校新⼈県⼤会（男⼦）  | by:WebMaster

  ○男⼦個⼈戦 
１１⽉３⽇（⾦・祝）に今治市営スポーツパークテニスコートで個⼈戦が開催され、本校から３組６名が出場しまし
た。対戦成績は次のとおりです。
 
【１回戦】 ⼤森勇維・⼤⻄巧真 １ - ４○ 神野・明⽐（今治北）
       吉野陵⽮・⽵内⼤翔 ○４ - １ 眞鍋・⿑藤（新居浜⻄）
       ⽥中奨⼤・冨原湧⽃ ０ - ４○ 井⼾・⾼⽊（新居浜⼯）
【２回戦】 吉野陵⽮・⽵内⼤翔 １ - ４○ ⼤⻄・津川（済美）
 
  ○男⼦団体戦
団体戦は、翌４⽇（⼟）に同テニスコートで開催され、本校は残念ながら１回戦で敗退しました。
 
   ＜１回戦＞ 伊予 １ - ２○ ⼋幡浜⼯業

  
応援してくださった⼈たち、⾞で送迎をしていただいた保護者の皆様に感謝します。ありがとうございました。
来シーズンに向けて技術⼒・メンタル⼒に磨きをかけていきたいと思います。今後とも、応援をよろしく
お願いします。
 
（写真） 男⼦個⼈戦の吉野・⽵内ペア（２回戦）
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2017/09/14 【ソフトテニス部男⼦】新⼈⼤会中予地区予選会  | by:WebMaster

 平成29年度 愛媛県⾼等学校新⼈⼤会ソフトテニス競技中予地区予選会（男⼦）の報告をいたします。

○男⼦個⼈戦
 9⽉9⽇（⼟）に松⼭中央公園テニスコートで個⼈戦が開催され、本校から10組20名が出場しました。その中
で次の3組6名が、中予地区代表として新⼈県⼤会への出場権を獲得しました。
⽥中 奨⼤・冨原 湧⽃
吉野 陵⽮・⽵内 ⼤翔
⼤森 勇維・⼤⻄ 巧真

○男⼦団体戦
 団体戦は、翌10⽇（⽇）に空港東第四公園庭球場で開催され、本校は3位⼊賞を果たし、団体戦でも新⼈県⼤
会への出場権を獲得しました。対戦成績は次のとおりです。
＜２回戦＞ 伊予 ３―０ 松⼭東
＜準決勝＞ 伊予 ０―２ 済美 【第３位】

 応援してくださった⼈たちに感謝します。ありがとうございました。
 新⼈県⼤会は、今治市営スポーツパークテニスコートで、11⽉3⽇（⾦）に個⼈戦、11⽉4⽇（⼟）に団体戦が開催
されます。応援よろしくお願いします。

（写真） 男⼦団体戦のメンバー（第3位）
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2017/08/22 【ソフトテニス部男⼦】第26回⾼等学校ソフトテニス夏季⼤会県⼤会  | by:WebMaster

○男⼦個⼈戦
 8⽉5⽇（⼟）に今治市営スポーツパークテニスコートで個⼈戦が開催され、本校から2組4名が出場しました。その
中で、吉野陵⽮・⽵内⼤翔ペアがベスト8、⽥中奨⼤・冨原湧⽃ペアがベスト16となり、ともに県新⼈⼤会の出場権を
獲得しました。

【１回戦】
吉野陵⽮・⽵内⼤翔 ４ - ０ 清⽔・平野（宇和島東）
⽥中奨⼤・冨原湧⽃ ４ - ３ 増本・⽵⽥（南宇和）

【２回戦】
吉野陵⽮・⽵内⼤翔 ４ - １ 柚⼭・渡邉（今治北）
⽥中奨⼤・冨原湧⽃ ４ - １ 眞鍋・鈴⽊（新居浜⼯）

【３回戦】
吉野陵⽮・⽵内⼤翔 ４ - １ 増本・⻲岡（済美）
⽥中奨⼤・冨原湧⽃ ３ - ４ 神野・明⽐（今治北）･･･ベスト16県新⼈⼤会出場

【準々決勝】
吉野陵⽮・⽵内⼤翔 ０ - ４ 児⽟・上中（新⽥）･･･ベスト8県新⼈⼤会出場

○男⼦団体戦
 団体戦は翌6⽇（⽇）に同テニスコートで開催され、本校は予選リーグで⻄条に0 - 3で敗れ、三瓶には3 - 0で勝ちま
したが、1勝1敗（2位）となり、決勝トーナメントへの進出は果たせませんでした。応援してくださった⼈たちに感謝
します。ありがとうございました。

（写真）男⼦個⼈戦の吉野・⽵内ペア（ベスト８ 県新⼈⼤会出場）
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2017/08/09 【ソフトテニス部男⼦】第26回⾼校ソフトテニス夏季⼤会中予地区予
選 

 |
by:WebMaster

○男⼦個⼈戦 
 ８⽉２⽇（⽔）に松⼭中央公園テニスコートで個⼈戦が開催され、本校から１０組２０名が出場しました。その中
で次の２組４名がベスト16以内に⼊り、県⼤会への出場権を獲得しました。
 
【ベスト８】⽥中 奨⼤・冨原 湧⽃
【ベスト16】吉野 陵⽮・⽵内 ⼤翔
 
○男⼦団体戦
 団体戦は、翌３⽇（⽊）に同テニスコートで開催され、本校はベスト４⼊賞を果たし、団体戦でも県⼤会への出場
権を獲得しました。対戦成績は次のとおりです。
 
＜予選リーグ＞伊予２-１済美平成，伊予３-０松⼭東
＜準決勝＞伊予０-２済美
＜３位決定戦＞伊予０-２松⼭北
 
 応援してくださった⼈たちに感謝します。ありがとうございました。
 県⼤会は今治市営スポーツパークテニスコートで、８⽉５⽇（⼟）に個⼈戦、８⽉６⽇（⽇）に団体戦が開催され
ます。応援よろしくお願いします。

（写真） 男⼦団体戦のメンバー（第３位）
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2017/07/11 【ソフトテニス男⼦】平成29年度 国⺠体育⼤会⼀次予選会  | by:WebMaster

○男⼦個⼈戦 
 7⽉8⽇（⼟）に松⼭中央公園テニスコートで平成29年度 国⺠体育⼤会⼀次予選会の個⼈戦が開催され、本校から3
ペアが出場しました。

【１回戦】
⼤森勇維・⼤⻄巧真 ２ - ４ 井野・⽥中（⼋幡浜⼯）
吉野陵⽮・⽵内⼤翔 ４ - ３ ⼭本・砂⽥（南宇和）
⼭本理貴・冨原湧⽃ ３ - ４ ⽩⽯・松⽊（今治⻄）

【２回戦】
吉野陵⽮・⽵内⼤翔 ３ - ４ ⾼橋・渡辺（新居浜⻄）

 3年⽣引退後、初の公式戦に国⺠体育⼤会の出場権をかけて3ペアが臨みました。ファイナルゲームまでもつれ込む
接戦が多く、集中⼒や気⼒の⾼まりが必要でした。吉野・⽵内ペアが2回戦へ進出したものの、ファイナルゲームの
末、惜しくも敗退しました。
 実戦で得られた経験と敗因をよく分析した上で、今後の練習に⽣かしていかなければ技術の向上は難しいと思いま
した。
 保護者の⽅々をはじめ、応援してくださった⼈たちに感謝します。ありがとうございました。これからも応援よろ
しくお願いします。

（写真） 男⼦個⼈戦の⼭本・冨原ペア（１回戦）
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2017/06/21 【ソフトテニス部男⼦】四国⼤会結果報告  | by:WebMaster

○男⼦個⼈戦
 6⽉18⽇（⽇）に⼤神⼦病院しあわせの⾥テニスセンター（徳島県徳島市）で四国⼤会の個⼈戦が開催され、本校か
ら3年⽣の前⽥有登・杉⼭敬也ペアが出場しました。

【１回戦】 前⽥有登・杉⼭敬也 １―４ 久乗・内海（尽誠学園）

 ⾹川の強豪校である尽誠学園との戦いは、格上の相⼿から1ゲームを奪ったもののゲームの流れを引き寄せることが
できず、1回戦で惜しくも敗退しました。県総体後も四国⼤会に向けて毎⽇練習していた3年⽣ペアにとっては最後の
⼤会になりましたが、四国の強豪とベストを尽くして戦うことができ、得るものも⼤きかったと思いました。
 壮⾏会をはじめ、応援してくださった⼈たちに感謝します。ありがとうございました。今後は1･2年⽣の新チーム
で、再スタートしますが、これからも応援よろしくお願いします。

（写真） 男⼦個⼈戦の前⽥・杉⼭ペア（四国⼤会１回戦）

https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo9wiixst-170#_170
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9%E9%83%A8%E7%94%B7%E5%AD%90%E3%80%91%E7%AC%AC26%E5%9B%9E%E9%AB%98%E6%A0%A1%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9%E5%A4%8F%E5%AD%A3%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E4%B8%AD%E4%BA%88%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E4%BA%88%E9%81%B8%E3%80%80 https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo9wiixst-170#_170'), '_blank');
javascript:void window.open('http://www.facebook.com/share.php?u='+encodeURIComponent('https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo9wiixst-170')+'&t='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9%E9%83%A8%E7%94%B7%E5%AD%90%E3%80%91%E7%AC%AC26%E5%9B%9E%E9%AB%98%E6%A0%A1%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9%E5%A4%8F%E5%AD%A3%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E4%B8%AD%E4%BA%88%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E4%BA%88%E9%81%B8%E3%80%80'), '_blank');
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=joqh0oo9p-170#_170
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9%E7%94%B7%E5%AD%90%E3%80%91%E5%B9%B3%E6%88%9029%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%80%80%E5%9B%BD%E6%B0%91%E4%BD%93%E8%82%B2%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E4%B8%80%E6%AC%A1%E4%BA%88%E9%81%B8%E4%BC%9A https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=joqh0oo9p-170#_170'), '_blank');
javascript:void window.open('http://www.facebook.com/share.php?u='+encodeURIComponent('https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=joqh0oo9p-170')+'&t='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9%E7%94%B7%E5%AD%90%E3%80%91%E5%B9%B3%E6%88%9029%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%80%80%E5%9B%BD%E6%B0%91%E4%BD%93%E8%82%B2%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E4%B8%80%E6%AC%A1%E4%BA%88%E9%81%B8%E4%BC%9A'), '_blank');
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=joyag36lp-170#_170
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9%E9%83%A8%E7%94%B7%E5%AD%90%E3%80%91%E5%9B%9B%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E7%B5%90%E6%9E%9C%E5%A0%B1%E5%91%8A https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=joyag36lp-170#_170'), '_blank');
javascript:void window.open('http://www.facebook.com/share.php?u='+encodeURIComponent('https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=joyag36lp-170')+'&t='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9%E9%83%A8%E7%94%B7%E5%AD%90%E3%80%91%E5%9B%9B%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E7%B5%90%E6%9E%9C%E5%A0%B1%E5%91%8A'), '_blank');


 

14:20 | 投票する | 投票数(6) | コメント(0)

2017/06/07 【ソフトテニス部男⼦】県総体結果報告  | by:WebMaster

男⼦個⼈戦
 6⽉3⽇（⼟）に空港東第四公園テニスコートで個⼈戦が開催され、本校から3年⽣4組8名が出場しました。
 その中で、前⽥有登・杉⼭敬也ペアがベスト１６に⼊り、四国⼤会への出場権を獲得しました。

【１回戦】
伊東⻯⽣・渡部豊⼀ ３ - ４ ⽊村・⻑⽥（宇和島東）
森⽥⼤夢・尾場瀬勇介 ３ - ４ 新⾕・⽥中（宇和島東）
⽥中智章・岡 恵⼤ ４ - ０ ⾼橋・⻄垣（三島）
前⽥有登・杉⼭敬也 ４ - ３ ⽥窪・垣添（今治東）
【２回戦】
⽥中智章・岡 恵⼤ ０ - ４ 上⼝・清家（宇和島東）
前⽥有登・杉⼭敬也 ４ - ３ 尾崎・尾崎（新居浜⾼専）
【３回戦】
前⽥有登・杉⼭敬也 ３ - ４ 神野・村上（今治北）・・・ベスト１６（四国⼤会出場）

男⼦団体戦
 団体戦は翌４⽇（⽇）に松⼭中央公園テニスコートで開催され、本校は１回戦は新居浜⻄に２ - １で勝ちま
したが、２回戦は⻄条に０ - ２で敗れ、四国⼤会への出場は果たせませんでした。３年⽣にとっては最後の⼤
会になった者もいますが、皆ベストを尽くして戦うことができました。
 応援してくださった⼈たちに感謝します。ありがとうございました。

 四国⼤会は個⼈戦が６⽉１８⽇（⽇）に、⼤神⼦病院しあわせの⾥テニスセンター（徳島市）で開催されます。応
援よろしくお願いします。

（写真） 男⼦個⼈戦の前⽥・杉⼭ペア（ベスト１６ 四国⼤会出場）
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2017/05/02 【ソフトテニス部（男⼦）】中予地区総体  | by:WebMaster

男⼦個⼈戦
 4⽉22⽇（⼟）に松⼭中央公園テニスコートで個⼈戦が開催され、本校から14組28名が出場しました。その
中で次の4組8名がベスト16以内に⼊り、県総体への出場権を獲得しました。

【ベスト8】 ⽥中智章・岡 恵⼤ ／ 前⽥有登・杉⼭敬也
【ベスト16】 伊東⻯⽣・渡部豊⼀ ／ 森⽥⼤夢・尾場瀬勇介

男⼦団体戦
 団体戦は、翌23⽇（⽇）に空港東第四公園テニスコートで開催され、本校は1回戦松⼭⻄に2―1で、2回戦は
松⼭北に2―1で勝ち、準決勝では済美に0―2で敗退しましたが、第3位（ベスト4）で県総体への出場を決めま
した。集中⼒を切らさず、接戦を粘りで競い勝つ良い試合でした。

 応援してくださった⼈たちに感謝します。ありがとうございました。
 県総体は個⼈戦が6⽉3⽇（⼟）〜4⽇（⽇）に、空港東第四公園テニスコートで、団体戦が6⽉4⽇（⽇）〜5⽇
（⽉）に松⼭中央公園テニスコートで開催されます。応援よろしくお願いします。

（写真） 男⼦団体戦のメンバー（第3位）
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2017/03/28 【ソフトテニス部（男⼦）】春季⼤洲近県ソフトテニス⼤会  | by:WebMaster

 3⽉18⽇（⼟）〜20⽇（⽉）に⼤洲市平野総合運動公園内テニスコートで⾏われた、第6回春季⼤洲近県ソフトテニ
ス⼤会に出場しました。
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〈部員の感想より〉
 3⽇間の合宿を終えて、技術⾯だけでなく、メンタル⾯にも課題が⾒つかった。今回⾒つかった⾃分に⾜りな
いところを、総体までに乗り越え、笑顔で終わりたい。やらずに後悔するより、やって後悔したい。

（2年・M）
 ⼤洲での3⽇間はとても貴重な経験となりました。春の総体までに、⾃分の課題を解決していけるように、練
習に取り組んでいきたいと思います。

（2年・F）
 どうすれば勝つことができるのか、試⾏錯誤を繰り返した3⽇間だった。苦しいときこそ「声」を出し、ペア
を信じることが⼤切だと⾝をもって知った3⽇間だった。

（2年・S）

 数多くの試合を⾏う中で、どの選⼿もそれぞれに課題を⾒つけ、⼼⾝ともに鍛錬することができました。総体まで
の残りわずかな時間を⼤切に、今後もチーム⼀丸となって頑張ります。
 なお、今回の遠征でも、移動のための⾞出しなど様々な⾯で保護者の⽅々に御協⼒いただきました。ありがとうご
ざいました。来年度も引き続き、応援よろしくお願いします。
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2017/03/13 【ソフトテニス部（男⼦）】３⽉の練習予定  | by:WebMaster

 ３⽉の練習予定をお知らせします。

４⽇（⼟）…午後練習（伊予⾼校にて）
８⽇（⽔）…⾃主練習（場所と時間は調整中）
９⽇（⽊）…⾃主練習（場所と時間は調整中）
１１⽇（⼟）…午前練習（伊予⾼校にて）
１２⽇（⽇）…午前練習（伊予⾼校にて）
１８⽇（⼟）〜２０⽇（⽉）…春合宿（⼤洲平野テニスコートにて）

＊新⼊⽣（中学⽣）の皆さんへ＊
 男⼦ソフトテニス部への⼊部を希望する⼈は、練習の⾒学に来てもかまいません。ただし、必ず保護
者の⽅と⼀緒に来るようにしてください。
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2017/03/03 【ソフトテニス部（男⼦）】卒業⽣を送る会  | by:WebMaster

 3⽉1⽇、卒業証書授与式の後に「卒業⽣を送る会」を⾏いました。保護者の⽅々や、1・2年⽣部員が⾒守る中、卒
業⽣が⼀⼈⼀⼈、⾃分の思いを語ってくれました。
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《1・2年⽣の感想より》
卒業する先輩⽅の姿を⾒て、去年の結果に追いつき追い越そうという決⼼をすることができました。全ての
⽅々への感謝を胸に、「伊予⾼ここにあり」という試合を必ずします。

（2年・T）
3年⽣の話を聞いて、これから総体まで時間は少なく、気持ちを⼊れ直して取り組んでいかなければいけないと
⼼から思いました。先輩たちも⾔ってくれたように、後悔はしたくないので、⼀分⼀秒を無駄にせずに頑張っ
ていきます︕

（2年・S）
⼀⽇⼀⽇の部活を⼤切にしようと思いました。2年⽣として、最後の⼤会まで時間が無い中で、これからできる
ことを最⼤限して、先輩⽅が残してくださった戦績の上にいけるように頑張りたいと思います。

（2年・M）
先輩⽅の話の中で⼀番印象に残っているのは、「今していることに無駄なことはない」というキャプテンの⾔
葉です。⽇々の練習の積み重ねにこそ意味があるということだと思いました。

（1年・O）

 卒業⽣の皆さんは、「⼩さなことにベストを尽くす」⼼意気の⼤切さを、まさに背中で語ってくれる頼もしい先輩
でした。卒業後も、それぞれが新たなステージで活躍してくれることを期待しています。
 また、部員の送迎や応援など、これまで保護者の⽅々には様々な場⾯で御協⼒いただきました。本当にありがとう
ございました。
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2017/01/10 【ソフトテニス部（男⼦）】愛媛県選抜ソフトテニス⼤会  | by:WebMaster

 12⽉25⽇（⽇）に愛媛県総合運動公園体育館で⾏われた、愛媛県選抜ソフトテニス⼤会に団体戦で出場しました。

 1回戦で今治北⾼校に1―2で敗れ、残念ながら四国⼤会の出場権は得ることができませんでした。

《出場選⼿の感想より》
今回の⼤会では、⾃分の納得のいく試合ができませんでした。結果を気にして⾃分のプレーができませんでし
た。⾃分のやってきたことが出せないのは⼀番悔しいです。練習で⾃分にもっと厳しくして、最後の春の⼤会
では堂々としたプレーで悔いのない試合にしたいです。

（2年・W）
あのような⼤舞台で、改めて「声」と「気持ち」の⼤切さがわかりました。残された時間を無駄にせず、春の
総体では「やりきった」と⾔えるプレーをするために頑張っていきます。

（2年・O）
今回の試合で、⾃分たちの課題が何なのかはっきり知ることができました。春の総体では先輩たちを越えるこ
とができるように、努⼒していきたいです。

（2年・I）

 来年度まで残された時間は僅かですが、悔いの残らないように⽇々の練習を積み重ねていきたいと思います。部員
⼀同、精⼀杯がんばります。応援ありがとうございました。
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2016/11/17 【ソフトテニス部（男⼦）】新⼈⼤会・愛媛県⼤会  | by:WebMaster

 11⽉5・6⽇に、今治市営スポーツパークテニスコートで⾏われた、ソフトテニス新⼈県⼤会に出場しました。試合
結果は以下の通りです。

〈個⼈戦〉
⽥中・渡部 1―4 宇和島東（新⾕・⽥中）
⼭本・⽵内 0―4 ⼤洲（藤⽥・久保）
前⽥・杉⼭ 4―3 ⼤洲（⻄⼭・中津）
      0―4 新⽥（藤原・渡部）

〈団体戦〉
１回戦  伊予 2―1 ⼤洲
２回戦  伊予 2―1 吉⽥
準々決勝 伊予 0―2 済美

 個⼈戦は２ペアが１回戦敗退、１ペアが２回戦敗退、そして団体戦はベスト８という結果でした。今回の反省を必
ず次に⽣かし、⾃分への「⽢え」をなくして、今後の練習に励みたいと思います。また、今⼤会への参加にあたっ
て、部員の送迎や応援等、様々な場⾯で保護者の⽅々に御協⼒いただきました。本当にありがとうございました。
 次回の⼤会は、愛媛県総合運動公園・体育館で⾏われます。コ-トの状況も戦い⽅も変わるため、体育館での早朝練
習にも取り組みます。次の⼤会では、「伊予⾼ ここにあり︕」という試合ができるよう、今後も部員⼀丸となって
頑張ります。
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2016/07/21 【ソフトテニス部（男⼦）】四国総体を終えて  | by:WebMaster

 6⽉18・19⽇に⾹川県営テニス場で⾏われた、四国総体に出場しました。結果は以下の通りです。

個⼈
伊予（森⼭・東）３―４⾼知⼯業
団体
伊予０―３⾼瀬（⾹川県）

 残念ながら団体はインターハイ出場を逃しましたが、試合で学んだことを⽣かして、部員全員⼀丸となり、次の試
合に向けて⽇々の練習に取り組んでいこうと思います。
 また、個⼈では森⼭・東ペアが岡⼭県で⾏われるインターハイに出場します。引き続き、応援よろしくお願いしま
す。
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2015/08/10 【ソフトテニス部（男⼦）】インターハイに参加して  | by:WebMaster

試合⽇ 7⽉29⽇（⽔）
場所 奈良県⽴橿原公苑明⽇⾹庭球場
戦績
 福島平⼯ 3―4 ○
 ⼤阪⼤宮 4―0 ×

 インターハイの舞台はとても緊張しました。しかし、2⼈で何とか1勝した時はものすごくうれしかったです。2回戦
で負けてしまいましたが、優勝したペアと試合ができ、最⾼の経験ができたと思います。
 インターハイで学んだことを今後も⽣かしていきたいです。
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2015/07/15 【ソフトテニス部（男⼦）】国体中予地区予選に出場して  | by:WebMaster

 6⽉27⽇（⼟）、28⽇（⽇）に国体中予地区予選が⾏われ、出場しました。部員⼀⼈⼀⼈が試合を通して改善してい
く点を⾒つけることができました。森⼭・東ペアが準優勝を果たし、7⽉18⽇（⼟）に⾏われる国体愛媛県予選に出場
を決めました。

＜決勝＞森⼭・東 3―4 済美

 これから夏本番、暑い⽇が続きますが、これからの試合に向け、部員⼀同全⼒で取り組みます。
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2015/06/15 【ソフトテニス部（男⼦）】県総体を終えて  | by:WebMaster
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 私たち男⼦ソフトテニス部は、6⽉6⽇（⼟）、7⽇（⽇）、8⽇（⽉）の3⽇間にわたり、県総体団体戦、個⼈戦を⾏
いました。結果は以下の通りです。

個⼈戦 ベスト4決め
伊予（⼤⻄・東）1―4宇和島東

団体戦
伊予3―0川之江
伊予2―1新居浜⻄
伊予2―1新居浜東
伊予0―2済美

 個⼈戦では、⼤⻄・東ペアが念願のインターハイ出場を決定し、団体戦では、四国⼤会へ出場できることになりま
した。部員全員、⼀丸となり、この流れを受け継ぎ、⽇々の練習に取り組んでいこうと思います。
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