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ハンドボール部(男⼦)
 僕たち男⼦ハンドボール部は、顧問の先⽣のご指導のもと、⽇々ひたむきに練習に取り組んでいます。
ハンドボールは個々の⼒だけでなく、組織⼒が必要とされ、たくさんの戦術がありとても楽しいスポーツです。反⾯、接触
が許されているので、時には激しいぶつかり合いを必要とする、厳しいスポーツでもあります。苦しい事を乗り越えていく
中で、ハンドボールの技術だけでなく⼈間としても成⻑できます。
四国⼤会出場を⽬指し、ベストゲームが出来るように、チーム全員で戦いたいと思います。応援よろしくお願いします。

主な活動
【2018年度】
４⽉２１・２２⽇  ⾼校総体中予地区⼤会
６⽉ ２~ ４⽇  県⾼校総体
６⽉１５~１７⽇  四国⾼等学校選⼿県⼤会
７⽉１４・１５⽇  国体少年男⼥県選⼿選考会
１０⽉２７・２８⽇  ⾼校新⼈中予地区⼤会
１１⽉１７・１８⽇  県⾼校新⼈⼤会
１２⽉２５・２６⽇  県⾼校選抜⼤会愛媛県予選
２⽉ １~ ３⽇  ⾼校選抜⼤会四国地区予選
２⽉ ９・１０⽇  県⾼等学校１年⽣県⼤会

ハンドボール部（男⼦）⽇誌

カテゴリ選択 10件

2018/06/13 【男⼦ハンドボール部】県総体結果  | by:WebMaster

 愛媛県⾼等学校総合体育⼤会ハンドボール競技が６⽉２⽇（⼟）・３⽇（⽇）・４⽇（⽉）に⾏われました。１回戦
は延⻑戦の末勝利したものの、２回戦敗退という結果でした。悔しい結果でしたが、この⼤会で３年⽣は引退です。３
年⽣の皆さん、お疲れ様でした。
 
１回戦 伊予25（5-9 16-12 2-2 2-1）24吉⽥
２回戦 伊予6（2-10 4-7）17松⼭東

 

07:03 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

2018/05/31 【男⼥ハンドボール部】岡⼭遠征  | by:WebMaster

【男⼥ハンドボール部】岡⼭遠征.pdf はPDF形式です。クリックしていただくとご覧になれます。
 
 

07:01 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)
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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

2018/05/11 【男⼥ハンドボール部】県外遠征  | by:WebMaster

 伊予⾼校男⼥ハンドボール部は、４⽉２８⽇（⼟）-３０⽇（⽉）と５⽉３⽇（⽊）?５⽇（⼟）に、連休を利⽤し県
外遠征を⾏いました。
 県外チームとの対戦は、県総体に向け良い練習となりました。遠征で⾒つけた課題や反省点を踏まえ、県総体まで
の１か⽉、チーム⼀丸となり練習に励みたいと思います。

 

 

 

 

09:46 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

2018/05/01 【ハンド部男⼦】⾼校総体中予地区⼤会  | by:WebMaster

 ４⽉２１⽇・２２⽇に⾼校総体中予地区⼤会が⾏われました。
 ⼤会に向け、毎⽇厳しい練習に取り組んできました。１回戦の松⼭南⾼校との試合では、全員が⼀丸となり戦い、
勝利を収めました。準決勝の松⼭⼯業⾼校との試合では、第⼀シード相⼿に全⼒でぶつかりましたが、敗れてしまい
ました。県⾼校総体のシード権を獲得することができませんでしたが、中予地区ベスト４となりました。
 県⾼校総体に向け、悔いの残らないよう、少ない時間を⼤切にしたいです。
 
１回戦 伊予 24（12-6 12-9）15 松⼭南
準決勝 伊予 10（7-12 3-12）24 松⼭⼯業  ☆ベスト４☆
３位決定戦出場決定戦 伊予12（4-5 8-11）16 松⼭北
 

18:32 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

2017/06/01 【ハンドボール部男⼥】５⽉の遠征  | by:WebMaster

 県総体に向け、ゴールデンウィークに⾼知市、5⽉27⽇・28⽇に岡⼭県倉敷市で遠征を実施しました。たくさんのゲ
ームを経験し、男⼥ともに成⻑しました。県総体では6⽉3⽇（⼟）に松⼭市コミュニティセンターにて、男⼦は１回
戦吉⽥⾼校と（15時〜）、⼥⼦は１回戦松⼭東⾼校と（10時〜）対戦します。皆さんの応援をお待ちしています。

⾼知遠征（5⽉3⽇〜5⽇）
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岡⼭遠征（5⽉27⽇・28⽇）

 

14:34 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

2016/06/13 【ハンドボール部（男⼦）】第70回愛媛県⾼等学校総合体育⼤会  | by:WebMaster

 ６⽉４⽇（⼟）に、松⼭市総合コミュニティセンターにおいて、県総体ハンドボール競技１回戦が⾏われました。
本校男⼦部は、松⼭南⾼校と対戦しました。序盤からの劣勢を粘り強く追いつき、延⻑の末、19―-18で勝利を収める
ことができました。
 新チーム発⾜からなかなか勝利に恵まれず、苦しい⽇々が続きましたが、それらが全て報われる瞬間でした。⽀え
てくださった保護者の皆様や、関係者の⽅々に深く感謝いたします。

 

10:37 | 投票する | 投票数(5) | コメント(0)

2016/06/03 【ハンドボール部（男⼦）】岡⼭遠征  | by:WebMaster

 ５⽉２８⽇（⼟）、２９⽇（⽇）に、伊予⾼男⼥ハンドボール部は、岡⼭県倉敷市へ遠征してきました。岡⼭県ベ
ストフォーの倉敷商業⾼校をはじめとする、岡⼭の上位校との対戦は、県総体へ向けての良い練習となりました。
 県総体本番では、全員⼀丸となったプレーで上位進出を⽬指して頑張ります。応援よろしくお願いします。
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ハンドボール部（⼥⼦）と同⼀の記事です。
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