
ログイン

〒791-3102
 愛媛県伊予郡松前町北⿊⽥119番地2

 Tel 089-984-9311
 Fax 089-985-0622
   サイト内検索

＞ 部活動＞ ソフトボール部 

メニュー

ホーム
学校紹介
学科・コース
⾏事予定(⽉別・年間)
部活動
陸上競技部
⽔泳競技部
バスケットボール部（男⼦）
バスケットボール部（⼥⼦）
バレーボール部（男⼦）
バレーボール部（⼥⼦）
卓球部（男⼦）
卓球部（⼥⼦）
ソフトテニス部（男⼦）
ソフトテニス部（⼥⼦）
テニス部（男⼦）
テニス部（⼥⼦）
ハンドボール部（男⼦）
ハンドボール部（⼥⼦）
サッカー部
ソフトボール部
柔道部
剣道部
ホッケー部
野球部
演劇部
吹奏楽部
美術部
書道部
写真部
放送・IT部
⽂芸・新聞部
⾃然科学部
茶道部
華道部
⽣活⽂化部
⻘少年⾚⼗字部

進路情報
取り組み
⼊学を希望する⽅へ
Q&A、お問い合わせ、ダウンロード

お知らせ

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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ソフトボール部
 私たちソフトボール部は２年⽣１⼈、１年⽣８⼈、マネージャー１⼈の計１０⼈というギリギリの⼈数ですが、中村先
⽣、⼩泉先⽣のもと⽇々練習に励んでいます。チームの実⼒はまだまだですが、１試合でも多く勝てるようにひとりひとり
が課題をもって取り組むことを⼤切にしています。練習は楽しいことばかりではなく、つらいこともたくさんあるけれど、
仲間とともに励ましあい、精神⾯でも多く成⻑していきたいと思います。
 これからも愛されるチームを⽬標に何事にも感謝の気持ちを持ち、恵まれた環境でソフトボールができる幸せを⽇々⼤切
にしていきます。
 
 

主な活動
 

ソフトボール部⽇誌

カテゴリ選択 10件

2018/06/07 【ソフトボール】ジャイアントキリング︕︕  | by:WebMaster

 私たち、ソフトボール部は6⽉2⽇、3⽇に⾏われた県総体に出場しました。1回戦の内⼦⾼校とは「同じ実⼒を持つ相
⼿」という意識から、より⼀層緊張感のある試合になりました。しかし、雰囲気で圧倒し、コールド勝ちすることがで
きました。
2回戦の相⼿は優勝候補である⻄条⾼校でした。「チャレンジャーでジャイアントキリング」という思いを胸に全員で
全⼒で挑みましたが、⼒及ばず負けてしまいました。しかし、ベンチからの声や気持ちでは相⼿チームに負けていな
かったと思います。また、3ランホームランで点を返すこともできました。今まで以上にチームが⼀つになって最後ま
であきらめず、粘り強い試合ができたと思います。悔いなく終われたのはこれまで私たちを⽀えてくださった、すべ
ての⽅々のおかげです。全⼒でソフトボールができたことに⼼から感謝しています。
※ジャイアントキリング…弱者が強者を倒すこと

 

 

 
 

13:41 | 投票する | 投票数(3) | コメント(0)

2018/06/06 【ソフトボール】いよいよ県総体です︕  | by:WebMaster

 今年度のソフトボール部は3年⽣６⼈、2年⽣１⼈、１年⽣８⼈、マネージャー２⼈、計17⼈という⼈数で、顧問の先
⽣のご指導のもと⽇々練習に励んでいます。1試合でも多く勝てるよう、1⼈1⼈が課題を持って取り組むことを⼤切にし
ています。県総体では最後まで諦めず、⾃分たちにしかできないプレーをして、応援してくださっている⽅々に恩返し
できるようにしたいです。
 
【壮⾏会】 県総体予定

 場所︓東温市総合運動公園
６⽉２⽇（⼟）９︓３０ - 伊予vs内⼦
６⽉３⽇（⽇）１２︓５０ - 伊予vs丹原・⻄条の勝者
６⽉４⽇（⽉）９︓３０ - 準決勝 １１︓３０ - 決勝
 

07:40 | 投票する | 投票数(2) | コメント(0)

2016/06/16 【ソフトボール部】⽩球ダイアリー６  | by:WebMaster

白球ダイアリーはPDF形式です。クリックしていただくとご覧になれます。
 

 

　⽩球ダイアリー６.pdf
 

07:53 | 投票する | 投票数(6) | コメント(0)

2016/06/07 【ソフトボール部】⽩球ダイアリー５  | by:WebMaster
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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

白球ダイアリーはPDF形式です。クリックしていただくとご覧になれます。 

 

　　⽩球ダイアリー５.pdf
 

13:15 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

2016/06/06 【ソフトボール部】⽩球ダイアリー４  | by:WebMaster

白球ダイアリーはPDF形式です。クリックしていただくとご覧になれます。

 
 
 ⽩球ダイアリー４.pdf
 

08:37 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

2016/05/31 【ソフトボール部】⽩球ダイアリー３  | by:WebMaster

白球ダイアリーはPDF形式です。クリックしていただくとご覧になれます。

 

⽩球ダイアリー３.pdf
 

08:46 | 投票する | 投票数(6) | コメント(0)

2016/05/26 【ソフトボール部】⽩球ダイアリー２  | by:WebMaster

白球ダイアリーはPDF形式です。クリックしていただくとご覧になれます。

 ⽩球ダイアリー２.pdf
 

11:49 | 投票する | 投票数(3) | コメント(0)

2016/05/23 【ソフトボール部】⽩球ダイアリーを創刊しました。  | by:WebMaster

白球ダイアリーはPDF形式です。クリックしていただくとご覧になれます。

 
 
　⽩球ダイアリー1.pdf
 

16:09 | 投票する | 投票数(3) | コメント(0)

カテゴリ選択 10件
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