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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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愛媛県教育委員会⾼校教育課 -
学校の魅⼒化の取組
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剣道部
 剣道部です。４⽉に７名の１年⽣が⼊部し、新たなスタートを切りました。「明るく、楽しく、強くなる」をモットーに
⽇々の練習に励んでいます。今年度は、昨年度以上の成績を残せるように、がんばっていきたいです。

 

主な活動
〔27年度の主な成績〕

　県総体中予地区予選

　　女子団体　１回戦　伊予５―０愛大付属　　２回戦　伊予０―５済美

　　男子団体　１回戦　伊予０―３聖陵

　県総体

　　女子団体　１回戦　伊予０―２西条　

　　男子団体　１回戦　伊予１―３宇和島南

　新人大会中予地区予選

　　女子団体　１回戦　伊予（本数勝ち）松東　２回戦　伊予０―２松北

　　　　　　　※女子は１人少ない４人で戦いました。

　　男子団体　１回戦　伊予０―２聖陵

　　女子個人　２名が県大会に出場しました。

 
>>続きを読む

剣道部⽇誌

カテゴリ選択 100件

2018/05/31 【剣道部】⽇々鍛錬 31  | by:WebMaster

クリックしていただくとご覧になれます。
 
剣道・⽇々鍛錬 31.pdf
 

07:04 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0)

2018/05/15 【剣道部】⽇々鍛錬 30  | by:WebMaster

クリックしていただくとご覧になれます。
 
剣道・⽇々鍛錬 30.pdf
 
 

12:07 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0)

2018/03/26 【剣道】⽇々鍛錬29  | by:WebMaster

クリックしていただくとご覧になれます。
 
剣道・⽇々鍛錬 29.pdf
 

11:09 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0)

2018/03/06 【剣道】⽇々鍛錬28 第43回⼩松剣道優勝⼤会  | by:WebMaster

クリックしていただくとご覧になれます。
 
剣道・⽇々鍛錬 28.pdf
 

08:33 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0)

2018/01/09 【剣道】⽇々鍛錬27 - １・２年⽣⼤会に参加しました -  | by:WebMaster

クリックしていただくとご覧になれます。
  

剣道・⽇々鍛錬 27
 

18:29 | 投票する | 投票数(0) | 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

2018/01/09 【剣道】⽇々鍛錬26 -始動-  | by:WebMaster

 今年の部活動としての初稽古は、愛媛県武道館で。松⼭商、松⼭⼯との合同稽古からスタートです。

 

18:20 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0)

2017/12/27 【剣道】⽇々鍛錬25 松⼭商業との稽古会  | by:WebMaster

 12⽉24⽇（⽇）クリスマスイブ、愛媛県武道館で、松⼭商業⾼校と合同稽古を実施しました。
 今年最後の他校との稽古になりました。来年も、がんばりたいと思います。

 
08:33 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0)

2017/12/13 【剣道部】⽇々鍛錬 24 -剣道錬成会-  | by:WebMaster

 丹原⾼校主催の剣道錬成会が12⽉10⽇に東予⾼校で実施され、本校剣道部も参加しました。
【開会式】

 
【錬成試合】
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【閉会式】

 
各参加チームの成績に応じて、賞品をいただきました。賞品として、丹原⾼校園芸科学科が丹精込めた野菜やみかん
を中⼼に、東予⾼校謹製の鉄アレイなどをもらったチームもありました。
 
〈参加校〉
 伊予 今治北 上浮⽳ 松⼭南 丹原 今治明徳 東予 東温 松⼭商業 ⼋幡浜 南宇和 川之⽯ 松⼭城南
 

17:33 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

2017/11/30 【剣道部】⽇々鍛錬23 第38回松前町剣道錬成⼤会  | by:WebMaster

 松前町剣道錬成⼤会に参加しました。⼀昨年度、昨年度と参加することができなかったので、念願がかないました。
⾼校⽣の部は男⼥混合で⾏われました。
 
本校の⼥⼦選⼿。済美⾼校の男⼦選⼿と試合しています。がんばりました。

 
 これも本校の⼥⼦選⼿と済美⾼校の男⼦選⼿。惜しい打ちもありました。

 
準優勝と３位の賞状をいただきました。

 
11:05 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

2017/08/24 【剣道部】剣道・⽇々鍛錬19 - 22  | by:WebMaster

クリックしていただくとご覧になれます。
  

剣道・⽇々鍛錬 19.pdf
剣道・⽇々鍛錬 20.pdf

 剣道・⽇々鍛錬 21.pdf
 剣道・⽇々鍛錬 22.pdf

 
 

19:30 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)
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2017/05/11 【剣道部】⽇々鍛錬18 - 新居浜⾼専で⾏われた錬成会に参加しました
-

 |
by:WebMaster

 5⽉3⽇、4⽇の⼆⽇間、新居浜⾼専で⾏われた錬成会に参加しました。⾼専の4年⽣、5年⽣とも練習試合をすること
ができ、県⼤会に向けて、よい経験になったと思います。

〈新居浜⼯業⾼等専⾨学校〉敷地が広いです。

〈開会⾏事〉

〈男⼦の試合の様⼦〉

〈１⽇⽬の昼⾷〉 参加者全員で⾼専の⾷堂でいただきました。

メニューはカレーとから揚げ。カレーはセルフで盛り放題。これは、普通盛り。

〈⼥⼦の試合の様⼦〉
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12:31 | 投票する | 投票数(2) | コメント(0)

2017/05/02 【剣道部】⽇々鍛錬17 - 県総体中予予選結果 -  | by:WebMaster

 予選の結果は次のとおりです。
 男⼦個⼈ 1⼈が県代表決定戦まで進出しましたが、敗退しました。
 ⼥⼦個⼈ 5⼈が県代表決定戦まで進出しましたが、敗退しました。
 男⼦団体 済美平成に3―0で勝ちベスト8に進出しましたが、0―3で済美に敗れました。団体戦は、県⼤会に出場し
ます。
 ⼥⼦団体 松⼭聖陵に1―0で勝ちベスト8に進出しましたが、代表戦で松⼭商に敗れました。団体戦は、県⼤会に出
場します。

〈試合会場の愛媛県武道館〉

〈試合前の稽古〉

〈男⼦の試合〉

〈⼥⼦の試合〉
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15:00 | 投票する | 投票数(2) | コメント(0)

2017/04/25 【剣道部】⽇々鍛錬16 - 地域の剣道への協⼒-  | by:WebMaster

 23⽇（⽇）に、光武館主催の「伊予地区少年剣道錬成⼤会」に、剣道部員が補助員として協⼒しました。
 最後の後⽚付けまでお⼿伝いをして、運営の⽅々からとても感謝されました。
 剣道部としても、運営上のさまざまな配慮などたくさん勉強させていただきました。

開会式後、試合前に参加選⼿が光武館館⻑の先⽣の指導で素振りをしています。

補助員をしています。時計係りと記録係。

伊予農の剣道部員も⼀緒に補助員をしました。

 

15:24 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

2017/04/25 【剣道部】⽇々鍛錬15 - 練習試合に⾏きました-  | by:WebMaster

 総体予選まで2週間となった４⽉１３⽇（⼟）に、済美平成中等教育学校に練習試合に⾏きました。
 試合に向けて、貴重な時間を持つことができました。

〈済美平成中等教育学校〉 桜がまだきれいでした。

合同稽古 素振り︕素振り!素振り

合同稽古 剣道の基本の切返し
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⼥⼦の試合 中⼼を攻めて⼀本を狙います。

男⼦の試合 激しい⾯の打ち合い

試合後の地稽古 試合で⾒つけた課題を今⼀度確認

済美平成の先⽣より指導をいただきました。

 

07:38 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0)

2017/03/15 【剣道部】⽇々鍛錬14 〜⼩松剣道優勝⼤会に参加しました〜  | by:WebMaster

 今年度の締めくくりとして、3⽉5⽇（⽇）⻄条市東予体育館で開催された⼩松剣道優勝⼤会に参加しました。

（開会式の様⼦）

（結果）
〈男⼦団体〉
5⼈制ですが、部員のけがによる⽋場等のため、3⼈での参加となりました。

１回戦
伊予 1―2 ⼸削商船⾼専
 初戦敗退ですが、次鋒・副将の不戦敗以外の試合をしたところは、1勝2分けで勝ち越しました。引き
分けのところも、勝ちにつながるチャンスはあったと思うので、さらに努⼒したいと思います。

〈⼥⼦団体〉
3⼈制でＡ・Ｂの２チームで参加しました。Ｂチームは1年⽣⼆⼈で参加しました

１回戦
伊予Ａ 1―0 三島Ｂ
 相⼿の⽋員のための不戦勝に助けられての⾟勝でした。
伊予Ｂ 1―0 三島Ａ
 互いに⼆⼈のチーム同⼠の対戦でした。先⽅の⼀本勝ちで初戦突破です。
２回戦
伊予Ａ 0（代表勝ち）0 今治⻄Ａ
 双⽅1本も取れず代表戦へ。代表戦1本勝負となり、⾯返し胴で取りました。
伊予Ｂ 0―2 松⼭北Ａ
 先鋒が引き分けましたが、優勝候補に及びませんでした。
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準々決勝
伊予Ａ 0―2 宇和島東Ａ
 優勝したチームに⼒及びませんでした。さらに稽古を積んでがんばりたいと思います。

（試合の様⼦）

 

12:45 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

2017/01/17 【剣道部】⽇々鍛錬13〜１・２年⽣⼤会〜  | by:WebMaster

 新年最初の⼤会となる1･2年⽣⼤会に参加しました。1年団体は、男⼦はけがで団体が組めず棄権、⼥⼦は1⼈少ない
状態で、今治⻄Aと戦いましたが残念ながら敗れました。
 1年個⼈・2年個⼈は、6⼈が初戦を突破しましたが、いずれも次の試合で敗れてしまいました。
 ある程度成果も⾒られましたが、課題も多く⾒つかりました。さらに稽古を重ねて、課題を克服し、春までに成⻑
しておきたいと思います。

 

14:14 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0)

2017/01/16 【剣道部】⽇々鍛錬12〜新年の稽古会〜  | by:WebMaster

 1⽉8⽇、済美平成中等教育学校での稽古会に参加しました。
 翌⽇は、1・2年⽣⼤会です。各校と気合の⼊った練習試合をすることができました。
 参加校は、済美平成、松商、松⼯、愛附、松⼭城南、東温、伊予でした。
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11:36 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

2016/11/22 【剣道部】⽇々鍛錬11〜県新⼈⼤会結果〜  | by:WebMaster

⼥⼦個⼈戦
 1年⽣⼥⼦が1名出場しました。1回戦川之江⾼校の選⼿に2―0で勝ちましたが、2回戦第１シードの選⼿に
0―2で敗れました。
⼥⼦団体
 1回戦今治北に2―2の本数勝ちで⾟勝。2回戦は、気合いを⼊れなおして臨みました。第2シードで今⼤会を
制した済美に、健闘しましたが、0―3で敗れました。上位16チームに⼊ったので、選抜⼤会の愛媛県予選会に
出場する権利を獲得しました。
男⼦団体
 故障によるドクターストップ等で⼆⼈が⽋場し、3⼈での戦いとなりました。2回戦5⼈の東予⾼校に3―2で
勝ちました。⼈数の⾜りない中、全員の気持ちで得た勝ちでした。3回戦は、新⽥⾼校に健闘しましたが、0―4
で敗れました。上位16チームに⼊ったので、選抜⼤会の愛媛県予選会に出場する権利を獲得しました。
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2016/11/02 【剣道部】⽇々鍛錬10〜新⼈⼤会中予予選結果報告〜  | by:WebMaster

 10⽉30⽇（⽇）愛媛県武道館で実施された、新⼈⼤会中予予選に参加しました。

〈男⼦結果〉
個⼈戦 県⼤会出場はできませんでした。
団体戦

1回戦 伊予１（本数勝ち）１松東
2回戦 伊予０-４新⽥ （※⼀応中予でベスト８）

 多くの課題が⾒つかりました。団体は県⼤会に出場できるので、勝ちを⽬指してがんばります。

〈⼥⼦結果〉
個⼈戦 1年⽣1名が、予選突破して、県⼤会出場を決めました。
団体戦 伊予１-２松⼭聖陵 団体は、県⼤会に出場できます。

 ⼥⼦チームも多くの課題が⾒つかりました。県⼤会に向けてがんばりたいと思います。
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2016/09/29 【剣道部】⽇々鍛錬９〜宮窪剣道⼤会に参加しました〜  | by:WebMaster

 ⽂化祭翌⽇の9⽉22⽇、今治市宮窪町（しまなみ海道を渡った⼤島）で開催された宮窪剣道⼤会に参加しました。粘
って勝てた試合もあり、勝てるものを落とした試合もあり、⽇ごろの稽古の⼤切さを痛感しました。これらをよい反
省材料として、新⼈⼤会に向けてがんばっていきたいと思います。

⾼校⽣男⼦団体 １回戦 伊予１（代表勝ち）１東予⾼
         ２回戦 伊予１-４今治精華Ａ

https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo239o8q0-188#_188
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E5%89%A3%E9%81%93%E9%83%A8%E3%80%91%E6%97%A5%E3%80%85%E9%8D%9B%E9%8C%AC11%E3%80%9C%E7%9C%8C%E6%96%B0%E4%BA%BA%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%80%9C https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo239o8q0-188#_188'), '_blank');
javascript:void window.open('http://www.facebook.com/share.php?u='+encodeURIComponent('https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo239o8q0-188')+'&t='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E5%89%A3%E9%81%93%E9%83%A8%E3%80%91%E6%97%A5%E3%80%85%E9%8D%9B%E9%8C%AC11%E3%80%9C%E7%9C%8C%E6%96%B0%E4%BA%BA%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%80%9C'), '_blank');
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo9lobf1r-188#_188
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E5%89%A3%E9%81%93%E9%83%A8%E3%80%91%E6%97%A5%E3%80%85%E9%8D%9B%E9%8C%AC10%E3%80%9C%E6%96%B0%E4%BA%BA%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E4%B8%AD%E4%BA%88%E4%BA%88%E9%81%B8%E7%B5%90%E6%9E%9C%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%80%9C https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo9lobf1r-188#_188'), '_blank');
javascript:void window.open('http://www.facebook.com/share.php?u='+encodeURIComponent('https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo9lobf1r-188')+'&t='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E5%89%A3%E9%81%93%E9%83%A8%E3%80%91%E6%97%A5%E3%80%85%E9%8D%9B%E9%8C%AC10%E3%80%9C%E6%96%B0%E4%BA%BA%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E4%B8%AD%E4%BA%88%E4%BA%88%E9%81%B8%E7%B5%90%E6%9E%9C%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%80%9C'), '_blank');
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=joudhtpy6-188#_188
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E5%89%A3%E9%81%93%E9%83%A8%E3%80%91%E6%97%A5%E3%80%85%E9%8D%9B%E9%8C%AC%EF%BC%99%E3%80%9C%E5%AE%AE%E7%AA%AA%E5%89%A3%E9%81%93%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E3%81%AB%E5%8F%82%E5%8A%A0%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%9C https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=joudhtpy6-188#_188'), '_blank');
javascript:void window.open('http://www.facebook.com/share.php?u='+encodeURIComponent('https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=joudhtpy6-188')+'&t='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E5%89%A3%E9%81%93%E9%83%A8%E3%80%91%E6%97%A5%E3%80%85%E9%8D%9B%E9%8C%AC%EF%BC%99%E3%80%9C%E5%AE%AE%E7%AA%AA%E5%89%A3%E9%81%93%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E3%81%AB%E5%8F%82%E5%8A%A0%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%9C'), '_blank');


⼥⼦（⾼校・⼀般）団体 １回戦 伊予Ａ１（代表負け）１今治南

⼥⼦団体（⾼校・⼀般）１回戦 伊予Ｂ２-１松⼭商業Ｂ
           ２回戦 伊予Ｂ０-３新居浜市剣道連盟
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2016/08/26 【剣道部】⽇々鍛錬８〜夏合宿〜  | by:WebMaster

 8⽉13⽇〜15⽇、松⼭商業⾼校剣道部主催の夏合宿に参加してきました。厳しく⾟い稽古の連続でしたが、他校の選
⼿ともお互いに⽀えあいながら、乗り切ることができました。
 ⾃分の限界をひとつ乗り越えられたように感じています。この成果を、今後の部活動に⽣かしていきたいと思いま
す。
 果てしなく続く︖基本の素振り稽古の写真です。折れそうになる⼼を懸命に⽀えあいながら、がんばりました。

 先⽣の教えに真剣に⽿を傾けました。全員の少しでも強くなりたいという強い気持ちを感じました。

 防具をつけると、とんでもない暑さが選⼿を苦しめます。お互いに励ましあいながら、稽古を続けました。
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2016/08/18 【剣道部】⽇々鍛錬７〜愛媛県レディース剣道⼤会〜  | by:WebMaster

 8⽉7⽇（⽇）愛媛県レディース剣道⼤会に参加しました。2年⽣のAチーム、1年⽣のBチームの2チーム出場しまし
た。⼤学⽣や社会⼈チームとの対戦もあり、とてもいい経験をすることができました。

Aチームの成績
伊予⾼ 0-1 聖カタリナ⼤学B
伊予⾼ 2-0 新居浜東⾼ （予選リーグ敗退）
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Bチームの成績
伊予⾼ 1-2 丹原町剣道連盟
伊予⾼ 1（本数負け）1 松⼭商⾼A （予選リーグ敗退）

 両チームとも決勝トーナメントに進むことはできませんでしたが、⼀本を取り合う試合となりました。次につなが
る試合ができたと思います。
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2016/07/01 【剣道部】⽇々鍛錬６  | by:WebMaster

県総体結果報告
男⼦団体1回戦 伊予2-0今東  2回戦 伊予0-5南宇和
⼥⼦団体1回戦 伊予1-2南宇和

 男⼥とも南宇和⾼校に破れてしまいました。新⼈⼤会では打倒南宇和を⽬指してがんばります。
 ３年⽣の先輩⽅お疲れ様でした。本当によく部をリードしてくれたと思います。
 これからは、進路決定に向けてのがんばりを応援していきたいと思います。
 先輩⽅も、今後の剣道部の活動の応援をよろしくお願いします。
新チーム始動
 ３年⽣の引退をうけ、新主将のもと新チームが始動しました。
 男⼥の主将とも、しっかり部を引っ張っていく強い気持ちを新たにしています。
 １年⽣は、新主将にしっかりとついて⾏ってほしいと思います。
 明るく、楽しく、強くなる。伊予⾼剣道部がんばります。
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2016/06/06 【剣道部】⽇々鍛錬５〜県総体壮⾏会〜  | by:WebMaster

 県総体を前に壮⾏会が⾏われ、主将が⼒強く⼀戦必勝の決意を述べました。全校⽣徒の声援をいただき、伊予⾼の
代表として誇りを持って戦うという気持ちを新たにしました。
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 顧問の先⽣、熱⼼に指導してくださる地域の先⽣、これまで⽀えてくれた保護者への感謝の気持ちを忘れず、全⼒
で戦ってきます。
 

16:09 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0)

2016/05/30 【剣道部】⽇々鍛錬４ 〜練習試合・済美平成〜  | by:WebMaster

 済美平成中等教育学校で、練習試合をしました。県総体1週間前の最後の練習試合です。
 本番に向けて気⼒を充実させると同時に、他校選⼿とも交流を深め、健闘を誓い合いました。

写真は、練習試合終了後の他校選⼿との地稽古の様⼦です。

〈参加校〉
済美平成中等教育学校
松⼭⻄中等教育学校
東温⾼等学校
伊予農業⾼等学校
伊予⾼等学校

 

10:17 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

2016/05/25 【剣道部】⽇々鍛錬３〜⼥⼦の試合⽤道⾐を新調しました〜  | by:WebMaster

 ⼥⼦の試合⽤道⾐を新調しました。
 ⽩の道⾐から紺の道⾐へ。きりりと引き締まる⾊合いですがが、伊予の⽂字のピンクが⼥⼦らしさを感じさせま
す。

⾼校名が県名を象徴しているので、あえて「愛媛」の⽂字は⼊れていません。

 

08:00 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0)

2016/05/24 【剣道部】⽇々鍛錬２  | by:WebMaster

 修学旅⾏から帰った２年⽣が練習に復帰しました。

 県総体まで後、２週間ほどとなりました。３年⽣と少しでも⻑く剣道をする時間を共有できるように、残りの⽇々
をがんばっていきたいと思います。
 

16:15 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0)

2016/05/09 【剣道部】⽇々鍛錬１  | by:WebMaster

 ２年⽣が１学期中間考査の発表となり、少し寂しい休⽇の稽古となりました。
 伊予⾼校には、近所にお住まいの警察官OBで、七段の先⽣がボランティアで週数回指導に来てくれています。
 剣道部員も、先⽣の教えを素直に聞いて、それが実践できるよう努⼒をしています。
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 教えを受けていつも思うのは、基本を⼤切にする、⽇々の稽古に⽬的意識を持って真剣に取り組むという当たり前
のことの難しさです。
 感謝の気持ちを忘れずに、⽇々がんばっていきたいと思います。
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2016/05/08 【剣道部】近郊錬成会（春2016）新居浜に参加しました。  | by:WebMaster

 5⽉3⽇、4⽇の2⽇間、新居浜⼯業⾼等専⾨学校で開催された「近郊錬成会（春2016）新居浜」に参加しました。

 多くの⾼校や⾼等専⾨学校（４年⽣・５年⽣の⾼校⽣より年⻑の学⽣を含む）と練習試合を多くこなしました。成
果もありましたが、課題も⾒つかりました。それぞれを踏まえて県総体に備えたいと思います。

〔参加校〕

⼸削⾼専 ⾼知⾼専 広島⾼専 福井⾼専 徳⼭⾼専 松江⾼専 新居浜⾼専
丹⽣⾼校（福井） ⻄条⾼校 ⻄条農業⾼校
松⼭中央⾼校 川之江⾼校 吉⽥⾼校
宇和⾼校 新居浜東⾼校
今治東中等教育学校 伊予⾼校
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