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新人戦-First Game
2020年10月05日

Yesterday, 64K’s first tournament began with a win! Our boys defeated a determined from 
Inokuchi JHS by the score of 2 to 1. It’s a great start to the year and we are hoping for more 
victories. Thank you very much to all the parents for their help, support and encouragement. 
Our next game is on Sunday (10月11日{日}) against Koi/Furuta (己斐・古田中学校) at Gakuin 
(kickoff is 10:20). Please cheer for us!

サッカー部 , 中学

詳細を見る

中学サッカー　新人大会　西区大会（１）
2020年10月04日

　広島学院中学校サッカー部の活動にご声援をいただきありがとうございます。
　10月4日（日）広島市中学校新人サッカー大会の西区大会の予選リーグ１試合目が行われました。
　64期中心のチームとしては初めての大会です。対戦相手は井口中学校でした。
　序盤、相手の高い位置からのディフェンスに苦しめられ、ボールを繋げずピンチを招きますが、ディ
フェンスが粘り失点を防ぎます。前半の中頃から、相手ディフェンスの裏を突けるようになり、２得点。
しかし、後半、３点目が取れず、井口中学校の最後まであきらめない姿勢に苦しめられ、終盤に失点。相
手にセカンドボールを拾われて苦しい展開でしたが、なんとか守り抜き勝利しました。
　試合を通じて、ヘディングや球際の争いに向上が見られ、収穫の多い試合となりました。また、ベンチ
のメンバーも一体となり、声の代わりに一生懸命拍手を送りムードを作ってくれました。２年生も１年生
も一緒になって試合に集中してくれていました。これからも厳しい試合が続きますが、この一体感を大切
にしていきたいと思います。
　本日はたくさんのご声援をいただき、ありがとうございました。

サッカー部

詳細を見る

新人戦　　西区大会
2020年09月29日
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サッカー部 , 中学

詳細を見る

Farewell 63K!
2020年09月24日

茶道部

社会研究部
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生物部
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文芸部

クラブ等活動 その他
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美化委員会

放送委員会
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On Saturday, September 19th, the 中3 boys had their final junior high school game against the 
中2. They will join the high school club next week. We wish them the best of luck.

Also, thanks to the parents of the 63K boys, without whom the much needed support and 
encouragement that every team needs would have been absent. Grazie.

サッカー部 , 中学

詳細を見る

中学サッカー部　西区対抗戦・今後の日程について
2020年07月14日

日頃より、広島学院サッカー部の活動にご理解・ご協力をいただきましてありがとうございます。
練習日に大雨が重なり、練習出来ない状態が続いています。生徒にはすでに連絡をしておりますが、3年
生の西区対抗戦と今後の練習日程につきましてこの場でご連絡させていただきます。ご確認ください。
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サッカー部 , 中学

詳細を見る

Excercise!
2020年03月19日

With no school, no club & lots of free time, I'm sure many students needs things to do. Luckily, 
I sit next to 土屋先生, so here are some good ideas from the JFA for our boys (not only soccer, 
but other students also) to do.
残念ながら、今部活動はできませんが、新学期には、たくさん試合をしましょう！その時、ケガ無く、
サッカーを楽しめるように、下のリフティング練習動画や育成年代向けのコンディショニングプログラム
を活用して、元気に新学期を迎えましょう！（楽しむことが一番大切ですよ！）　　土屋

https://www.jfa.jp/grass_roots/sportsassistyou/?utm_source=jfa&utm_medium=pickup

Please keep a safe distance from others {social distancing} and have fun!!!!

サッカー部

詳細を見る

中学校サッカー部・今後の練習計画について
2020年03月02日
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サッカー部

詳細を見る

サッカー部2020初蹴り・ＯＢ戦
2020年01月04日

あけましておめでとうございます、
今年もよろしくお願いいたします。

新年の始まりとして、今年も１月３日に初蹴り・ＯＢ戦を行いました。
今年は昨年以上にたくさんのＯＢが参加してくれました。
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↓幹事は５０期でした。

↓現役高校サッカー部員との試合をしてくれた若手たちです。

↓参加してくれたＯＢたちです。
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たくさんの参加ありがとうございました。
ピッチの中で旧友との久しぶりの交流、
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みなさんとても楽しそうでした。

今年１年、仕事に学業に研究に、それぞれ頑張って、
また来年の１月３日にお会いしましょう！

追記：
忘れ物です。
子ども用のジャケットがありました、
心当たりがあるかたは学校にご連絡ください。

サッカー部 , 2020年1月

詳細を見る

OB戦・初蹴り
2019年12月09日

ご無沙汰しております。

今年度も初蹴り・ＯＢ戦を行います！
１月３日（木）
９：００から高校生との対抗戦、
その後ＯＢ同士の交流戦となっています。

こちらをご覧になられた方は周りのサッカー部の方々に
連絡をして頂けると幸いです。

みなさまの参加をお待ちしております！
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サッカー部

詳細を見る

広島市中学校新人サッカー大会　３回戦
2019年11月16日

　いつも、広島学院中学校サッカー部をご声援いただき、ありがとうございます。

　11月16日に、広島市中学校新人サッカー大会の３回戦が行われました。対戦相手は二葉中学校でし
た。これまで、粘りのディフェンスで勝ち上がってきましたが、今日も相手の中心選手にスペースを与え
ず、ディフェンス陣が頑張ります。前半に、抜け出した相手に得点された後も、怖がらずにラインを上げ
て、ディフェンスで粘り続けました。そして、後半、Ｉ君がドリブルでゴール前に持ち込み自らシュート
を決めて同点とします。　
　ラストは勝利を狙いに行きました。しかし、その時間帯に逆にゴールを決められ、敗退しました。二葉
中学校は、これまでの試合でも終了間際に得点を挙げて勝ち上がっており、その最後まで戦う姿勢は見事
でした。

　残念ながら、ベスト４に勝ち上がることはできませんでしたが、試合に出られなかった選手と一緒に取
り組んできた、これまでの練習の成果を発揮することはできました。チームの皆で胸を張れる結果だと
思っています。今後は、今大会を振り返って自分たち（監督も含めて）の課題を明確にしたうえで、課題
を克服するための、地道な練習に、また全員で取り組んでいきたいと思います。

　ご声援ありがとうございました。

サッカー部

詳細を見る

広島市中学校新人サッカー大会２回戦
2019年11月10日

　日頃から、広島学院中学校サッカー部にご声援をいただき、ありがとうございます。

　11月10日（日）、広島市中学校新人サッカー大会の広島市大会２回戦が行われました。対戦相手は広
島城北中学校でした。
　試合開始から、激しい球際の攻防の連続でしたが、ひるむことなく戦いました。何度か相手選手の突破
を許し、危ない場面もありましたが、粘り強く体を寄せて前半を守り抜きました。後半には、時にＦＷも
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ディフェンスに参加し、全員で相手の攻撃を防ぎます。城北中学校も、最後まで球際で戦い続けたため、
決定機を作れず、２試合連続のＰＫ戦となりました。
　ＰＫ戦では、昨日に引き続き、強い意志を持って臨み、３－２で勝利して３回戦に進出することができ
ました。

　３回戦は11月16日（土）、庚午中学校の会場で14：45試合開始予定です。対戦相手は二葉中学校で
す。チーム内には試合に出られずに、サポートをしてくれる選手がいること、また、これまで試合で戦っ
てきたライバルがいることを忘れず、責任感を持って３回戦に臨めるように、準備をしていきたいと思い
ます。

サッカー部

詳細を見る

広島市中学校新人サッカー大会１回戦
2019年11月09日

　いつも、広島学院中学校サッカー部にご声援をいただき、ありがとうございます。

　11月9日、広島市中学校新人サッカー大会の広島市大会、１回戦が行われました。対戦相手は、南区３
位の仁保中学校でした。
　試合開始早々に、失点してしまいますが、その後、ディフェンスが落ち着いて対応し、前半終了間際に
Ｈ君の得点により、追いつきます。後半は、チャンスはあるものの得点を奪えず、１－１のまま、ＰＫ戦
となりました。ＰＫ戦ではそれぞれの選手が、強い気持ちを持って決め、ＰＫ戦４－３で勝利し、２回戦
に進出しました。

　２回戦は11月10日（日）、広島城北学園グランドにて、１１：１５試合開始予定です。対戦相手は強
豪！広島城北中学校です。生徒は９：４５集合。２年生は白ストッキングが必要です。解散予定は１３：
００頃となりますので、お弁当が必要です。
　強豪を相手に、磨いてきた球際の争いやヘディングがどこまで通用するのか、楽しみです。また、ベン
チに入れなかった選手も、ボトルの準備や練習のサポートに良く動いてくれました。悔しい思いをしてい
るメンバーがいることを忘れず、勇気をもって試合に臨みたいと思います。

サッカー部

詳細を見る

広島市中学校新人サッカー大会
2019年11月05日

　いつも、広島学院中学校サッカー部にご声援をいただき、ありがとうございます。

　中学２年生（63期）を中心としたチームは、初めての公式戦である、広島市中学校新人サッカー大会に
挑んでいます。先日行われました、西区大会では、決勝戦において、延長戦の末に古田中学校に敗れ、惜
しくも西区２位となりました。この悔しさをバネに、11月からは、広島市大会に挑みます。

　広島市大会、１回戦は、11月9日（土）広大附属会場で、南区３位の仁保中学校と対戦します。キック
オフは13：00。生徒は11：30に会場集合、15：00頃解散となります。この試合に勝利すると、翌日、
広島城北会場で行われます２回戦に進出することができます。試合日程や組み合わせにつきましては、フ
レンドリースポーツのＨＰにて紹介されておりますのでご参照ください。

　攻撃については、まだ多くの課題がありますが、この大会では、基礎となる、ディフェンスにおいて我
慢する、頑張ることを目標とし、少しづつそのレベルを上げてきました。「頑張る」という経験は試合に
出られない選手も含めて、できていると思います。この「頑張り」がどこまで通用するのか楽しみにし
て、大会に挑みたいと思います。

サッカー部

詳細を見る

新人戦ー西区大会　決勝戦
2019年10月22日
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Today the Gakuin boys beat their rivals Kogo JHS 2-0 in a well fought match.
Our next game will be Sunday, October 27th, 2019 at Kogo JHS {10月27日(日)- 会場：庚午中学
校}
Kick Off: 11:40
Please come and cheer for us!!!!

サッカー部

詳細を見る

広島市中学校新人サッカー大会　西区大会２
2019年09月23日

　広島学院中学校サッカー部をいつもご声援いただき、ありがとうございます。
　台風の影響が心配されましたが、本日、広島市中学校新人サッカー大会の予選リーグ２試合目が実施さ
れました。
　広島学院は、井口台中学校に６－０で勝利いたしました。試合に出場出来ない生徒も、チームを良くサ
ポ－トし、試合に出場した選手は、最後まで、いい加減なプレーをすること無く、控え選手の分まで、頑
張ってくれました。
　次の試合は、10月22日（祝）の10：20から広島学院で行われます。対戦相手は庚午中学校です。次の
試合までの期間で、今回確認した課題をクリアできるように、全員で練習していきたいと思います。

サッカー部

詳細を見る

広島市中学校新人大会　西区大会
2019年09月23日

　いつも、広島学院サッカー部に応援をいただき，ありがとうございます。
　本日予定されている、広島市中学校新人サッカー大会、西区大会の予選リーグは、気象警報が発令され
ていたため、予定よりも、１時間遅れて開催されることとなりました。広島学院の試合は11：20開始と
なります。
　昨日は、63期中心のチームでの初戦を勝利でスタートすることができました。本日も、昨日同様、良い
試合ができるように、登録メンバーも、ベンチに入れなかったメンバーも、共に、良い準備していきたい
と思います。

サッカー部

詳細を見る

令和１年度広島中学校新人サッカー大会
2019年09月18日

Here is the schedule for the 西区大会 starting this weekend. Please come and cheer for us!!!
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サッカー部

詳細を見る

第９８回全国高校サッカー選手県大会 広島県大会
2019年08月30日

更新が少なくてすみません。
題名にあります通り、お正月に行われている
全国高校サッカー選手権の予選が始まります。

学院の１回戦は9月1日(日）になります。

日時：　9月1日(日） 14:30 キックオフ
場所：　基町高校
対戦：　総合技術高校（三原市）
※会場に保護者用の駐車場はありません。
　必ず公共交通機関をご利用下さい。

お時間ありましたら、応援をよろしくお願いいたします！

サッカー部 , 2019年9月 , 高校

詳細を見る

21日（日）試合中止
2019年07月21日

おはようございます。
本日予定されていた高校サッカー部の試合は
「大雨警報」のため中止となります。
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サッカー部 , 高校

詳細を見る

Next Game: June 1st, 2019
2019年05月26日

Today the Gakuin JHS soccer club won 3 to 1. The boys will advance to the next round of the 
city tournament.
The game will be at 五日市中学校 on ６月１日 at 9:30 in the morning. Please come and cheer for 
us.

サッカー部

詳細を見る

中学校サッカー選手権広島市大会
2019年05月21日

　広島学院中学校サッカー部にいつもご声援をいただきありがとうございます。
　いよいよ、広島市中学校サッカー選手権大会の広島市大会が近づいてきました。本日は、広島市大会の
組み合わせが決定しましたので、お知らせいたします。
　１回戦の対戦相手は、安佐北区３位の広島中等教育学校です。
　５月２６日（日）１１：１５から、広島学院グランドにてキックオフとなります。
　中間試験後、すぐの試合となりますが、良い準備をして、試合に臨みたいと思います。
　トーナメント表も完成次第、後日掲載いたします。

サッカー部
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詳細を見る

Gakuin Advances!
2019年05月01日

With their 3 to 1 victory today over 井口中学校, the Gakuin boys will advance to the Hiroshima 
City Tournament (広島市大会). The boys took third place in 西区 today. The City Tournament will 
begin on May 19th.
Please come and cheer us on.

サッカー部

詳細を見る

First Game, First Victory
2019年04月21日

Today Gakun defeated Koi Ue 6 to 0 at Gakuin ground. The boys gained a well deserved victory 
and have two more group games.
The next two games are Koi Ue JHS:
4月28日(日) vs 井口台・崇徳　KO: 13:00
4月29日(月) vs 古田中　KO: 13:00

サッカー部

詳細を見る

大会スケジュール
2019年04月12日
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Please come and cheer for us!!!

サッカー部

詳細を見る

高校サッカー20190330
2019年03月31日

60期生、今年も河川敷にて戦ってきました(笑)
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2試合連戦の後、雨！が降っているにもかかわらず、ミーティングしています。

夜の勉強会。

Page 18 of 105

2020/11/17



みんな熱心にやっています。
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サッカー部 , 高校

詳細を見る

初蹴り・ＯＢ戦
2019年01月08日

遅ればせながら、あけましておめでとうございます。
本年も広島学院中学・高校サッカー部をよろしくお願いします。

１月３日に毎年恒例の初蹴り・ＯＢ戦を行いました。
今年もたくさんのＯＢがいい汗をかいて、２０１９年をスタートしました。
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懐かしい再会も多くあり、
久しぶりの学院グラウンドでのサッカーを楽しみました。

毎年１月３日９：００から現役vsＯＢでスタートしています、
来年も皆様の参加をお待ちしております。

※下は当日の忘れ物になります。
左上から時計回りに、
ネックウォーマー、Ｔシャツ、ソックス、ウィンドブレーカー（パンツ）です。
心当たりのある方はご連絡下さい。

Page 22 of 105

2020/11/17



サッカー部 , 2019年1月

詳細を見る

２０１９年 初蹴り・ＯＢ戦のお知らせ
2018年12月25日

お知らせが遅くなりました。

今年度も初蹴り・ＯＢ戦は行います！
１月３日（木）
９：００から高校生との対抗戦、
その後ＯＢ同士の交流戦となっています。

連絡が遅くなってしまいましたので、
これ見た方は周りの方に連絡をして頂けると幸いです。

みなさまの参加をお待ちしております！
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（今年はこんなに集まって頂けました、新年もぜひ！）

サッカー部 , 2019年1月

詳細を見る

広島市中学校新人サッカー大会　市大会３
2018年11月19日

　広島学院サッカー部にいつもご声援をいただきありがとうございます。
　11月17日（土）、広島市中学校新人サッカー大会の２回戦が行われました。試合開始から、対戦相手
の福木中学校に押し込まれる展開でしたが、ディフェンスが粘り強く対応し、オフェンスも前回の試合の
経験を生かして相手ディフェンスの裏を突くことに成功して先制、さらにセンターバック、I君のロング
シュートで加点。後半も集中力を失うことなく、セカンドボールを拾い続けて加点し、4－0で勝利しまし
た。
　１回戦から１週間の間に、試合に出られない選手たちの協力もあって、練習で課題を修正することがで
きました。チーム全体としての成長を感じた試合でした。次の試合に向けても、課題を修正し、成長を続
けていきたいと思います。
　次の試合（３回戦）の対戦相手は城北中学校。11月24日（土）五日市中学校会場で、9：30試合開始
予定です。

サッカー部

詳細を見る

広島市中学校新人サッカー大会　市大会２
2018年11月12日

　広島学院中学サッカー部にご声援をいただき、ありがとうございます。
　本年度の広島市中学校新人サッカー大会１回戦、広島学院中学校は、城南中学校と対戦し、０－０なが
らも、PK戦に勝利して、２回戦に進出しました。
　11月17日（土）、２回戦の対戦相手は、東区１位の福木中学校です。試合会場は、己斐上中学校、
１３：００試合開始予定です。１回戦の試合で出た課題を、練習で確認し、次の試合に向けて準備してい
きたいと思います。
　また、１年生が参加した、井口台中学校との合同チームは、残念ながら１－８で五日市中学校に敗れま
した。強豪チームとの対戦の経験は、今後の練習に対する意識を高めてくれるものと思います。

サッカー部

詳細を見る

広島市中学校新人サッカー大会　広島市大会
2018年11月06日

　広島学院サッカー部をご声援いただき、ありがとうございます。
　平成30年度の、広島市中学校サッカー新人大会において、広島学院中学校サッカー部は、西区３位で広
島市大会への出場権を獲得いたしました。
　11月10日（土）から、広島市大会が始まります。
　11月10日（土）の１回戦の対戦相手は、安佐南区２位の城南中学校です。
　試合会場は、城南中学校で、11:15試合開始予定となっております。
　なお、城南中学校は、駐車場所が少ないため、応援の際には、お乗り合わせいただき、車の台数を減ら
していただくか、公共交通機関（JR可部線等）をご利用ください。お車でお越しの場合には、東門（裏門
＝大きな通りに面していない方の入り口）から校内にお入りください。ご迷惑をお掛けいたしますが、よ
ろしくお願いいたします。
　さらに、広島学院と井口台中学校の合同チームも、西区5位で、広島市大会への出場権を獲得しており
ます。合同チームには、広島学院の１年生８名が参加しております。
　合同チームの1回戦は、同じく11月10日（土）、対戦相手は佐伯区１位の五日市中学校です。
　試合会場は、五日市中学校で、11：15試合開始予定となっております。
　五日市中学校に駐車スペースはありますが、学校前の道路が狭いため、お気をつけてお越しください。
　２チームが同時に試合をすることになってしまいましたが、どちらのチームも、市内の強豪相手に、恐
れることなく戦えるように、準備していきたいと思います。
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サッカー部

詳細を見る

Another Victory
2018年10月27日

Today the Gakuin JHS Soccer Club had a big 9 to 0 win. This is the end of the group stage and 
we hope to advance to the City Tournament.
Tomorrow's　game (10月28日) 3位決定戦 will be at 学院中学校.　学院's game begins at 9AM (朝9
時キックオフ). Pleae come and cheer for us!

サッカー部

詳細を見る

Busy Weekend
2018年10月09日

It was a busy weekend for soccer at Gakuin. The junior high school boys had two games in two 
days. Not only did the Gakuin team have this, but the Inokuchi-dai & Gakuin combined team 
also. After two games, Gakuin has four points (a draw with Kogo JHS & a win over Koi-Ue JHS), 
while the Inokuchi-dai & Gakuin combined team has 6 points (wins over Koi JHS and Kanon 

JHS). Both teams are in good positions for October 28th, when the Nishi-ku decides the five 
teams that advance to the City Tournament.

Both teams have games on October 21st at Kogo JHS. Please come and cheer for us.

サッカー部

詳細を見る

平成30年度広島市中学校新人サッカー大会
2018年09月26日

Here is the schedule for the 西区大会 starting next month on October 7 (日). Please note that 
Gakuin has four games before the 決定戦 on October 28 (日), and the combined 井口・学院中学
校 team (this team has six 学院 players) has three games. Please come and cheer us on!!!

サッカー部

詳細を見る

Schedule for City Tournament
2018年05月25日
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Here are the brackets for the City Tournament.

サッカー部

詳細を見る

City Tournament
2018年05月23日

Gakuin's first game in the Hiroshima City Tournament will be on Sunday, May 27 at Hiroshima 
Gakuin (５月２７日｛日｝－広島学院グラウンド). The Kickoff (KO) will be at 11:30. The opposing 
team will be Gion Higashi (祇園東中学校). Please come and cheer for us.  

サッカー部

詳細を見る

広島市中学校サッカー選手権大会・西区大会 
2018年04月22日

広島市中学校サッカー選手権大会・西区大会 has finished at Gakuin.
Here are Gakuin’s results
Date Place Kickoff 相手Team Result
4/22(日) 学院中学校 10:20 己斐中学校 WIN   3-0
4/28(土) 庚午中学校 9:00 崇徳中学校 WIN   6-0
4/29(日) 己斐上中学校 11:40 井口中学校 WIN   1-0
5/3 (木) 学院中学校 10:20 観音中学校 WIN   5-0
5/4 (金) 学院中学校 11:40 庚午中学校 LOSS 0-2
Gakuin finished second in the tournament and will participate in the Hiroshima City Tournament 
starting on the last weekend of May. We will upload the date, time, opposing team and place 
when it become available.
Please come and cheer us on!!

サッカー部

Page 26 of 105

2020/11/17



詳細を見る

新人大会１回戦
2018年01月13日

広島県高等学校サッカー新人大会１回戦が本日行われ、
学院は４－０で１回戦を突破しました！

明日１４日（日）に２回戦となります。
会場は修道高校、対戦相手は観音高校となります。
県内の強豪校との対戦です、
お時間がありましたら、応援をお願いします！

※来場の際は公共交通機関も利用してください。
　自家用車の場合はできる限り乗り合わせのうえ、ご来場下さい。

2018年1月 , サッカー部 , 高校

詳細を見る

２０１８年初蹴り・ＯＢ戦
2018年01月10日

長らく更新しない間に年を越してしまいました、
本年もよろしくお願いいたします。
１月３日に毎年恒例の初蹴り・ＯＢ戦が行われました。
今年もたくさんの卒業生が集まりました。
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プレー中の写真を撮りそこねましたが、
大学で現役でプレーしているものから６０過ぎの方々まで、
久しぶりに集まる仲間たちとのサッカーを楽しんでいました。

初蹴り・ＯＢ戦は毎年１月３日、
９：００から高校生との対抗戦、
その後ＯＢ同士の交流戦を行っています。
みなさまの参加をお待ちしております。

2018年1月 , サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　新人大会　西区決勝　市大会組合せ
2017年11月09日

　11月４日（土）広島市中学校サッカー新人大会　西区大会の決勝が行われました。
　今回もたくさんのご声援をいただき有難うございました。
　決勝の対戦相手は庚午中学校でした。試合は庚午中学校に主導権を握られます。見事なミドルシュート
で先制され、さらに左クロスから追加点を許し、前半０－２でリードされます。後半、少しずつトップの
I君にボールが入るようになり攻撃の形が作れるようになり、コーナーキックのこぼれ球をセンターバッ
クのI君が押し込んで１点を返します。時間は残り少なくなりましたが、選手は最後まで諦めることなく
攻め続け、後半ロスタイム、ラストプレーで左サイドのH君が押し込み、同点！。延長戦に持ち込みま
す。残念ながら延長後半に決勝点を奪われ２－３で敗れましたが、最後まで諦めない姿勢は立派でした。
次の目標に向けて自信にしてもらいたいと思います。

　広島学院は西区２位となり、広島市大会に進出します。１回戦は１１月１１日（土）１０：００から、
場所は庚午中学校グランド、対戦相手は国泰寺中学校です。この試合に勝利すると、翌日（１２日）
１４：３０から、場所は中等教育学校グランド、対戦相手は船越中学校と可部中学校の勝者です。まずは
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初戦で、チームとして戦い、自分たちの力を発揮できるように、練習を通じて準備していきたいと思いま
す。
保護者の皆様：
庚午中学校会場の駐車場が一杯になると、駐車をお断りする場合があります。その場合には学校周辺の有
料駐車場をご利用いただくことになります。ご迷惑をお掛けするかもしれませんが、ご理解ください。も
しも、乗り合わせが可能な場合には、乗り合わせていただき、車の台数を減らしていただけると幸いで
す。（第１試合ですのでおそらく駐車は可能ではないかと思われますが･･･）

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　新人戦　西区大会　３・４
2017年10月30日

　10月28日（土）29日（日）広島市中学校新人サッカー大会の西区大会予選リーグが行われました。
　雨の中にもかかわらず、たくさんのご声援をいただき、ありがとうございました。
　61期を中心とする広島学院は、井口中学校、己斐上中学校と対戦しました。
　井口戦では、相手の粘り強いディフェンスに苦しみ、なかなか得点を奪えませんでしたが、前半終了間
際にFWのＩ君がボレーで決めて先制。その後は、GKのT君を中心に、ディフェンス陣が集中力を途切ら
せることなく１点を守りきり、１－０で勝利しました。翌日の己斐上戦も、ゲームの主導権を握りながら
もなかなか得点を奪えませんでしたが、前半終了間際にFWのF君がスピードを生かしてボールを奪い得
点。後半も終了間際に、左MFのH君が２得点、さらに左サイドバックのK君のクロスから右MFのK君が決
め。４－０で勝利しました。
　予選では4勝0敗でリーグ1位となり、西区大会の決勝戦に進出しました。次の試合は11月４日（土）
11:40から、庚午中学校と決勝戦を戦います。場所は庚午中学校です。次の試合も自分たちの力を発揮で
きるように、準備して臨みたいと思います。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　新人西区大会　２
2017年10月14日

　10月14日（土）広島学院にて、広島市中学校新人サッカー大会、西区大会の予選リーグ２試合目が行
われたました。
　本日もたくさんのご声援をいただき、有難うございました。
　広島学院の２試合目の対戦相手は古田中学校でした。試合開始から積極的なディフェンスで、試合の主
導権を握ります。前半、左サイドのＨ君が前線でボールを奪い、冷静に決めて先制。ボランチのＨ君の豪
快なミドルシュート、さらに、コーナーキックからＦＷのＩ君が頭で決め、前半３－０とします。
　後半は、相手ＤＦがこちらの攻撃に対応し、なかなか点が取れませんでしたが、ＧＫ･ＤＦ陣が連携し
て相手の攻撃を防ぎ、試合終了間際に途中出場のＴ君が決めて、４－０で勝利しました。
　試合に出られない選手たちも、会場準備や試合前練習から雰囲気を作り、1年生の応援もレベルアップ
しました。また少し、チームが形になってきました。今後も、少しずつチームとして成長していけるよう
に、次の試合に備えます。
　次の試合は10月28日（土）、己斐上中学校の会場で11:４０試合開始です。対戦相手は井口中学校で
す。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　新人戦　西区大会　１
2017年10月09日

　10月9日（月）広島学院にて、広島市中学校新人サッカー大会西区大会の予選リーグ１試合目が行われ
ました。たくさんのご声援をいただき、有難うございました。
　予選リーグ１試合目は己斐中学校との試合でした。試合開始直後から、前線からプレッシャーを掛けて
主導権を握り、攻撃陣が集中力を持って得点を重ね、１５－０で勝利しました。
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　試合内容においては、課題も残りましたが、全員が高いモチベーションを持って試合に臨めたのは収穫
でした。また、ベンチに入れなかった２年生や１年生も、応援、準備、片付けで活躍し、「チーム全員で
試合に臨む」ということ経験をできました。試験勉強を頑張ることも含めて、日常生活すべてがサッカー
にも繋がるように、次の試合に向けて良い準備をしていきたいと思います。
　次の試合は、10月14日（土）広島学院会場で、１０：２０から始まります。対戦相手は古田中学校で
す。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　新人戦　西区大会日程
2017年09月29日

　10月９日（祝）から、広島市中学校サッカー新人大会の西区大会が始まります。
　61期（中2）を中心としたチームにとって初めての公式戦となります。中間試験や文化祭など様々な行
事の合間の大会となりますが、上手に時間を使って、万全の準備を整えて大会に臨めるように準備してい
きたいと思います。大会日程は以下の通りとなります。上位５チームは広島市大会への出場権を獲得しま
す。
　10月　9日（祝）予選リーグ１試合目　対　己斐中学校　（広島学院会場　10：20～）
　10月14日（土）予選リーグ２試合目　対　古田中学校　（広島学院会場　10：20～）
　10月28日（土）予選リーグ３試合目　対　井口中学校　（己斐上中会場　11：40～）
　10月29日（日）予選リーグ４試合目　対　己斐上中学校（己斐上中会場　10：20～）
　11月　4日（土）決勝・順位決定戦　（庚午中学校会場　対戦相手・試合時間未定）

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　広島市総体　２回戦
2017年08月23日

　8月23日（水）広島市中学校総合体育大会サッカーの部の２回戦が行われました。
　広島学院の対戦相手は高取北中学校でした。新人戦、選手権と広島市大会に出場できず、中学最後の大
会でつかんだチャンスを生かそうと選手は良く戦いましたが、相手の力が上回り、０－２で敗退しまし
た。
　選手たちは選手権準優勝チームに対しても畏れることなく、玉際で激しく寄せ、セカンドボールの拾い
あいで戦いました。相手の決定的なチャンスもDFが最後まで体を寄せてシュートミスを誘い、GKが何度
もボールをはじき出しました。今年から、暑さ対策のために、1日1会場２試合の開催となったため、顧問
は１試合目に審判があり、ウォームアップは選手のみで行います。サポートメンバーも含めてチームが良
い状態で試合に入れるように準備できるようになりました。今大会に向かい始めてからチームの成長は著
しいものがありました。
　それだけに、残念な結果ではありましたが、次の活躍の場に向けて、前を向いて頑張っていってほしい
と思います。
　これまでのたくさんのご声援に感謝いたします。有難うございました。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　広島市総体１回戦
2017年08月21日

　８月２１日（月）広島市中学校総合体育大会サッカーの部の１回戦が行われました。暑い中、ご声援い
ただき有難うございました。
　西区大会を２位で勝ちあがった広島学院は、南区２位の宇品中学校と対戦しました。
　立ち上がりから、宇品中学校のディフェンスラインの裏へのボールに苦しめられましたが、ディフェン
スラインが最後のところで踏ん張って得点を与えません。前半左サイドに出たボールをMFのK君が押し込
んで先制します。ディフェンスも危ないシーンはありますが、少しずつ相手の攻撃に対応できるようにな
りました。
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　後半、立ち上がりに左サイドからのクロスをMFのN君が決めて追加点、さらにセットプレーからMFのY
君が得点し、３－０で勝利することができました。
　ベスト８をかけた次の対戦相手は、安佐南区の高取北中学校です。８月２３日（水）、沼田運動公園会
場で、１０：３０にキックオフになります。自分たちの力を発揮できるように準備して臨みたいと思いま
す。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　総体広島市大会　組合せ決定
2017年08月18日

　8月18日、広島市中学校総合体育大会サッカーの部の組合せが決定しました。中学校３年生にとって
は、中学生として参加する最後の大きな大会となります。
　広島市大会１回戦の対戦相手は南区２位の宇品中学校です。8月21日（月）、広島学院会場で、10：
30にキックオフとなります。
　60期を中心とするチームは、試合に出る選手だけでなく、試合に出られない選手も、勝てない時期にモ
チベーションを下げず、紅白戦でも白熱した試合をしてきました。チーム全員の努力が結果に結びつき、
広島市大会への出場権を獲得できました。最後の大会で全力を出し切れるように、良い準備をして試合に
臨みたいと思います。

サッカー部

詳細を見る

広島市中学校総合体育大会　　決勝
2017年08月10日

Gakuin played Inokuchi JHS in today's Nishi-ku finals. It was a hard fought game with both 
sides doing their best. Unfortunately, Gakuin lost 2-0. Luckily, both teams, along with Kogo JHS 
and Furuta JHS, will participate in the Hiroshima City Tournament. It will begin on August 21st, 
2017. Please come and cheer for us!!
PS- Place, time and opposing team will be decided on August 18th.

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　総体西区大会
2017年08月09日

　中学サッカー部は広島市総合体育大会（サッカーの部）の西区大会を戦っています。この大会は、中学
３年生にとって最後の大会です。
　60期を中心とするチームは、これまでの新人大会、選手権大会ともに、西区大会で敗退し、広島市大会
に勝ち上がることは出来ませんでした。しかし、今大会では、予選リーグを４戦４勝で勝ちあがり、広島
市大会への出場を決定するとともに、西区大会の決勝に進出しました。
　負け続けても諦めることなく、地道に続けた努力が、最後に結果となりました。
　西区大会の決勝は８月１０日（木）の１１：３０から、広島学院のグランドで行われます。対戦相手
は、選手権大会で敗れた井口中学校です。チーム全員で、良い準備をして、試合に臨みたいと思います。

サッカー部

詳細を見る

夏休みのスケジュール
2017年07月19日
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今年の夏休みの中学校スケジュール。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　選手権西区大会　４試合目
2017年05月03日

　5月3日、広島学院にて、広島市中学校サッカー選手権西区大会が行われました。予選リーグ４試合目、
対戦相手は井口中学校でした。
　玉際の争いに勝ち、相手を押し込む場面もありましたが、前半に直接FKで失点してしまいます。選手は
その後も粘り強く戦いましたが、後半にも失点し、0－2で敗れました。昨年の新人戦でなすすべなく0－
3で敗れた相手に対して、成長は見せられましたが、まだ力不足でした。
　３位決定戦への進出は出来ませんでした。悔しい結果でしたが、夏の総合体育大会に向けて、前を向い
て地道に技術を磨いていきたいと思います。たくさんのあたたかいご声援ありがとうございました。

サッカー部

詳細を見る
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中学サッカー　選手権西区大会　３
2017年04月30日

　４月30日、広島学院にて、広島市中学校サッカー選手権西区大会が行われました。本日もたくさんの暖
かいご声援有難うございました。
　予選リーグ３試合目、対戦相手は古田中学校でした。結果は残念ながら０－２で敗戦となりました。し
かし、ボールを持った相手の選手に対して、勇気を持ってチャレンジし、チームとして良いディフェンス
が出来ました。ベンチやベンチ外の選手も含めて、試合に集中し、良いゲームをしていただけに、悔しい
敗戦となりましたが、まだ、チャンスがあります。
　予選リーグが大混戦となっているため、自力で順位決定戦、広島市大会に進出する可能性があります。
次の試合は５月３日、広島学院にて、午後２時20分から、対戦相手は井口中学校です。これまで様々な経
験を重ねてきました。次の試合がその集大成になるように、準備していきたいと思います。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　選手権西区大会　2試合目
2017年04月24日

Unfortunately, our second game was not as successful as our first. A 3-1 loss to Inokuchidai JHS 
has left the boys with 3 points after 2 games. An early goal by Gakuin could not last, as 

Inokuchidai fought back to win. Our next game is on Sunday April 30th, 2017 (4月30日{日}) at 
Gakuin versus Furuta JHS. The kickoff time is 10:20. The boys need to win their last two games 
to have a chance of finishing first in the group. Please come and cheer us on!!

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　選手権西区大会　１試合目
2017年04月17日

４月１６日（日）広島市中学校サッカー選手権大会の西区大会が広島学院にて開催されました。
　予選リーグ１試合目、対戦相手は観音中学校でした。
　開始早々、セットプレーからＰＫをとられてしまいますが、ゴールポストに救われます。その後、少し
ずつ相手ゴールに迫るプレーが出てきます。観音中学校の鋭いカウンターにもＤＦとＧＫが体を張って対
応します。後半、ＭＦのＵ君のミドルシュートで先制。終了間際にもコーナーキックからＭＦのＮ君が得
点し、２－０で勝利しました。暖かいご声援有難うございました。
　昨年の新人大会では広島市大会への出場を逃しましたが、選手たちは冬場の地道な練習を超えて成長を
見せてくれています。点が取れなくてもあせることなく、先制後も集中して最後まで試合を進めることが
出来ました。試合に出られない、ベンチメンバーからの声とサポートも大きな武器です。今後も厳しい試
合が続きますが、チーム全員で勝負していきたいと思います。
　予選リーグ２試合目は４月２３日（日）１１：４０～庚午中学校にて行われます。対戦相手は井口台中
学校です。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー部　選手権　西区大会１試合目
2017年04月17日

　４月１６日（日）広島市中学校サッカー選手権大会の西区大会が広島学院にて開催されました。
　予選リーグ１試合目、対戦相手は観音中学校でした。
　開始早々、セットプレーからＰＫをとられてしまいますが、ゴールポストに救われます。その後、少し
ずつ相手ゴールに迫るプレーが出てきます。観音中学校の鋭いカウンターにもＤＦとＧＫが体を張って対
応します。後半、ＭＦのＵ君のミドルシュートで先制。終了間際にもコーナーキックからＭＦのＮ君が得
点し、２－０で勝利しました。暖かいご声援有難うございました。
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　昨年の新人大会では広島市大会への出場を逃しましたが、選手たちは冬場の地道な練習を超えて成長を
見せてくれています。点が取れなくてもあせることなく、先制後も集中して最後まで試合を進めることが
出来ました。試合に出られない、ベンチメンバーからの声とサポートも大きな武器です。今後も厳しい試
合が続きますが、チーム全員で勝負していきたいと思います。
　予選リーグ２試合目は４月２３日（日）１１：４０～庚午中学校にて行われます。対戦相手は井口台中
学校です。

サッカー部

詳細を見る

2017 高総体 広島地区予選
2017年04月16日

※写真は４月１５日 高総体広島地区予選 試合開始前のセレモニー

長らく更新をしていませんでした。
春休み中の遠征やフェスティバルを終えて、すでにアドバンスリーグは開幕し、高総体の広島地区予選も
３試合中２試合を終えています。
アドバンスリーグはＡチームが４月１日に五日市Ｂと対戦し２－１の勝利と好スタートを切りましたが、
Ｂチームは三次と対戦し０－６の敗戦でした。
高総体地区予選は学院・県工・修道・安芸の４チームリーグで１チームのみが県総体にすすめます。４月
９日にまずは安芸と対戦し３－１と初戦をものにしましたが、１５日に行われた県工戦は善戦したものの
０－２の敗戦となりました。
残るは２３日に行われる修道戦となります。お時間がありましたら、応援よろしくお願いします！

高総体広島地区予選Ｉグループ第三戦
学院 対 修道
４月２３日（日）　１０：００キックオフ　＠修道高校
※駐車場はありませんので公共交通機関での来場をお願いいたします。

2017年4月 , サッカー部 , 高校

詳細を見る

広島市中学校サッカー選手権大会:西区予選
2017年04月11日

広島市中学校サッカー選手権大会（西区予選）の組み合わせ、大会日程が決定しました。
グループリーグの試合日程は次のとおりです。５月３日（祝）のみ午後からの大会日程となります。
また、５月７日（日）に決勝戦と３位決定戦が行われます。
広島市大会出場を目指して、頑張ります！　
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サッカー部

詳細を見る

卒業試合56期
2017年03月04日

卒業おめでとうございます！
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サッカー部

詳細を見る

東京遠征＆新人戦
2017年01月10日

①東大サッカーフェスティバル
　年末のことになりますが、今年度も東大ア式蹴球部からお誘いいただき、
１２月２３日から２５日の間、東京大学でのサッカーフェスティバルに参加させて頂きました。
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いつもとは違う環境で似たような境遇のチームと対戦することで、
サッカーに対する姿勢、勉学との両立など色々と学ぶことができたようです。
（今年度の自由時間後の集合は遅れる者もおらずスムーズでした）

②平成２８年度新人戦について
　先日、全国選手権が終わりましたが、
今週末からは広島県の新人戦が始まります。
以下の予定になりますので、お時間のある方はぜひ応援をよろしくお願いいたします。

サッカー部 , 高校

詳細を見る

２０１７年サッカー部初蹴り・ＯＢ戦
2017年01月05日

あけましておめでとうございます。
広島学院サッカー部です。
本年もよろしくお願いします。
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新年早々、１月３日に毎年恒例の初蹴り・ＯＢ戦が行われました。

今年も多数の方がお忙しい中参加してくださいました。
懐かしい先輩・同級生・後輩との再会があり、
さらにサッカーを通じてコミュニケーションをとる、
楽しい一日となりました。
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撮影のタイミングが悪く全員をおさめることができませんでした、
写っていない方、すみません。

毎年１月３日、９：００からＯＢvs現役、
その後ＯＢ同士の対抗戦で行っています。
来年もみなさまの参加をお待ちしております。

※忘れ物がありました。
　アシックス製のシルバーのウィンドブレーカージャケットです。
　心当たりの方は連絡してください。
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サッカー部

詳細を見る

Verdão
2016年12月01日

Modificado Símbolo da 

Our thoughts and prayers are with
all those who have lost loved ones.

サッカー部

詳細を見る

広島市新人大会
2016年11月14日

Unfortunately, a 3-1 loss to　己斐上中学校 on Saturday, November 5th left Gakuin out of the 
City Tournament for the first time in many years. We hope to improve over the winter and 
achieve some better results next year. We are now preparing for the Christmas Tournament in 
Hofu. We hope to do our best there.

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　新人戦西区大会
2016年10月29日

　10月29日（土）広島市中学校新人サッカー大会西区大会の予選リーグが行われました。暖かいご声援
をいただき、有難うございました。
　予選リーグ２試合目は庚午中学校との対戦でした。立ち上がり５分で２失点。15分までにさらに２失
点。現実は厳しい。さらに後半も２失点。０－６で敗北しました。
　しかし、試合を通じて徐々にディフェンスが進歩し、諦めない姿勢は保ちました。試合前の準備、個人
戦術、チーム戦術、まだまだやるべきことはたくさんありますが、一生懸命負けたことで、次の試合につ
ながる経験を積むことが出来ました。
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　10月30日（日）には広島学院で、井口中学校との試合があります。今日の経験を生かせるように準備
していきたいと思います。

サッカー部

詳細を見る

広島市中学校新人サッカー大会・西区大会
2016年10月23日

Today the new Gakuin team had their first game at home. In a tough fought match, Gakuin 
won 5-0 against 己斐JHS. Our next game will be at 庚午JHS versus  庚午JHS on Saturday, 
October 29th, 2016 (10月29日) at 10:20AM. We hope many parents will come and cheer for us. 
Gakuin's last game in Group B will at 広島学院 versus 井口JHS on Sunday, October 30th, 2016 
(10月30日) at 10:20AM. We hope to continue our winning ways!

サッカー部

詳細を見る

新人戦
2016年10月04日

Hiroshima Gakuin’s Junior High School Soccer Club has begun (60K…現在完了!) a new era as the 
60K boys become the leaders of the team. We hope that they will do their best in the upcoming 
tournament.
Here is Gakuin’s schedule for the広島市中学校新人サッカー大会―西区大会:

日付 場所 Vs. K.O. (時間)
10月23日(日) 広島学院 己斐中学校 10:20
10月29日(土) 庚午中学校 庚午中学校 10:20
10月30日(日) 広島学院 井口中学校 10:20
11月5日(土) 広島学院 ??? (決定戦) 10:20
Please come and cheer us on!!

サッカー部

詳細を見る

選手権３回戦（代表決定戦）試合結果
2016年09月12日
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第９５回全国高校サッカー選手県大会
広島県大会　１次トーナメント３回戦（代表決定戦）
９月１１日（日）　＠広島工業大学高校グラウンド

二次リーグ進出をかけた１次トーナメント３回戦が行われました。
海田高校との対戦でしたが、１－３で敗退となりました。
前半、相手の特徴に対処できないまま３失点してしまいましたが、
後半は修正が効き、勝利への気迫も後押しとなり優勢となりましたが、
決定機を決めきることができませんでした。
敗れはしましたが、自分たちに自信を持っていい試合だったと思います。

学院の選手権は終わってしまいましたが、今週末からはアドバンスリーグです。
こちらも厳しい状況にありますが、１戦１戦をしっかり戦います！
お時間のある方は、応援・観戦よろしくお願いいたします。

９月１９日（月・祝）
３部　vs沼田Ｂ　10:00 ＠学院
４部　vs山陽Ｃ　16:00 ＠学院
９月２２日（木・祝）
３部　vs安芸府中　11:00 ＠揚倉山（上段）
９月２５日（日）
３部　vs宮島工業　10:00 @学院
４部　vs如水館Ｃ　14:00 @学院

2016年9月 , サッカー部 , 高校

詳細を見る

３回戦進出！
2016年09月10日

第95回全国高校サッカー選手県大会　広島県大会

本日1次トーナメント2回戦が行われ、
３－２で辛くも勝利をおさめました！！
3回戦は明日11日（日）１３：３０キックオフ
広島工業大学高校グラウンドで行われます。
対戦相手は海田高校となっています。
お時間のある方、お近くの方は応援よろしくお願いします！！

※会場までは公共交通機関のご利用をお願いします。
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2016年9月 , サッカー部 , 高校

詳細を見る

第95回全国高校サッカー選手県大会　広島県大会
2016年09月05日

9月4日(日)、選手権大会広島県大会１次トーナメント１回戦が行われました。
内容は満足が行くようなものではありませんでしたが、何とか二回戦進出となりました。
写真などを撮ることをすっかり忘れていましたので、ここに画像がありませんが、
広島のスポーツを応援するサイト『ひろスポ！』に試合の様子が掲載されていましたので、
ぜひご覧になってください。

なお、２回戦・３回戦の予定は以下のようになります。
お近くの方、お時間のある方は応援をよろしくお願いいたします。

２回戦
９月１０日(土)　１３：３０キックオフ
場所：広島大学附属高校　　対戦相手：西条農業高校

３回戦(２回戦勝利の場合）
９月１１日(日)　１３：３０キックオフ
場所：広島工業大学高校　対戦相手： 海田高校－三原東の勝者

※両会場とも、お越しの際は公共交通機関のご利用をお願いします。

サッカー部 , 高校

詳細を見る

第95回全国高校サッカー選手県大会　広島県大会
2016年09月03日

久しぶりの投稿で、明日からの連絡です。

件名にありますように、明日から学院の選手権予選が始まります。
場所は高陽高校、時間は12::30キックオフ、対戦相手は黒瀬高校です。
夏の間に紆余曲折・試行錯誤しながらしっかりとチーム力を鍛えてきました。
お近くの方、お時間のある方はぜひ観戦にお越し下さい。

※保護者・応援者用の駐車場はありませんので、
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　公共交通機関での来場をよろしくお願いいたします。

サッカー部 , 高校

詳細を見る

広島市中学校総合体育大会ー西区大会
2016年08月09日

The final of the 西区大会 will be played at 己斐上中学校 on Friday (金) August 12, 2016　at 
11:40.
Please come and cheer for Gakuin as we play 己斐上 for the championship.

サッカー部

詳細を見る

We will always remember
2016年08月06日

Thank you to Johoku JHS for participating in our memorial.

サッカー部

詳細を見る
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中学サッカー　広島県選手権大会組合せ
2016年06月24日

 ７月９日（土）から広島県中学校サッカー選手権大会が行われます。
 ７月９日（土）のトーナメント１回戦の対戦相手は、呉・賀茂地区１位の安芸府中中学校です。
 試合会場は、県立皆実高校グランドで、13：20キックオフとなっています。
 広島市代表として、良い準備をして臨みたいと思います。
　なお、皆実高校には駐車場がありません。ご迷惑をおかけしますが、応援の際には公共の交通機関のご利
用をお願いいたします。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　選手権市大会　決勝
2016年06月24日

　6月11日（土）広島市中学校サッカー選手権大会の準決勝・決勝が行われました。
　準決勝の対戦相手は亀山中学校でした。
　試合開始から圧力を掛け、H君、T君が決めて前半２－０。後半開始早々にもF君が決めて３－０。しか
し、ここで消極的になってしまい、２失点。その後、途中出場のN君、H君、最後はCKからF君が決めて　6
－2で勝利しました。
　試合の入り方や冷静に試合を立て直せた点は成長でした。２失点も貴重な経験となりました。
　決勝の対戦相手は新人戦と同じ庚午中学校でした。
　連戦の疲労があったにせよ、最初に厳しく入れなかったことが悔やまれます。試合は両チーム無得点のま
ま延長戦へ、選手が次々に脚をつる状況の中頑張りましたが、力尽き、０－５で敗戦となりました。悔しい
敗戦でしたが、教訓の多い１日でした。また、最後までたくさんのご声援をいただき有難うございました。
　７月９日（土）から始まる広島県選手権大会では、この経験を生かせるように準備していきたいと思いま
す。
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サッカー部

詳細を見る

広島市中学校サッカー選手権大会　準決勝＆決勝
2016年06月08日

The last games in the Hiroshima City Tournament will take place this Saturday. Hiroshima 
Gakuin will play Kameyama (亀山) JHS in one of the semi-final games. We also hope to play 
later on in the day for the Championship.
準決勝
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Game: 亀山中学校 ｖｓ. 広島学院中学校
Date: 平成２８年６月１１日(土)
Place: 山陽高校
Time: 11:30 KO
決勝
Game: 亀山中学校 or 広島学院中学校 vs. 城北中学校or庚午中学校
Date: 平成２８年６月１１日(土)
Place: 山陽高校
Time: 14:50 KO

サッカー部

詳細を見る

The Road to Victory!!
2016年06月03日

On Saturaday, the rain was heavy, but Gakuin's spirits were high. A big win versus Sanwa JHS 
means that the Gakuin will contine in the City Tournament this weekend. The next opponent will 
be Asa JHS.
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Date: Saturday June 4, 2016 (６月４日｛土｝)

Place:Hiroshima Koike Park (広島広域公園陸上競技場　第一球技場)

KO Time: 14:30

Please come and cheer for us!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　選手権　市大会組合せ
2016年05月24日

　５月２４日（火）広島市中学校サッカー選手権大会の組合せ抽選会が行われました。
　広島学院は、１回戦をシードされ、２回戦からの参加となります。
　初戦は、５月２９日（日）城南中学校会場で、１３：００から、１回戦の牛田中学校と三和中学校の勝
者と対戦します。
　まずは、集中して初戦に臨み、勝利できるように、良い準備をしていきたいと思います。
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サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　選手権市大会　組合せ
2016年05月24日

　広島市中学校サッカー選手権大会　広島市大会の組合せが決定しました。
　広島学院は、１回戦はシードされ、２回戦からの参加となります。
　初戦は、５月２９日（日）城南中学校の会場で、１３：００から、１回戦（５月２８日）の牛田中学校
と三和中学校の勝者と対戦します。
　まずは、初戦の勝利を目指し、良い準備をして試合に臨みたいと思います。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　練習試合
2016年05月18日

　５月１５日（日）広島学院にて、府中緑ヶ丘中学校、府中中学校と練習試合を行いました。両校ともに、
ディフェンスがよく鍛えられており、攻撃の形を作らせてもらえませんでした。セットプレーからの失点も
多く、課題を見つけ出すには良い練習試合となりました。両校に感謝です！
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　また、西区大会では出場機会の無かった選手たちも、広島市大会でのベンチ入りを目指して練習試合で一
生懸命アピールしていました。先発争いはもちろん、チーム内で競争し、ベンチを外れても諦めず努力を続
ける。そんな選手の存在がチームをまとめ、強くすると信じています。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　選手権　西区大会　決勝
2016年05月12日

　５月８日（日）広島市中学校サッカー選手権大会西区大会の決勝が行われました。
　対戦相手は、昨年の新人戦広島市大会の決勝、３月の府中チャンピオンシップの決勝で敗れている庚午中
学校でした。技術レベルが高く、パスを繋いでくる相手に防戦一方。しかし、前線も含めて、全員でよく守
備を粘り、セットプレーのチャンスでＤＦのＦ君がヘディングで決めて先制。最後まで集中して守り、１－
０で勝利することができました。
　この結果、西区大会で優勝を果たすことが出来ました。出場した選手はもちろん、ベンチやベンチ外の選
手も含めて、試合・グランド準備・片付けまでよく頑張った１日でした。大会期間中は毎試合、たくさんの
ご声援をいただきありがとうございました。これからも、ご声援をいただくにふさわしいチームになるべ
く、ピッチの中・外で努力していこうと思います。
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サッカー部

詳細を見る

56K サッカー部 引退
2016年05月09日

５月８日（日）、
Ａチーム・Ｂチームそれぞれアドバンスリーグ第４節が行われ、
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５６Ｋの部員たちがこの日をもって学院サッカー部を引退しました。

私個人が関わった時間はほんの１年ですが、その間にも喜怒哀楽が様々ありました。
中学校からの５年間と考えれば、さらに色々なことがあったと思います。
そういった経験を経て、昨日の試合後の記念写真ですが、いい笑顔で終えられたようです。
支えてくださった保護者のみなさま、試合・練習試合などで対戦していただいた方々、
様々に関わっていただいたみなさまに感謝いたします。

ありがとうございました。

2016年5月 , サッカー部 , 高校

詳細を見る

中学サッカー　選手権　西区大会③
2016年04月30日

　4月29日（金）広島市中学校サッカー選手権大会西区大会の予選リーグ３試合目が行われました。対戦相
手は井口台中学校でした。
　前回の反省が生かされ、試合開始直後から集中した守備で試合を優位に進めます。MFのT君、FWのS君、
Y君が得点し、前半3-0。後半も集中力を切らせることなく、MFのU君、FWのF君・H君が加点し、6-0で勝
利しました。
　今回もたくさんのご声援をいただきありがとうございました。
　この結果、西区大会決勝と広島市大会への出場を決定しました。西区大会の決勝は５月８日（日）１１：
４０～広島学院で行われます。

サッカー部

詳細を見る

高総体サッカー結果
2016年04月25日

４月１０日、１７日、２３日の３日にわたって、高総体サッカーがありました。
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１０日　ｖｓ　国際学院　０－７　
１７日　ｖｓ　宮島工業　２－０
２３日　ｖｓ　高陽東　　０－５

スコアは見るのもつらいものがありますが、勝った試合に関してはよく集中して出場選手・控え選手・応
援部員全員がまとまっていたように感じました。あのような試合が今後もできれば、と思います。
１勝２敗・４チーム中３位で地区予選を終えましたので、県大会への進出はなりませんでした。県大会へ
と進出したのは国際学院高です、県大会での活躍を期待しております、がんばってください！

応援・観戦に来ていただいたみなさま、ありがとうございました。

学院の高総体はこれで終わりましたが、２９日にはアドバンスリーグがあります。この大会の反省を活か
して、気持ちを切り替えていきましょう。

４月２９日（金）
　３部　ｖｓ祇園北　１２：００　＠美鈴が丘高
　４部　ｖｓ広陵Ｂ　１０：００　＠新庄高
５月１日（日）
　３部　ｖｓ美鈴が丘　１０：００　＠学院
　４部　ｖｓ世羅　１４：００　＠福山誠之館高
５月８日（日）
　３部　ｖｓ沼田Ｂ　１３：００　＠沼田高
　４部　ｖｓ福山誠之館　１２：００　＠広陵高

2016年4月 , 高総体 , サッカー部 , 高校

詳細を見る

中学サッカー　選手権　西区大会　予選②
2016年04月25日

　４月２４日（日）広島市中学校サッカー選手権大会西区大会の予選リーグ２試合目が行われました。対
戦相手は井口中学校でした。
　開始直後、決定的なピンチをＧＫのＨ君とＤＦ陣がぎりぎりのところで防ぎますが、その後も押し込ま
れる時間が続きます。攻撃も中盤でボールを失い、形を作れません。井口中学校は、ベンチも含めて声を
出し、勢いを持って臨んで来ました。その勢いを受けてしまう形で、守備も攻撃も消極的な姿勢が出てし
まいました。
　後半、少しずつダイレクトプレーや縦パスが出始め、押し込む時間が増えて来ました。ロスタイム、右
サイドで粘ったＦＷのＦ君のクロスをＭＦのＨ君が左サイドにつなぎ、最後はＦＷのＩ君が決めて１－０
で勝利しました。選手は最後までよく戦い勝利してくれました。
　次の試合は２９日（金）、広島学院会場で１０：２０～井口台中学校と対戦します。今回の試合の課題
をチーム全体で意識して次の試合に臨みたいと思います。
　本日もたくさんのご声援をいただき、ありがとうございました。
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サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　選手権　西区大会　予選①
2016年04月21日

　４月１７日（日）より、広島市中学校サッカー選手権大会の西区大会が始まりました。
　広島学院の初戦の相手は己斐上中学校でした。試合開始直後は、攻撃の形が作れませんでしたが、コー
ナーキックからＤＦのＦ君が得点。さらに、ＦＷのＨ君が２得点し、前半３－０。後半にもＦＷのＩ君が
追加点をあげ４－０で勝利しました。
　試合に出た選手が頑張ったのはもちろんですが、ベンチ外となったメンバーも、ボトルの準備やウォー
ムアップの準備など、悔しい気持ちを切り替えてよく動いてくれました。まだチームとしての課題はあり
ますが、まずは次の試合に向けて良い準備をしていこうと思います。

　保護者の皆様にも多くのご声援をいただきありがとうございました。
　次の試合の会場となる庚午中学校では、他の競技の試合会場と重なっているため、駐車台数が制限され
ます。お車でお越しになられる場合には、許可証をお持ちの方の車に乗り合わせでお越しいただくか、学
校周辺の有料駐車場に駐車いただきますようにお願いいたします。
　ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いいたします。

＜今後の西区大会の試合日程＞
４月２４日（日）予選リーグ（対井口中）庚午中学校会場９：００～
４月２９日（金）予選リーグ（対井口台中）広島学院会場１０：２０～
５月８日（日）順位決定戦　広島学院会場（対戦相手時間は未定）　

サッカー部

詳細を見る

第69回広島県高総体サッカー 広島地区予選
2016年04月06日

今月、広島県高総体の広島地区予選が開催されます。
学院は、広島国際学院、宮島工業、高陽東と同組になり、
４チーム中１位のみが県高総体へと進出します。
以下が学院の日程です。

４月１０日（日）　ｖｓ広島国際学院　12:00 @広島国際学院高校
４月１７日（日）　ｖｓ宮島工業　　　12:00 @基町高校
４月２３日（土）　ｖｓ高陽東　　　　10:00 @可部高校

お時間がありましたら、観戦・応援よろしくお願いいたします。
なお、各会場の駐車場はほとんど余裕がありませんので、
公共交通機関にて来場していただきますようお願いいたします。

2016年4月 , 高総体 , サッカー部

詳細を見る

高校サッカー部55期生卒業試合
2016年03月06日

Page 55 of 105

2020/11/17



卒業式後に行われた恒例の卒業試合です。
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卒業おめでとうございます。

サッカー部

詳細を見る

平成27年度広島県高等学校サッカー新人大会
2016年01月18日

１月１６日（土)、広域公園補助競技場にて、新人戦１回戦が行われました。
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五分五分の展開の中、後半コーナーキックから失点しましたが、こちらも残り１０分ほどのところでコー
ナーキックから同点弾を決めました。しかし、試合終了直前、ＰＫ戦も頭に浮かんできた時間帯、相手の
ミドルシュートが決まり、そのまま１－２で試合を終えました。
この新人戦に向けて強化をしてきましたが、練習中や練習外でも甘いところがあったのだと思います。深
く自省し、次の大会につなげていきたいと思います。

応援ありがとうございました。

2016年1月 , サッカー部 , 高校

詳細を見る

第３回東大サッカーフェスティバル
2015年12月28日

１２月２５日から２７日にかけて、『第３回東大サッカーフェスティバル』に参加してきました。
２５名の選手が参加し、３日間にわたって試合に取組みました。
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(２５名参加ですが、２名が単独行動をとったため、記念撮影に収まらず。。。）

愛光、國學院久我山、開成、韮山、武蔵、東大寺と対戦させていただきましたが、どのチームもレベルが
高く、新人戦に向けての良い強化試合となりました。また、似たような境遇にあるチームと対戦をするこ
とで、学習と部活動の両立が当たり前にできるものだということも感じることができたのではないかと思
います。

東大ア式蹴球部の方々には運営・説明会など様々にお世話になったうえ、こちらのわがままを多く聞いて
いただいて深く感謝しております。広島学院サッカー部からア式蹴球部へとステップアップする選手が出
てくれれば、と我々も願っています。

今後の予定ですが、
３日　初蹴り・ＯＢ戦
４日～練習
１６日（土）新人戦１回戦　vs広島なぎさ　11:00 ＠広域公園補助競技場
１７日（日）新人戦２回戦　vs福山葦陽　11:00 ＠広島なぎさ
２３日（土）新人戦３回戦
３０日（土）新人戦４回戦
となっています。お時間がありましたら、参加・応援をよろしくお願いいたします。

最後に、
集合時間に遅れて新幹線出発の３分前にギリギリ改札を走り抜けた３名へ。
年内に部室の大掃除ができませんでしたので、年明けにきれいにしましょう。

2015年12月 , サッカー部 , 高校

詳細を見る

中学サッカー　防府遠征　帰着
2015年12月27日

　１２月２６日（土）～２７日（日）中学サッカー部は防府遠征に行ってきました。
　結果はリーグ2位で２位トーナメントに進みましたが、１回戦でＰＫ戦の末敗れてしまいました。しか
し、岡山県や山口県のチームと多くの試合を行い、皆が多くの試合経験を積むことが出来ました。
　広島駅帰着時間が遅くなりご心配をお掛けしました。１８：４５頃に広島駅にて無事、解散いたしまし
た。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　新人戦　広島市大会　準決勝・決勝
2015年11月29日

　11月29日（日）広島市中学校サッカー新人大会の準決勝と決勝が行われました。
　準決勝の相手は大塚中学校でした。前半相手コーナーキックから失点。今大会初めて先制点を奪われま
す。しかし、DFが相手のエースを自由にさせず、粘り強く守っていると前半終了間際、FWのF君のドリ
ブルからPKを獲得。これをDFのF君が決めて前半１－１。
　後半もディフェンス陣が頑張ります。すると、セカンドボールを拾ったFWのH君がそのままゴール。
ディフェンスが最後まで集中を切らさずに守りきって２－１で勝利し、決勝戦に進出しました。
 　決勝戦の相手は、西区大会の決勝で対戦した庚午中学校です。前半、一瞬のスキをつかれてクロス
ボールから失点。前半は０－１。
　後半、激しいボールの奪い合いが続きます。中盤が突破されても最後はセンターバックのF君が体を投
げ出してシュートブロック。セカンドボールをDFが拾い前線へ。お互いに相手のやり方が分かっている
だけに我慢比べになります。中盤でボールを奪ったU君のパスから左サイドの裏に抜け出したMFのT君が
豪快に蹴り込んで同点。試合は１－１のまま延長戦となります。
　延長前半、押し込まれる時間が続く中でPKを献上し失点。しかし、選手はあきらめずに得点を奪いに行
きます。DFのシュートブロック、GKのH君の好セーブで何度もピンチを切り抜けますが、延長後半に立
て続けに失点。最後まであきらめずに戦いましたが、１－４で敗戦となりました。
　悔しい結果ですが、経験はチームの財産となります。次の大会に向けて、また練習し、チーム内で競争
していきます。ベンチで試合を見続けた選手、ボールボーイをしたベンチ外の選手に感謝。と同時にチー
ム内での競争を期待します。
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　最後まで応援を続けてくれた１年生、応援に駆けつけてくれた３年生やテニス部の生徒、そして、様々
にサポートしていただいた保護者の皆様に感謝いたします。ありがとうございました。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　新人戦　広島市大会　３回戦
2015年11月28日

　11月28日（土）広島市中学校サッカー新人大会の３回戦が、広域公園第一球技場で行われました。対
戦相手は亀山中学校でした。
　本日もたくさんのご声援をいただきありがとうございました。
　前半は中盤で激しいボールの奪い合いとなりました。ディフェンダーを中心に選手は玉際で激しく戦
い、前半は０－０。
　後半開始３分、相手GKとディフェンスラインの間に入った浮き球を、FWのF君がヘディングで先制
ゴール。相手GKが出てくるところを怖がらずヘディングした勇気あるプレーでした。しかし、技術のあ
る選手に学院のDFが集まったところでボールを横に動かされ同点とされます。
　選手は失点後も下を向きませんでした。直後にFWのF君のシュートのこぼれをFWのH君が押し込んで
２－１とします。
　最後は脚がつる選手も出ましたが、交代選手も良い準備をしており、しっかりと仕事をし、最後まで激
しいディフェンスを続けて２－１で勝利しました。
　試合に出た選手は限界まで走りました。次の試合も、試合に出られない選手がいることを意識して全力
でプレーしてほしいと思います。
　１年生の応援チャント（？）も試合ごとにまとまってきました。
　次の試合は、11月29日（日）10:00～広域公園第一球技場で準決勝が行われます。対戦相手は大塚中
学校です。この試合に勝つと14:50～の決勝戦に進出できます。まずは良い準備をして次の試合に臨みた
いと思います。
　（いつも文字ばかりですいません。）

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　新人戦　広島市大会　２回戦
2015年11月22日

　11月22日（日）広島市中学校新人サッカー大会の２回戦が行われました。
　本日もたくさんのご声援をいただきありがとうございました。
　対戦相手は瀬野川東中学校でした。開始２分。MFのU君のミドルシュートで先制。その後も押し気味に
試合を進めますが、崩せません。前半終了間際にFWのH君のクロスが相手のオウンゴールを誘い追加
点。前半は２－０。
　後半、相手サイドバック裏のスペースにボールが入るようになり、５分右MFのI君のクロスがそのまま
ゴール。８分には左MFのY君がドリブルで持ち込こんでゴール。ディフェンスもセンターバックとキー
パー中心に集中を続けます。終了間際には交代して入ったMFのS君のヒールパスでフリーになったFWのS
君がゴール。５－０で勝利しました。
　試合前にテーマとしていた試合の入り方を選手がしっかりと意識し、早い時間帯に得点できました。ま
たこの試合で出た課題を持って、ベンチ外のメンバーも含めて全員で練習に取り組み、次の試合に臨みた
いと思います。１年生も１日、大会運営に活躍しました。ピッチの外でも成長が感じられます。
　次の試合は11月28日（土）、11：30から、広域公園第一球技場で行われます。（会場が変更となりま
した）対戦相手は亀山中学校です。

サッカー部

詳細を見る
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中学サッカー　新人戦　広島市大会　１回戦
2015年11月14日

　11月14日（土）広島市中学校新人サッカー大会の広島市大会１回戦が行われました。
　雨の中の試合にもかかわらず、たくさんのご声援をいただき、ありがとうございました。選手のモチ
ベーションも上がったと思います。
　１回戦の対戦相手は温品中学校でした。相手ディフェンスラインの裏にボールを入れ、両ウィングを走
らせる場面を多く作ることができました。中央に入れて相手GKにキャッチされるシーンが少なくなった
のはチームの進歩でしたが･･･。相手チームの粘り強いディフェンスもあり、クロスボールから点が取れ
ません。ゴール前で数的不利な状況が生まれます。工夫が必要です。前半２０分にコーナーキックから
MFのH君が押し込んで先制。前半は１－０。
　後半、選手が考えて中央からの崩しが始まりました。後半15分には再びコーナーキックから２点目。中
央から攻めたことでサイドにスペースが生まれ、３点目はクロスボールから。さらに終了間際に得点を重
ねて５－０で勝利しました。試合の中で選手が自分たちで状況を改善した試合でした。監督としては反省
点もありますが、初戦を勝利できたことを嬉しく思います。
　雨の中１年生はよく応援しました。控えの２年生も自分たちで考えてチームの仕事をしてくれていま
す。大会を通じてさらにチームとして成長していきたいと思います。まずは、次の試合に向けて、良い準
備をしていきたいと思います。
　次の試合は11月22日（日）広島学院会場で、11：30試合開始です。対戦相手は瀬野川東中学校です。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　広島市新人大会組合せ
2015年11月05日

　11月14日（土）から広島市中学校新人サッカー大会の広島市大会が始まります。広島市内の各区予選
を勝ち抜いた32チームが参加します。
　広島学院中学校の１回戦の対戦相手は、東区の温品中学校となりました。試合開始時間は14:30、試合
会場は庚午中学校です。
　駐車場が少ないため、応援の際にはご迷惑をお掛けしますが公共交通機関をご利用くださいますように
お願いいたします。また、中学生が応援に来る場合には、制服を着用して来てください。
　1試合、1試合を大切に全力で戦えるように準備していきたいと思います。応援よろしくお願いいたしま
す。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　新人戦西区大会　決勝
2015年11月01日

　11月1日（日）広島市中学校サッカー新人大会西区大会の決勝が行われました。対戦相手は庚午中学校
でした。予想されていたように、厳しい試合となり、押し込まれる時間帯も多く、前半、庚午中学校の
シュートがネットを揺らしますがオフサイドに助けられます。接触により相手選手が負傷退場するなど激
しい試合となりますが、選手は体を張り粘り強く守ります。前半終了間際、ディフェンスの裏に抜け出し
たFWのF君からMFのH君にボールが渡りH君がゴール。１－０として前半を終了します。後半も一進一退
の展開。16分、FWのF君が抜け出してゴール。２－０とします。その後も全員で集中し、粘り強く守り
抜き、２－０で勝利。西区大会優勝を勝ち取りました。本日もたくさんのご声援をいただき、ありがとう
ございました。
　試合の中で大きな成長を見せてくれた選手達ですが、11月14日（土）からは、広島市大会が始まりま
す。11月8日（日）には、広島学院にて西区3位の井口中学校と練習試合を行います。トップチームは今
回の試合と同じ意識で試合に臨むことが出来るのかどうかが課題となります。また、西区大会で出場機会
が無かったり少なかったりした選手には、ベンチ入りや先発を勝ち取るために自分をアピールする最高の
機会となります。まずは、チーム内で厳しい競争を行い、全員で高めあって広島市大会に備えたいと思い
ます。

サッカー部

詳細を見る
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中学サッカー　新人戦西区大会④
2015年10月31日

　10月31日（土）広島市中学校サッカー新人大会、西区大会の予選リーグ４試合目が行われました。対
戦相手は観音中学校でした。チャンスは作るのですが、観音中学校の粘り強いディフェンスの前になかな
か点が取れません。前半15分に左サイドT君のクロスボールをFWのF君がニアサイドで合わせて先制しま
す。前半は１－０。後半もなかなか追加点が奪えませんが、ディフェンスも集中して相手にチャンスを作
らせません。後半22分にMFのH君が中央から持ち込み直接ゴールを決めて２－０。最後までディフェン
スも集中し、２－０で勝利しました。厳しいディフェンスを最後まで続けられたことは収穫でした。この
結果、予選Aリーグ１位となり、明日（11月1日（日））の決勝戦に進出しました。たくさんのご声援を
いただきありがとうございました。
　11月1日（日）の西区大会決勝は、11:40から己斐上中学校で行われます。対戦相手は、55期以来勝っ
たことのない庚午中学校です。まずは、全力で最後まで戦うことに集中します。

サッカー部

詳細を見る

中学　新人戦西区大会　予選リーグ③
2015年10月25日

　１０月２５日（日）広島市中学校サッカー新人大会の西区大会が庚午中学校で行われました。予選リー
グ３試合目の対戦相手は己斐中学校でした。試合に臨むにあたっての課題は、最後まで全力でプレーする
ことはもちろん、ボールを奪ってからのサポートを早くし、攻撃のスピードを上げることでした。選手は
課題をよく意識してプレーし、１８－０で勝利しました。しかし、また新しい課題も見つかりました。来
週末は、１０月３１日（土）に予選リーグ４試合目の観音戦（９：００～己斐上会場）、翌１１月１日
（日）に順位決定戦（時間未定、己斐上会場）が行われます。来週は文化祭準備があるため、火曜日しか
練習が出来ません。まずは、次の試合に向けた練習を高い集中力で行うこと。良い準備をして、次の週末
に備えたいと思います。本日もたくさんのご声援をいただき、ありがとうございました。
　公式戦の終了後、庚午中学校、古田中学校と練習試合を行いました。この試合では、試合に出られない
控えの選手たちが意地を見せてくれました。ベンチやベンチ外の選手まで含めて、チーム全員で戦うこと
を常に意識していきたいと思います。

サッカー部

詳細を見る

中学　新人戦西区大会　予選リーグ②
2015年10月18日

　１０月１８日（日）庚午中学校において、広島市中学校サッカー新人大会西区大会の予選リーグが行わ
れました。
　予選リーグ２試合目の広島学院は、井口台中学校と対戦しました。集中した試合の入り方と、常に全力
で戦うことをテーマとして試合に臨みました。結果は１６－０。試合開始直後から相手にプレッシャーを
掛けられた点は前回の試合から進歩した点でした。また、試合に出られない選手も含めて、全力で戦うと
いうテーマはクリアできました。今後はこれをベースとして継続していかなければなりません。次の週末
にはまた試合があります。次のテーマに向けて、１戦・１戦大切にしていきたいと思います。たくさんの
ご声援をいただきましてありがとうございました。

サッカー部

詳細を見る

広島市中学校サッカー新人大会：西区大会
2015年10月12日

Today Gakuin's new team played their first game at Gakuin versus Sotoku (崇徳) JHS. Both 
teams played well, and Gakuin was able to win. 5 goals were scored by three different Gakuin 
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players and Gakuin's defence held to the end. The 5-0 result was good news for Gakuin's new 
team.
Our next game is Sunday, October 18th, 2015 at Kogo (庚午) JHS versus Inokuchi-dai (井口台) 
JHS. Please come and cheer for us.
PS= Please remember: 庚午中学校は保護者用の駐車場が少ないため、できるだけ公共交通機関でお越
し下さい。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　新人戦西区大会
2015年10月01日

　１０月から広島市中学校サッカー新人大会の西区大会が始まります。５９期生を中心としたチームとし
て始めての公式戦となります。新主将のＦ君を中心に選手のモチベーションも上がってきています。大会
日程は以下のとおりです。
予選リーグ　１試合目　１０月１２日（月）１０：２０～　対　崇徳　（広島学院会場）
予選リーグ　２試合目　１０月１８日（日）　９：００～　対　井口台　（庚午中会場）
予選リーグ　３試合目　１０月２５日（日）１１：４０～　対　己斐　（庚午中会場）
予選リーグ　４試合目　１０月３１日（土）　９：００～　対　観音　（己斐上中会場）
決勝・順位決定戦　　　１１月　１日（日）　時間等未定　（己斐上中会場）

サッカー部

詳細を見る

第９４回全国高校サッカー選手権大会 広島県大会
2015年09月07日

９月５日(土)に１次トーナメント２回戦が行われました。

選手たちは一所懸命に取り組み、走り回りましたが、
対戦相手のほうが実力が高く、０－３で敗退となりました。
試合の模様は広島の地元スポーツを特集するサイト『ひろスポ！』
に掲載されていますので、ぜひご覧ください。

悔しい思いをしましたが、今週末にはまたリーグ戦があります。
気持ちを切り替えて臨んでいきます。

応援に来てくださった方々、ありがとうございました！！

2015年9月 , サッカー部 , 高校

詳細を見る

第９４回全国高校サッカー選手権大会 広島県大会
2015年08月31日

長らく更新していませんでした。

夏の遠征合宿、フェスティバルなどを経て、
選手権の予選が始まりました。
８月３０日(日)に１次トーナメント一回戦が行われ、
１－０で２回戦へと進出しました。
次戦は高陽東高校との対戦です。
９月５日(土) 廿日市西高校グラウンドにて１１：００キックオフとなります。
お時間のある方は応援よろしくお願いいたします。

※会場には駐車場がありません。
　公共交通機関を利用しての来場を御願いします。
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　自家用車での来場はご遠慮ください。

2015年8月 , サッカー部 , 高校

詳細を見る

練習計画変更
2015年08月24日

８月２８日(金)通常練習　　　　　中２：　　　８：３０～１０：３０　　　　　中１：　　　１０：
００～１２：３０
８月２９日(土)練習試合　　　　　場所：　　　広島学院　　　　　　　　　時間：12:00準備　　　　
K.O. 13:00

サッカー部

詳細を見る

広島市総体広島市大会
2015年08月24日

On Friday, August 21st, in 沼田, the junior high school boys played in the city tournament. It 
was the first stage of the knockout competition. Gakuin finished second in the 西区 tournament, 
so we had a match versus Yano JHS. It was a well fought match, but, unfortunately, the Gakuin 
boys could not win.
It was the final game for the 58K students, who will be joining the high school club in the 
second term. We want to wish all the students well in high school, and we will continue to cheer 
from them. We also want to say thank you to all the parents. Without their help, we could not 
have done as well as we did.
Thank you. 

サッカー部

詳細を見る

中学　広島市総体組合せ
2015年08月17日
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　８月１７日、第６３回広島市中学校総合体育大会（サッカーの部）の監督会議がありました。西区２位
で広島市大会に進んだ広島学院は、８月２１日（金）、１回戦で中・安芸区２位の矢野中学校と対戦しま
す。安佐南区の沼田運動広場で１０：００Kick offの予定です。公共交通機関がないため、選手はバスで
移動します。保護者の方には、自家用車で来られる際、できるだけ乗り合わせて来ていただきますように
お願いいたします。
　昨年、５７期生（現高１）が広島市総体で勝ちあがり、最後に対戦した相手が矢野中学校でした。昨年
のリベンジなるか？！･･･。その前に、５８期が５８期らしく、激しく、我慢強いサッカーを最後までで
きるかどうかが大切です。まずは、１８日の練習試合で自分たちのサッカーを確認して大会に向かいま
す。

サッカー部

詳細を見る

中学　広島市総体西区大会　決勝
2015年08月10日

　８月１０日（月）、広島市総体西区大会の決勝が行われました。大会を通じて、保護者の皆様にはたく
さんのご声援をいただきありがとうございました。決勝の対戦相手は庚午中学校でした。試合開始早々、
技術のある相手に対して、寄せられなかったスキを見逃してはくれませんでした。ミドルシュートでいき
なり先制を許します。試合の入り方は広島市大会に向けて大きな教訓となりました。その後、玉際に厳し
く寄せて相手の技術を封じ、我慢を続けて前半を０－１で折り返します。後半の入り方には成功し、
シュートを打つ場面も出始めました。しかし、セットプレーから失点をすると、ディフェンスの距離が広
がり、０－５で敗れました。
　しかし、個人の部分では最後まであきらめることなく戦うことができました。また、チームとして我慢
を続けられた時間もありました。広島市大会に向けて、最後まであきらめずに準備していきたいと思いま
す。広島市大会の組合せと日程は８月１７日の監督会議で決定します。
　大会を通じて、ベンチ外の選手も含めて、３年生がまとまり、２年生にもその雰囲気が伝えられていく
のではないかと感じています。５８期が中学校のサッカー部で過ごす時間も少なくなって来ました。最後
まで上を目指してチーム全体で戦っていきたいと思います。

サッカー部

詳細を見る

中学　広島市総体西区大会　予選リーグ④
2015年08月09日

　８月９日（日）、広島市総体西区大会の予選リーグが行われました。４試合目の相手は己斐上中学校で
した。この試合も中盤での争いの激しい試合となりました。相手のシュートがクロスバーをたたく幸運も
ありましたが、前半にF君のクロスからE君が決めて先制。しかし、後半にキーパーのクリアボールを押し
込まれて同点とされ、さらにその後もカウンターからシュートを打たれますがポストに救われて１－１の
引き分けとなりました。これにより、広島市大会への出場と、明日の西区大会決勝への進出が決定しまし
た。たくさんのご声援ありがとうございました。
　昨日の己斐中学校、今日の己斐上中学校ともに、中学校最後の試合にかける気持ちの強さが感じられ、
試合終了後のチームの様子からは、まだまだ広島学院には足りないものがあること気づかせてもらいまし
た。明日は春の選手権大会で大敗した庚午中学校と対戦します。広島市大会の前に、もう１つチームをレ
ベルアップさせるチャンスです。昨日・今日の試合の反省を踏まえて、明日の試合でチームとしてベスト
を尽くせるように準備したいと思います。
　８月１０日（月）は、庚午中学校で１１：２０試合開始予定です。平日のため、試合会場には保護者の
方の駐車場がありません。ご了承ください。

サッカー部

詳細を見る

広島市総体西区大会　予選リーグ③
2015年08月08日

　８月８日（土）広島市総体西区大会の予選リーグ３試合目が行われました。３試合目の対戦相手は己斐
中学校でした。試合開始から、己斐中学校の玉際の厳しさとディフェンスライン裏へのロングボールに対

Page 65 of 105

2020/11/17



して、受けに回ってしまい、前半早々にクロスバーの跳ね返りを押し込まれて先制を許してしまいます。
その後も中盤で主導権を握られ、苦しい時間帯が続きます。しかし、M君のコーナーキックからK君が
ゴール、さらに続けてFWのE君がキーパーとの競り合いを押し込んで逆転し、流れを食い止めます。後半
は前線から厳しく寄せて主導権を握り、２得点。４対１で勝利しました。暑い中、たくさんのご声援をい
ただきありがとうございました。
　試合の入り方の大切さを痛感した試合でした。しかし、暑い中で後半に主導権を握れたことは自信にな
ります。また、控え選手、ベンチ以外のメンバーは相変わらず良く動いてくれています。明日以降も、
チーム全員で集中して、力を発揮できるように準備していきたいと思います。

サッカー部

詳細を見る

広島市総体西区大会　予選リーグ②
2015年08月05日

　８月５日、広島市総体西区大会の予選リーグが行われました。広島学院の２試合目の相手は古田中学校
でした。中盤で我慢強くボールに寄せ、ルーズボールを拾い、相手のディフェンスラインの裏にボールを
出し続けました。前半、右サイドO君のクロスからFWのE君が決めて先制。後半もO君のクロスから追加
点。さらにE君のハットトリックの活躍により４－１で勝利することができました。暑い中たくさんのご
声援をいただき、ありがとうございました。
　２年生を含めた控えメンバーもウォームアップやボトルの準備など、良く動いています。また、試合終
了直後、選手から「油断したらやられる」という言葉が出ました。「勝ちたい」という気持ちが表に出て
きています。頼もしいチームになってきました。これからも、ピッチの外でも油断せず、チーム全員で大
会を戦い抜きます。

サッカー部

詳細を見る

広島市総体西区大会　予選リーグ
2015年08月01日

　８月１日より、広島市総体西区大会の予選リーグが始まりました。今大会は西区から９チーム中３チー
ムが広島市大会に進出できます。３年生にとっては中学校最後の大会となります。これまで積み重ねてき
たことの集大成として悔いの無いように戦って行きたいと思います。
　予選リーグ１試合目は、井口台中学校との対戦でした。試合序盤は中盤での争いが続き、我慢の時間が
長く続きました。しかし、前半終了間際に得点を奪うと、後半は開始直後から４得点を奪い、５対０で勝
利しました。たくさんのご声援ありがとうございました。
　対戦相手の選手の身体能力も確実に上がっています。また、暑い中ではどうしてもプレーの精度が落
ち、決定的な場面でもなかなか得点は奪えません。これからも、我慢の戦いが続くと覚悟して、次の試合
に向けて良い準備をしていこうと思います。暑い試合では給水タイムなどベンチワークも試合に影響を与
えます。今日の試合では、２年生も含めて試合に出ていないメンバーも良い集中力を持って戦ってくれま
した。今後もチーム一丸で戦って行きたいと思います。

サッカー部

詳細を見る

広島市中学校総合体育大会：西区大会
2015年07月31日

The Junior High School Soccer Club will have at least 4 games this month.
Game 1     ８月１日  (土)    vs.井口台中学校      KO-10:20      場所-広島学院中学校 
Game 2     ８月５日  (水)    vs.古田中学校         KO-10:20      場所-広島学院中学校
Game 3     ８月８日  (土)    vs.己斐中学校         KO-11:40      場所-己斐上中学校
Game 4     ８月９日  (日)    vs.己斐上中学校      KO-10:20      場所-己斐上中学校
決勝戦　　　　　８月１０日(月)　　　　　　　場所-庚午中学校　　　NO PARKING at 庚午中学校
Please cheer for us!!!!
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サッカー部

詳細を見る

第９４回全国高校サッカー選手権大会広島大会抽選会
2015年07月21日

７月１９日（日）、『第９４回全国高校サッカー選手権大会広島県大会』の抽選会が行われました。
高校サッカー部キャプテンが緊張の舞台に立ちました。

抽選の結果、以下のようになりました。

場所・日時などはまた後日の決定となります。

なお、２０日（月）にはアドバンスリーグ３部・４部がそれぞれ行われ、３部のＡチームは、２－１で逆
転勝ちをおさめました。４部のＢチームは１－１０という大敗になりましたが、１点を奪えたことが重要
であり、それぞれが厳しい試合を経験することで技術的にも精神的にも成長していけます。

選手権予選までにどこまで強くなれるか楽しみです。

2015年7月 , サッカー部 , 高校

詳細を見る

55K 引退試合
2015年07月15日

７月１４日、試験終了後に高校３年生（５５Ｋ）の部内引退試合を行いました。
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アドバンスリーグがあったり（顧問が忘れていたり）で
５月の公式戦引退試合から間があいてしまいました。

気温が高かったうえに、試験終了後の体力だったので熱中症などが不安でしたが、
元気よく、真剣すぎるくらいのゲームを行ってくれました。
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すでに受験に向けて必死に勉強に取り組んでいますが、
これをきっかけにさらに勉学に励んでくれればと思います。
中学生のときから５年、学院でのサッカー生活おつかれさまでした。

2015年7月 , サッカー部 , 高校

詳細を見る

リーグ・新チーム初勝利
2015年06月22日

先日のオープンスクールにサッカー部は出展していませんでしたが、中・高ともに元気に活動していま
す！
２１日（日）にアドバンスリーグ第５節が行われ、新チームとして、そして今期リーグ戦において初勝利
をおさめました！！得点しても追いつかれる展開でしたが、３－２で終えることができました。次のリー
グ戦は７月１８日になります。期末試験などをはさみますが、練習を積み重ねて試合に備えていきます。

2015年6月 , サッカー部 , 高校

詳細を見る

中学サッカー　広島市選手権大会組み合わせ
2015年05月28日

　いつも広島学院中学校サッカー部にご声援をいただきありがとうございます。
　広島学院中学校は、先日の西区大会で３位となり広島市選手権大会に出場します。
　１回戦の対戦相手は、安佐北区２位の亀山中学校で、試合は、５月３０日（土）１３：００より、安佐
北区の三入中学校で行われます。三入中学校には十分な駐車スペースがありませんので、応援の際にはで
きるだけ、乗り合わせてお越しいただきますようにお願いします。駐車場所につきましては、添付の地図
をご参照ください。
　１回戦に勝利した場合には、翌日（５月３１日（日））１３：００より広大附属中学校にて、東区１位
の戸坂中学校と対戦します。まずは、良い準備をして、自分達が目指してきたサッカーをすることに集中
したいと考えています。
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サッカー部

詳細を見る

市大会!!
2015年05月23日

With a 3-1 victory against 己斐上, thanks to goals from F君,M君 & K君, Hiroshima Gakuin will be 
in the Hiroshima City Tournament!! Our next game will be this Saturday (5月30日）. However, 
our opponents (相手のチーム) and the place of the game　（会場） will be decided on Tuesday 
evening (5月26日). Please wait until then for more information. We will do our best to 
win again!!!! 

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　選手権西区大会　予選リーグ③
2015年05月07日

　５月２日（土）広島市中学校サッカー選手権大会の西区大会が行われました。予選リーグ３試合目は、
広島市新人大会で優勝している庚午中学校との対戦でした。前半は押し込まれながらも粘り強いディフェ
ンスで失点を１にとどめ、決定的なチャンスも作ることが出来ました。しかし、後半になると、相手の早
いパスワークにディフェンスが遅れ始めて５失点。力の差を見せ付けられる結果となりました。しかし、
強い相手に対してチームとして対応できる部分と足りない部分が見え、今後に向けては収穫の多い敗戦で
した。広島市大会出場の可能性はまだ残されています。５月２３日（土）の順位決定戦に向けて、しっか
りと準備していきます。
　たくさんのご声援ありがとうございました。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　選手権西区大会　予選リーグ②
2015年04月27日

４月２６日（日）に、広島市中学校サッカー選手権大会、西区大会の予選リーグ２試合目が行われまし
た。対戦相手は観音中学校でした。開始早々、コミュニケーションミスから失点してしまいます。その
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後、サイドからチャンスを作るものの、ゴールを割れずに前半終了。後半も攻勢に出ますが、カウンター
で右サイドをえぐられて失点。残念ながら０－２で敗戦となりました。
たくさんのご声援ありがとうございました。敗戦を前向きにとらえ、チームとして得点が奪えるように修
正し、次の試合に向かいたいと思います。
次の試合は、５月２日（土）１０：２０～庚午中学校会場で庚午中学校と対戦します。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　選手権西区大会　予選リーグ①
2015年04月25日

４月２５日（土）広島市中学校サッカー選手権大会の西区大会が行われました。予選リーグの１試合目
は、崇徳中学校との試合でした。中盤でボールを支配して押し気味に試合を進めるも、崇徳中学校の粘り
強いディフェンスによって１点が取れません。しかし、選手はあせらず、２０分過ぎにＭ君のミドル
シュートで先制すると、前半終了間際に、コーナーキックのこぼれをＦ君が押し込んで２点目を奪い、後
半もコーナーキックからＫ君が追加点。さらに、Ｈ君のシュートで加点し、４－０で勝利しました。ディ
フェンスラインも最後まで集中力を保ちました。たくさんのご声援をいただき、ありがとうございまし
た。明日も、１０：２０から広島学院グランドで観音中学校との試合があります。あせらず、粘り強く、
自分たちのサッカーが出来るように用意していきたいと思います。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　選手権西区大会が始まります
2015年04月17日

広島学院中学校サッカー部を応援いただきありがとうございます。４月18日（土）より、広島市中学校
サッカー選手権大会の西区大会が始まります。西区大会では、上位４チームが広島市大会への出場権を獲
得します。予選リーグは広島市新人大会で優勝した、強豪庚午中学校と同じリーグとなりました。対戦相
手に関係なく、これまでの練習の成果を発揮し、自分たちのサッカーをすることができるよう、しっかり
と準備していきたいと思います。以下に広島学院中学校の試合予定をお知らせします。

４月２５日（土）１０：２０～予選リーグ１試合目　対　崇徳中学校　会場：広島学院
４月２６日（日）１０：２０～予選リーグ２試合目　対　観音中学校　会場：広島学院
５月　２日（土）１０：２０～予選リーグ３試合目　対　庚午中学校　会場：庚午中学校
５月２３日（土）西区大会　決勝・３位決定戦　試合時間未定　会場：庚午中学校
※庚午中学校が試合会場の時は駐車スペースの問題で、自家用車での来校をご遠慮いただくことがありま
す。その場合にはお知らせします。

サッカー部

詳細を見る

高校サッカー　20150412
2015年04月13日

県総体　地区予選リーグ　VS　近大東広島高　０－0　PK 3-4　（於：広島スタジアム）
　新監督武田先生を迎えて、初めての試合でした。押し込まれ気味ではありましたが、最後まで集中を切
らすことなく勝ち点１を得ました。引き続き応援のほどよろしくお願いします。
　25日10:00～　VS海田（於：海田高）
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サッカー部

詳細を見る

高校サッカー　20150401　Bチームの春
2015年04月01日

3月17日グリーンアリーナへ基礎体力測定に行きました。

脚筋力の測定の時には力が入ります。
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3月30日・31日とフェスティバルに参加し、練習試合をしました。

晴天の下、たくましい顔になりました。

サッカー部

詳細を見る

高校サッカー　20150228卒業
2015年02月28日
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54期生卒業試合。

コーナーキックから得点。
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ゴー～～～～～ル！

卒業おめでとうございます。

サッカー部

詳細を見る

高校サッカー　20150117
2015年01月21日

県新人大会3回戦　1/17　ＶＳ瀬戸内
粘り強く戦うも前半１失点。後半もＣＫから失点。体力的に厳しくなった終了間際に2点取られました。
０－４。
多くの応援をいただき感謝しております。ありがとうございました。
　次回練習試合予定　2/1　13:30　ＶＳ基町（於：基町）

サッカー部

詳細を見る
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高校サッカー　20150117
2015年01月21日

県新人大会　3回戦　ＶＳ瀬戸内
粘り強く戦うも、前半1失点。後半地力の差が出てさらに失点。体力的に厳しくなった終了間際に2失点。
0-4で敗戦。
多くの応援をいただいたことに感謝します。ありがとうございました。
　練習試合予定　2/1　13:30　ＶＳ基町（於：基町）

サッカー部

詳細を見る

高校サッカー　２０１５０１１１
2015年01月11日

広島県高等学校新人大会
1/10
１回戦　ＶＳ　舟入　於：国際学院高
開始早々６分に右サイドからパスで崩され、失点。２５分ＦＫのボールをヘディングシュート、同点。後
半６分スルーパスで相手ディフェンスを崩し逆転。２-１で勝利しました。

1/11　２回戦　ＶＳ　広陵　於：広陵高
立ち上がりから厳しい戦いをしのぎ、８０分間粘り強く走り抜きました。０－０のドロー。
ＰＫ戦。ＧＫの好捕もあり、４－２で３回戦へ進出しました。
いよいよシード校の瀬戸内と対戦します、引き続き応援のほどよろしくお願いします。
（１月１７日１１：００　ＶＳ瀬戸内　於：安芸府中高校　駐車場はありません。）

一方学校では、成人祭に参加するために帰省したＯＢ、新成人の５２期生たちがミニゲームを楽しみまし
た。

サッカー部

詳細を見る

高校サッカー　２０１５０１１０
2015年01月11日
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広島県高等学校新人大会
１回戦　ＶＳ　舟入　於：国際学院高
開始早々６分に右サイドからパスで崩され、失点。２５分ＦＫのボールをヘディングシュート、同点。後
半６分スルーパスで相手ディフェンスを崩し逆転。２-１で勝利しました。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　新人大会広島市大会１回戦
2014年11月08日

１１月８日（土）広大附属にて、広島市中学校新人サッカー大会の１回戦が行われました。対戦相手は段
原中学校でした。試合開始4分、ＦＷのＦ君が相手ＤＦラインの裏に抜け出して先制。２０分にはＤＦの
Ｔ君のフリーキックから再びＦ君が押し込んで２点目。しかし、前半のうちにミスから同点に追いつか
れ、Ｆ君が負傷交代。新人戦は予測がつきません。後半、相手ＦＷへのロングボールを、ＤＦのＡ君・Ｓ
君が跳ね返します。最後の時間帯は運動量で勝りチャンスを多く作りますが決められません。そしてＧＫ
のＨ君も負傷交代。試合はＰＫ戦となりました。Ｅ君が真ん中に豪快に蹴りこんで流れを作ると、途中交
代で入った１年生ＧＫのＨ君が相手のＰＫを２本止める活躍。２回戦に進出することができました。新人
戦は本当に予測がつきません。しかし、前日の練習で試合に出られない選手たちと行った紅白戦の成果が
感じられチーム全員で勝ち取った勝利でした。まだまだ修正することはたくさんありますが、良い成長の
機会です。また良い準備をして２回戦に挑みます。たくさんのご声援をいただきありがとうございまし
た。
新人戦２回戦は１１月１５日（土）１３：００～沼田運動広場で口田中学校と対戦します。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　新人戦　広島市大会組合せ
2014年11月06日

１１月８日（土）より行われる広島市中学校新人サッカー大会の広島市大会の組合せが決定しました。
西区４位の広島学院は、１回戦で南区２位の段原中学校と対戦することとなりました。強豪相手にどこま
で戦えるのか楽しみです。
広島学院中学校の試合時間、場所は以下のとおりです。
１回戦（１１月８日）　対　段原中学校　広大付属会場　１１：３０kick off　（勝った場合２回戦へ）
２回戦（１１月１５日）　対　口田中・国泰寺中の勝者　沼田運動広場会場　１３：００kick off
３回戦（１１月２２日）　対　？　広域公園補助競技場　１０：００kick off
準決勝・決勝（１１月２３日）　広域公園補助競技場
（大会のトーナメント表は中学校体育連盟やフレンドリースポーツのサイトでご覧いただけます。）

サッカー部

詳細を見る

4th Place
2014年11月03日

Today the Gakuin boys played very hard against Inokuchi JHS but were unable to win. The 3 to 
1 defeat to Inokuchi left Gakuin in fourth place in the Nishi-ku Tournament. Our next game will 
be next weekend in the Hiroshima City Tournament. Our opponents will be determined on 
Thursday evening. Thank you to all the supporters who cheered us on.

サッカー部

詳細を見る
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Third Game
2014年11月01日

In the final game of the group stage at Kogo JHS today, Gakuin lost a close 1-0 game against 
Furuta JHS. The boys played hard until the last whistle, but it wasn't enough today. Our next 
game will be on November 3rd at Koi-Ue JHS against Inokuchi JHS at 10:20. Please come and 
cheer us on.
次の試合：　　　対戦相手：井口中学校　　　11月3日(月)＠己斐上中学校　10時20分キックオフ

サッカー部

詳細を見る

Second Game; Second Win!
2014年10月28日

In their second game of the 西区 tournament, the Gakuin boys gained their second victory. The 
game against 井口台 was hard fought and both teams did well. Luckily Gakuin came out on top. 

Their next game will be against 古田中学校 on Saturday, November 1st, 2014 at 庚午中学校 at 
9 AM. Please come and cheer for the boys. (Please remember that there is no Parking for 
parents at the school.)

サッカー部

詳細を見る

高校サッカー20141025
2014年10月25日

今日は広島大学医学部と試合をしました。
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大学生の中には卒業生もいました。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　新人戦　西区大会
2014年10月12日

広島市中学校新人サッカー大会の西区予選が始まります。
10月１３日（月・祝）が初戦の予定でしたが、台風の接近により、試合の中止が決定しました。今後の試
合日程をお知らせします。
１０月１９日（日）１１：４０～予選リーグ　対　己斐中学校　（庚午中学校会場）
１０月２６日（日）１１：００～予選リーグ　対　井口台中学校　（広島学院会場）
１１月　１日（土）　９：００～予選リーグ　対　古田中学校　（庚午中学校会場）
１１月　３日（月・祝）　順位決定戦　（己斐上中学校会場）
区大会の上位６チームが１１月　８日（土）から始まる広島市大会に進出します。
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サッカー部

詳細を見る

高校サッカー　140908
2014年09月08日

高校サッカー選手権　ブロック決勝　学院０－２広　前半終了間際、後半15分に失点。健闘むなしく、敗
退。二次リーグ進出ならず。応援・声援、応援メッセージ等ありがとうございました。

サッカー部

詳細を見る

高校サッカー　140906
2014年09月06日

高校サッカー選手権　2回戦　学院３－０神辺旭　1回戦に続き、多くの声援をいただきました。ありがと
うございます。
明日9/7（日）11：00　於：工大高校　二次リーグ進出決定戦。　
なお、応援来場の際は、役員用の駐車スペースしかありませんので、公共の交通機関をご利用ください。

勝利に笑顔の部長と明日への決意を示す監督です。
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サッカー部

詳細を見る

高校サッカー　選手権　20140831
2014年08月31日

高校サッカー選手権大会　広島県大会　1回戦　学院２－１三次　多くの応援を頂きました。ありがとう
ございます。

前半14分ＰＫにて先取点
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前半終了間際に一瞬の隙を突かれ失点。ハーフタイムにて修正。

後半5分右サイドから中央へ攻め込み得点。
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試合終了後

2回戦　9月6日（土）11：00　於：安芸府中高校　

Page 83 of 105

2020/11/17



サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　総体　広島市大会　１・２回戦
2014年08月24日

　雨天順延となった広島市中学校総合体育大会（サッカーの部）の広島市決勝大会１・２回戦が、８月
２３日（土）・２４日（日）に行われました。
　８月２３日（土）１回戦の対戦相手は修道中学校です。修道中学校は３年生が高校に移行し、２年生を
中心とした新チームで予選を勝ち上がってきました。大会の初戦ということで、試合の入り方に気をつけ
て試合に臨みました。選手たちは開始直後から、これまでやってきた厳しいディフェンスを実践し５－０
で勝利しました。
　８月２４日（日）２回戦の試合会場は広島学院でした。２年生は朝から会場準備。雨でえぐれたグラン
ドに土を入れ、ラインを引き、テントを建てる。きびきびと動く２年生に１年間の成長を感じました。会
場運営も大切な経験です。
　試合は先日の豪雨災害で亡くなった方々への黙とうから始まりました。高取北中学校を相手に、選手た
ちは厳しく球際で戦い、攻撃ではＦＷのＴ君、守備ではＣＢの２人のＹ君を中心に、最後まで集中力を保
ち続け、６－０で勝利しました。途中交代で入ったメンバーも最後まで締まった試合をし、試合に出られ
ないベンチのメンバーも一体感を増してきました。また、まさにホームゲームと感じられるような温かい
ご声援をいただき、ありがとうございました。
　８月２５日（月）、１０：００～広域公園補助競技場でおこなわれる３回戦の対戦相手は、新人戦の広
島市大会で敗れた矢野中学校です。３回戦でも自分たちのサッカーが発揮できるように準備していきま
す。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　広島市大会　試合日程変更について
2014年08月22日

大会日程の変更のお知らせ
8月22日(金)の広島学院中学校サッカー部の試合は中止になりました。
修道中学校との試合は8月23日(土)　１３：００に延期になりました。
場所は五日市中学校に変更されました。
集合時間は１１：３０です。
※２３日の午前６：００の時点で広島市に警報が発令されていた場合には、生徒は自宅
待機してください。
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五日市中学校へのアクセス（生徒は各自で確認してください）
＜１．バス＞
バスセンター・広島市役所・西広島バイパス経由の西方面行き（東観音台・彩が丘・藤
の木・薬師が丘・四季が丘　行き）のバスで、佐伯区民文化センター前下車。五日市中
学校までは徒歩５分です。
＜２．電車・バス＞
JR・五日市駅下車。五日市駅北口バス停から八幡・河内方面行き（彩が丘・藤の木・薬
師が丘　行き）のバスで、千同橋下車。五日市中学校までは徒歩３分です。
＜３．電車・徒歩＞
JR・広電　五日市駅下車。徒歩２５分

8月24日(日)は広島学院が大会会場になります。
中２の生徒は８：００集合。会場準備をします。中３の生徒は１０：００集合。
１１：３０試合開始。中２の生徒は大会運営のため、弁当持参。１７：００解散
中１の練習試合は中止になりました。中１の次の練習は8月28日(木)です。
＜１．バス＞

＜２．電車・バス＞

千同橋のバス停は時刻表中、岡の下橋の手前にあります。
（広電バスのHP）
http://www.hiroden.co.jp/bus/suburb/pdf/n_shiyakusyokeiyu_nishi.pdf

＜３．電車・徒歩＞
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FIN

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　総体市大会組合せ
2014年08月18日

８月２２日（金）より、広島市中学校総合体育大会（サッカーの部）の広島市大会が行われます。西区３
位で広島市大会への出場権を獲得した広島学院は１回戦で修道中学校と対戦します。トーナメント戦にお
いても自分たちのサッカーができるように、しっかりと準備して大会に臨みたいと思います。
８月２２日（金）広島市総体１回戦
対　修道中学校
沼田運動広場　１３：００ kick off

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　総体西区予選４・５日目
2014年08月18日

　８月８日（金）・９日（土）、広島市中学校総合体育大会（サッカーの部）西区予選の４試合目と、順
位決定戦が行われました。
　８日、予選リーグ４試合目が行われました。対戦相手は観音中学校です。試合開始から、厳しいディ
フェンスで、相手の中心選手に仕事をさせず、学院ペースで試合を進めます。前半に２得点、後半に４得
点を挙げて、６－０で勝利しました。この結果、予選Aリーグ２位で、３位決定トーナメントへの出場が
決定しました。
　９日、台風の影響が心配されましたが、なんとか天候ももちこたえてくれました。西区３位決定トーナ
メント、１回戦は崇徳中学校との対戦です。試合開始から相手の出足の良さに押されて思うようにパスが
つながりません。前半０－０。後半開始早々に、FWのT君が得点しますが、その後も追加点は奪えず、試
合終了間際にDFのK君がGKの頭を越えるロングシュートで加点し、２－０で勝利しました。
　広島市大会への出場権を掛けた３位決定戦。対戦相手は、春の選手権大会で負けた井口中学校です。前
半、パスをカットされて失点。負けられない試合で先制されると苦しいのですが、その後は厳しいディ
フェンスから、チャンスを作ります。前半終了間際、相手GKのキックを体を張って止めたFWのO君が得
点。１－１で折り返すと、後半、右MFのO君のクロスを左MFのK君がヘディングで押し込んで決勝点。厳
しい試合を２－１で勝利し、広島市大会への出場権を得ました。雨の中、たくさんのご声援をいただき、
ありがとうございました。
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サッカー部

詳細を見る

高校サッカー　20140812
2014年08月17日

8月前期報告

１～３日島根遠征、７・８日広島県私学大会、９日～１２日中国地域研修大会と延べ１４校の学校と対
戦。切磋琢磨しました。

戦況を見極める尺田先生。
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入念なストレッチ

こぼれ話
　１１日の試合ではイノシシの親子がグラウンドに登場。２頭のウリ坊のうち１頭がグランドを横切りほ
ほえましい光景でした。
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この時期にはお盆の帰省をかねてOBがたくさん来てくれます。今日は４３・４５期の山下兄弟に朝から
夕方まで指導いただきました。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　総体西区予選３日目
2014年08月03日

　8月３日（日）　広島市中学校総合体育大会（サッカーの部）西区予選大会の３試合目が行われまし
た。対戦相手は古田中学校です。
　試合開始早々、古田中学校のフリーキック。セットプレーは警戒していたのですが、ゴール逆サイドに
見事にコントロールされたシュートを決められ先制を許します。しかし、その後は、粘り強いディフェン
スで相手にチャンスを作らせずに、前半終了。後半は相手がディフェンスを固める中でも、積極的にボー
ルをつないで、ゴールに迫り、ＭＦのＨ君のミドルシュートで同点に追い付きます。その後も攻勢をかけ
ますが、あと一歩で得点できません。すると、終了間際、古田中学校にクロスボールから決勝点を奪われ
て１－２。またしても、悔しい敗戦となりました。まだ、勝つためには何かが足りないのでしょう。しっ
かりと反省し、次に生かしたいと思います。雨の中たくさんのご声援をいただき、ありがとうございまし
た。
　次の試合は８月８日（金）対戦相手は観音中学校です。まだ、自力で広島市大会に出場するチャンスは
残っています！

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　総体西区予選２日目
2014年08月02日

　８月２日（土）　広島市中学校総合体育大会（サッカーの部）西区大会、予選リーグの２試合目が行わ
れました。対戦相手は己斐上中学校。選手権大会では、広島市大会に出場しベスト16まで勝ち上がった、
明るく、元気のよいチームです。
　試合開始。ＤＦのＹ君が厳しいマークで相手のエースに仕事をさせず、他の選手のカバーリングによっ
てボールを奪います。攻撃では、相手ディフェンスラインの裏のスペースに抜け出したＦＷのＴ君が開始
５分で得点。前半終了間際にも、ＭＦのＭ君のパスからＴ君が得点。後半開始直後には、ＭＦのＭ君の
シュートのこぼれ球をＤＦのＹ君が押し込んで得点。さらに、ＦＷのＴ君が３得点目。ディフェンスも最
後まで集中力を保って無失点。４－０で勝利しました。たくさんのご声援ありがとうございました。
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　明日はいよいよ。選手権広島市大会準優勝、県大会ベスト４の強豪、古田中学校との対戦です。今日の
試合のように、最後まで集中したディフェンスができるかどうか。気を引き締めて、挑戦したいと思いま
す。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　総体西区予選１日目
2014年08月01日

　８月1日より、広島市中学校総合体育大会サッカーの部西区大会が始まりました。中学最後の試合でも
ある夏の総体は、暑さの中で、最後まで自分たちのサッカーをすることができるかどうかが勝負です。
　８月１日（金）には予選リーグの１試合目、井口台中学校との試合が行われました。選手たちは、試合
開始から積極的な守備・攻撃を行い、Ｏ君の８得点を含む１１得点を挙げて勝利しました。しかし、最後
まであきらめない姿勢を持っていた井口台中学校に、２得点を許しました。大会は始まったばかりです。
今日の試合で得た教訓を次の試合に生かし、あす以降、試合終了まで、集中力を途切れさせない試合をし
ていきたいと思います。暑い中、ご声援いただきありがとうございました。
　今後の日程
　８月２日（土）１０：２０～　対　己斐上中学校　（己斐上中学校会場）
　８月３日（日）１１：４０～　対　古田中学校　　（己斐上中学校会場）
　８月８日（金）　９：００～　対　観音中学校　　（庚午中学校会場　注：自家用車の駐車不可）
　８月９日（土）　予選リーグの結果により、決勝・順位決定戦　（己斐上中学校会場）

サッカー部

詳細を見る

高校サッカーＢ　２０１４０７２６
2014年07月26日

５５期を中心としたＡチームが県リーグへ出かけたので、Ｂチームの５６期は５７期と対戦。３０’×４
本。
１試合目は２－１で辛勝。２試合目は８点取って、高校生としての貫録を示しました。

サッカー部

詳細を見る
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高校サッカー部試合結果（7月16日） 2014年07月16日

日頃から温かいご支援を頂きありがとうございます。高校サッカー部です。

高円宮杯U-18サッカーリーグ2014 HiFAアドバンスリーグの3部Ａリーグ　の結果をお知らせいたしま
す。
学院　　VS　　 舟入高校　　　　1-1
学院　　VS　　近大東広島　　　2-3

1学期の試合は以上ですが、２学期以降もまだまだリーグ戦は続きます。試合には惜しくも負けてしまい
ましたが、各校とももう一度ずつ試合がまだあります。次は勝てるよう、夏にもしっかりと練習していこ
うと思いますので、応援よろしくお願いいたします。　

サッカー部

詳細を見る

高校サッカー部試合結果（６月３日）
2014年06月03日

報告が遅れてしまいましたが、高校サッカー部の近況をお知らせいたします。
現在、高円宮杯U-18サッカーリーグ2014 HiFAアドバンスリーグの3部Ａリーグにて奮闘中です。
ここまでの試合結果は
学院　VS　賀茂高校　　0-5
学院　VS　府中高校　　1-5
学院　VS　修道Ｂ　　　0-1
となっています。まだ勝ちはありませんが、55期と56期で練習に励んでいます。応援よろしくお願いし
ます。

サッカー部

詳細を見る

西区大会決勝戦
2014年05月24日

The JHS soccer club had a game at Kogo JHS this morning against Inokuchi JHS. In a close 
game, we were unable to overcome a 1-0 deficit and lost the game. We hope that the boys do 
better next time. Thanks to all the parents and boys who did their best today. From tomorrow 
will begin to train for the next tournament.

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　選手権西区大会３
2014年05月12日

In the last game of the group stage, Gakuin lost a hard-fought and close game to Kogo JHS. 
The 2-1 loss will almost certainly mean that Gakuin will finish second in the group and will have 
to win two game in order to advance to the City Tournament. Our next game will be on May 
24th at Kogo JHS (5月24日（土）＠庚午中学校). Once we know the times, we will post them. 
Thank you for your support and we hope to see you cheer on our boys. Let's make it to the City 
Tournament!

サッカー部

詳細を見る
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中学サッカー　選手権西区大会２
2014年05月03日

５月３日、広島市中学校サッカー選手権西区大会の予選リーグ２試合目が行われました。対戦相手は井口
台中学校。ゴール前を固める相手に序盤はなかなかゴールを奪えませんでしたが、少しづつ広いエリアを
使えるようになり、８得点をあげ勝利することができました。しかし、最後まであきらめない相手に、ス
キを突かれた失点がありました。あらためて、最後まで戦うことの大切さを確認できた試合でした。ベン
チに入れない選手も、練習中のゲームでは高いモチベーションでスタメンを脅かし、試合会場では自分に
できることを指示される前に動きチームに貢献しています。これからも、チーム全員で戦っていきたいと
思います。ご声援ありがとうございました。

サッカー部

詳細を見る

高校サッカー　総体地区予選　140426
2014年05月01日

総体地区予選最終戦　VS　可部　
　3得点１失点。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　選手権西区大会　１
2014年04月29日

　４月２９日から広島市中学校サッカー選手権大会の西区予選が始まりました。第一試合の対戦相手は己
斐中学校。新人戦では広島学院と合同チームを組んでいましたが、選手権では新入生を迎え、単独チーム
で参加しています。劣勢でも最後まで戦う良いチームです。
　大会初戦ということで試合への入り方が難しいと考えていましたが、選手は最初から、球際に厳しく、
オフ・ザ・ボールでさぼらず、ボールを動かし、声を出して試合に臨んでくれました。結果、多くのゴー
ルを奪い勝利しました。試合に対する姿勢を最後まで維持できたのは次の試合につながると考えていま
す。大会中、この姿勢を維持できるよう、練習でも厳しい姿勢を要求していこうと思います。ご声援あり
がとうございました。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　平成２６年度　選手権西区大会
2014年04月22日

The schedule for the next junior high school tournament has been decided. We hope that 
parents and friends will come and cheer for our boys.

日時・会場
試合開始時

間

４月２６日(土)
(己斐上中学校)

４月２９日(火)
(己斐上中学校)

５月　３日(土)
(己斐上中学校）

５月１１日(日)
(庚午中学校)

５月１８日(日)
(庚午中学校)

① 9:00 井　口－観　音 学　院－己　斐 学　院－井口台 井　口－崇　徳 井　口－古　田
② 10:20 古　田－己斐上 己斐上－崇　徳 井　口－己斐上 庚　午－学　院 庚　午－己　斐
③ 11:40 庚　午－井口台 古　田－観　音 古　田－崇　徳 観　音－己斐上 観　音－崇　徳
④ 13:00 井口台－己　斐

The finals will be played on May 24th (5月24日)＠Kogo JHS (庚午中学校) to determine the 
participating teams in the city tournament. We hope to have a game on that day as well.
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サッカー部

詳細を見る

高校サッカー　総体地区予選140420
2014年04月21日

4/20　VS　修道　スコアレスドロー　多くの声援をいただきました。ありがとうございます！

サッカー部

詳細を見る

高校サッカー　総体地区予選140413
2014年04月15日

高校サッカー　総体地区予選　4/13
　県立広島高校と対戦。後半7分、右サイドからミドルシュートを決められ、敗戦。雨の中応援ありがと
うございました。
　54期生の雄姿を見ることができるのもあとわずかです。観戦のほどよろしくお願いします。
　4/20　12:00　VS　修道　於：修道高　　4/26　12：00　VS　可部　於：可部高　

サッカー部

詳細を見る

Two Days, Two Wins
2014年01月19日

On a busy weekend, the 中学校 soccer club won two games: 2-1 against Asa JHS and 4-2 
against Ozu JHS. The wins put 学院 into the final eight of the 市大会. Their opponents will be 
Yano JHS on Saturday. Thank you to all the supporters who cheered us on. We hope to see you 
again Saturday, and hopefully Sunday.
次の試合
１月２５日　場所：康午中学校　KO:10:00AM  相手チーム：矢野中学校 

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　新人戦広島市大会
2014年01月18日

　18日（土）から、広島市中学校サッカー新人大会が始まりました。寒い中、熱い声援をいただきまし
て、ありがとうございました。
　１回戦の対戦相手は安佐中学校。昨年、選手権大会でＰＫ負けを喫した、声の出る良いチームです。前
半左サイドのＫ君が抜け出して先制。後半５分、右サイドＭ君のサイドチェンジからＴ君が追加点。優位
に試合を進めます。しかし、その後、パワープレーに出た相手に押し込まれて、コーナーキックから失
点。最後はＤＦ陣が粘って、粘って２－１で勝利しました。失点後に下を向かなかったことは大きな成果
でした。
　明日19日（日）は、２回戦が行われます。対戦相手は南区１位の大州中学校。広島学院で１１：３０ｋ
ｉｃｋ　ｏｆｆです。挑戦します。

サッカー部

詳細を見る
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高校サッカー新人大会　1/12 2014年01月14日

1月12日（日）　誠之館高校と対戦。前半、後半ともに18分に失点。0-2、初戦にて敗退。

サッカー部

詳細を見る

広島学院サッカー部OB会２０１４
2014年01月07日

　１月３日好天の下、恒例のサッカー部OB会が開かれました。６０名あまりがグラウンドを走り回りま
した。見学応援の方も含めると８０名近くの参加ではなかったでしょうか。先生は大橋先生、ロサド先
生、竹本先生、新人の尺田先生がいらっしゃいました。午前中は現役と若手OBの対戦。午後から一般OB
対抗戦。開会にあたり、１０月のJJHA杯の優勝杯と優勝メンバーが披露されました。写真は３位決定戦
に進出した２チームです。幹事担当だった４４期のみなさんお疲れ様でした。

サッカー部
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詳細を見る

西区新人戦大会
2013年12月15日

In a heartbreaking loss today, the Gakuin boys were defeated 1-0 by Furuta (古田中学校) JHS at 
Koi-Ue (己斐上). The goal was scored in extra time after both teams finished the regular 60 
minutes tied at 0-0. Gakuin will still advance to the Hiroshima City Tournament next month. 
Thank you for all the support we have received and we hope to the same faces at our matches 
in January.
Also today, the Koi-Gakuin (己斐・学院) team were defeated in a close match. They will 
unfortunately not have the opportunity to advance to the City Tournament. Thank you to the 
teachers and coaches at Koi for giving some our students valuable playing time.

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　新人大会４
2013年11月18日

　11月16日（土）・17日（日）に、広島市中学校サッカー新人大会、西区大会の予選リーグが行われま
した。応援ありがとうございました。
　16日、広島学院・己斐中学校連合チームは、古田中学校と対戦し０－８で敗北。厳しい試合でしたが、
それも貴重な経験でした。広島学院チームも、庚午中学校と対戦し、技術、スピードに圧倒されて７失
点。完敗でした。しかし、圧倒されながらも、前半・後半に１点ずつ、カウンターから得点するなど、次
につながる試合はできました。
　17日、広島学院・己斐中学校連合チームは、井口中学校と対戦しました。厳しい試合になることが予想
されましたが、M君が専制点を奪うなど健闘。最終的には１－４で敗れましたが、昨日の反省を生かし、
レベルアップを実感させる試合でした。連合チームでありながら、試合ごとに進歩を見せています。ま
だ、広島市大会出場の可能性が残っています。広島学院チームは、己斐上中学校と対戦しました。守備を
固める相手に、センターバック、Y君のミドルシュートで先制。その後、相手のカウンター攻撃にひやひ
やしながらも、後半M君、T君が加点し、３－０で勝利しました。これにより、予選リーグ２位となり、
西区４位以内が確定したため、広島市大会への出場が決定しました。
　次の試合は、12月15日。広島学院・己斐連合チームは、他チームの結果次第で、５位決定戦出場の可
能性があります。広島学院チームは３位決定戦を戦います。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　新人大会３
2013年11月11日

On Saturday Gakuin played Kanon JHS in the 西区 Tournament. Although Gakuin had a 2-0 lead, 
Kanon fought back and took the lead 3-2. Luckily, Gakuin was able to score a late goal to earn a 
draw. Next weekend Gakuin will have two games on Saturday (@己斐上中学校) and Sunday (@
庚午中学校) both kickoffs will be at 1pm. Please come and cheer us on.

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　新人大会２
2013年10月27日
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１０月２７日、広島市中学校サッカー新人大会西区大会が広島学院にて行われました。今日は、広島学院
と己斐中学校の合同チームが予選リーグの１試合目（対　井口台中学校）を行いました。合同チームとい
うこともあり、なかなか一緒にトレーニングはできないのですが、練習試合などを通じて、少しずつチー
ムらしくなってきました。前半からシュートチャンスはあるものの、なかなか得点できません。後半に入
ると相手に攻め込まれますが、ＧＫのＭ君の好判断により、ピンチをしのぎます。己斐も学院も皆が走る
のを止めず、しぶとく粘って守っていると、シュートのこぼれ球をＦＷのＭ君が押し込んで得点。最後ま
で集中力を切らさずに１－０で勝利しました。初めての公式戦で、しっかりと自分たちの力を出せたのは
立派でした。応援ありがとうございました。次は１１月９日、広島学院チームの試合（対　観音）です。

サッカー部

詳細を見る

中学　サッカー　新人大会
2013年10月20日

１０月２０日中学サッカー新人大会の西区予選が始まりました。
　今大会は、広島学院チームと、広島学院・己斐中学校合同チームの２チームで参加しています。１０月
２０日は広島学院チームの初戦でした。
　中２（５７期）のデビュー戦は、崇徳中学校との試合でした。「中間テスト翌日なので…」などと言い
訳することなく、初めての試合だからと緊張することなく、試合開始から全力でプレーすることができま
した。開始１０分で４得点。その後、試合は落ち着きましたが、押し気味に試合を進めて６－１で勝利す
ることができました。もちろん課題はありますが、良いスタートが切れました。応援ありがとうございま
した。
　１年生はグランド準備と試合見学。プレーできなくても、今はチームで一緒にいる時間が貴重な時間だ
と考えています。来週（１０月２７日）は、広島学院と己斐中学校の合同チームのデビュー戦です。今日
は試合に出られなかった合同チームのメンバーですが、来週は主役です。頑張りましょう。
遅くなりましたが、今後の新人戦の試合予定です。
１０月２７日（広島学院会場）１０：２０～合同チーム　対　井口台
１１月９日（広島学院会場）１０：２０～広島学院　対　観音
１１月１６日（己斐上会場）１１：４０～合同チーム　対　古田　　１３：００～広島学院　対　庚午
１１月１７日（庚午会場）１１：４０～合同チーム　対　井口　　１３：００～広島学院　対　己斐上
１２月１５日（己斐上会場）　決勝・順位決定戦（日程等は未定）

サッカー部

詳細を見る

アドバンスリーグ結果　9/15・16
2013年09月16日

9月15日　ＶＳ　山陽Ｂ　前半15分に得点。後半も15分に得点。前期に8点献上していた相手に快勝。
9月16日　ＶＳ　盈進Ｂ　選手権で惜敗したチームのＢ。後半10分に失点。Ａに続きＢにも負ける。

サッカー部

詳細を見る

高校サッカー選手権　2回戦　9/7
2013年09月09日

高校サッカー選手権　2回戦　9/7　VS　盈進
　立ち上がりから勇敢かつ慎重に試合を進め、再三のピンチをしのぎました。PK戦かと思われたアディ
ショナルタイムに失点しました。多くの応援を頂きましたことを感謝致します。

サッカー部

詳細を見る
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高校サッカー選手権　1回戦　9/1 2013年09月02日

VS　市商　14分、CKのこぼれを押し込む。23分左サイドを⑨にドリブル突破され、失点。27分ドリブ
ル突破から得点。31分、再び⑨のシュートで失点。２－２で折り返す。後半26分GKのこぼれから失点。
36分ヘディングシュートにて得点。終了間際にも得点し、逆転。2回戦へ。

サッカー部

詳細を見る

アドバンスリーグ結果　8/21
2013年08月29日

8月21日　VS　近大東広島。
6月に負けている近大東広島をホームに迎えての一戦。後半相手の隙をつき得点を重ねた。5得点で勝利。

サッカー部

詳細を見る

アドバンスリーグ結果　8/20
2013年08月28日

8月20日　VS　広。
7月に続き、ホームにて対戦。1点先取するも追いつかれ、引き分け。

サッカー部

詳細を見る

広島県私立高等学校サッカー選手権大会　8/7・8
2013年08月26日

8・7　予選トーナメント　修道に2-1で競り勝ち、呉港にPK勝ち。久しぶりに1位トーナメントへ進出。
8・8　決勝トーナメント　瀬戸内と対戦。7点を献上。（ちなみに瀬戸内は山陽との決勝を制し、優勝）

サッカー部

詳細を見る

アドバンスリーグ結果　7/28
2013年08月25日

7月28日　VS　広。
強力ツートップに手を焼き、苦戦。前半先取点。後半16分に追いつかれる。19分に得点し、勝ちが見え
たかに思った30秒後まさかの失点。再び追いつかれる。最後は防戦一方でしたが、粘りを見せ、得点。
ホームにて勝利。

サッカー部

詳細を見る

アドバンスリーグ結果　7/20
2013年08月23日

7月20日　VS　総合技術。
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三次運動公園の天然芝グラウンドにて。3分ＦＫより得点。18分に追加点。

サッカー部

詳細を見る

アドバンスリーグ結果　5/6～6/16
2013年08月23日

　5/6　 vs　山陽Ｂ　2-8　　6/1　 vs　呉三津田　5-1　　6/16　vs　近大東広島　1-3
　長らく結果報告を怠っていました。申し訳ありません。報告を再開するにあたり、厳しかった春の結果
をあげておきます。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　広島市総体　西区３位決定戦
2013年08月09日

８月９日（金）広島市総合体育大会（サッカーの部）西区大会の順位決定戦が広島学院で行われました。
広島学院は、予選Bリーグ２位で、３位決定トーナメントに進出していました。３位決定予備戦、井口中
学校との対戦では、開始早々にクロスからヘディングで先制。直後にもキーパーと競り合ってヘディング
で加点し、優位に試合を進めました。後半には、メンバーを入れ替えてさらに、２点を加点し、４－１で
勝利しました。控えのメンバーも良い動きを見せ、勝利に貢献してくれました。
２試合目となった３位決定戦。前半、高い位置からのディフェンスで相手にチャンスを作らせず、広島学
院らしいサッカーを展開しましたが、両チームとも決定的なチャンスを作れません。後半も一進一退の攻
防が続き、決定的なチャンスがないまま、後半ロスタイム、古田中学校のコーナーキック、古田中学校は
キーパーまで攻撃に参加して１点を取りに来ました。そして失点。残念ながら、広島市大会への進出はな
りませんでした。しかし、ウォームアップや試合を支えたベンチ外のメンバーまで含めて、炎天下、選手
は一生懸命戦ってくれました。盆休み明け、３年生は最後の締めくくりの練習試合をしたいと思います。
保護者の皆さまには、これまで、多くのご声援・ご協力をいただきまして、本当にありがとうございまし
た。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　広島市総体　西区大会３試合目
2013年08月07日

８月７日（水）、広島市総合体育大会（サッカーの部）西区大会の予選リーグ３試合目、井口台中学校と
の試合が行われました。炎天下にもかかわらず多くのご声援をいただきましてありがとうございました。
暑い中で、両チームとも決め手がなく、中盤でボールを奪い合う展開となりました。相手の粘り強いディ
フェンスに阻まれて、なかなかシュートチャンスを作ることができず、結果は０－０の引き分けでした。
この試合の反省は次の順位決定戦に生かしたいと思います。
西区からは３チームが広島市大会に進出します。予選リーグ（A・B２つのリーグがあります）の１位の
チームは、広島市大会への出場が決定し、西区の決勝戦に進出します。広島学院は、予選Bリーグ２位と
なり、広島市大会への出場をかけた３位決定トーナメントに進出しました。３位決定トーナメントは８月
９日（金）広島学院会場で行われます。３位決定予備戦は、１０：２０から（対　井口中学校）。それに
勝利した場合には、１３：００から広島市大会をかけて３位決定戦を戦うことになります。炎天下で意地
を見せることができるのか？！これまでやってきたことを信じて戦うしかありません。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　広島市総体　西区大会
2013年08月04日
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７月27日より、広島市総合体育大会サッカーの部の西区大会が始まりました。広島学院は、予選Bリーグ
に入り、８月３日（土）に初戦を迎えました。８月３日（土）予選リーグ１試合目は崇徳中学校との対
戦。再三決定的な場面は作るのですが決め切れず、前半０－０。しかし、後半に２ゴールをあげて難しい
大会初戦に勝利しました。
８月４日（日）予選リーグ２試合目は、前回の西区優勝チーム己斐上中学校との対戦。前半、続けてディ
フェンスラインの裏に抜けだしチャンスを作るものの得点は奪えず、前半０－０。足が止まりだした後半
はセカンドボールを相手に拾われてチャンスを作られますが、ディフェンスが踏ん張ります。終了５分前
からは逆に相手に圧力をかけて攻め込みますがあと一歩得点にはつながらず、０－０で勝ち点１を分け合
いました。
次の試合（予選リーグ３試合目　対　井口台中学校）は８月７日（水）庚午中学校の会場で１１：４０か
ら行われます。広島市大会出場を目指して、暑い中でも自分たちのサッカーをしたいと思います。

サッカー部

詳細を見る

Hiroshima City Tournament
2013年06月03日

On Sunday, June 1, the Gakuin boys played Asa Junior High School in the first round of the City 
Tournament. Both teams played well in the poor weather and it was 1 to 1 at the end of the 
match (thanks to a goal from M君). With no extra time, the game went straight to penalties. 
Unfortunately, the students from Asa were luckier and won 5-4 on penalties. We wish to thanks 
all the parents for their support and all the officials and other teachers who made the game 
possible. Next month, a new city tournament, the last for 56K, will start. Please come and cheer 
us on.

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　選手権　市大会組合せ決定
2013年05月28日

平成２５年度の広島市中学校サッカー選手権大会、広島市大会の組合せが決定しました。１回戦は６月１
日（土）、会場は沼田運動広場（雨が激しい場合には沼田運動広場が使えないため五日市中学校）、対戦
相手は新人戦ベスト４の安佐中学校（安佐南区２位）です。厳しい戦いが予想されますが、まずはベスト
ゲームができるように、準備して大会に臨みたいと思います。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　選手権　西区３位決定戦
2013年05月13日

５月１２日（日）　広島市中学校サッカー選手権大会への出場権をかけて西区３位決定戦が行われまし
た。４チームが１つの出場枠を争います。１試合目、３位決定予備戦の相手は井口台中学校。左サイドM
君のパスに走りこんだFW、T君のゴールで先制。さらに後半、右サイドM君のクロスをT君がヘディング
で押し込んで２点目。しかし、その後１点を奪われ、押し込まれる苦しい展開。なんとか守り抜き、３位
決定戦に進出しました。３位決定戦の相手は、予選リーグにおいて０－２で負けている古田中学校。試合
開始直後は、押し込まれシュートを打たれますが、枠外。この時間帯に、FWのS君が相手DFに走り勝っ
て先制。前半終了間際にはMF、M君のロングシュートが相手GKの頭を越えて追加点。後半は両チームと
も攻め手を欠いて我慢比べとなりますが、そのまま終了し勝利。６月から始まる広島市大会への進出を決
めました。たくさんの応援ありがとうございました。暑い中、試合の間は消耗をしないために我慢。試合
に出場しない選手も遊ばず我慢。特に試合に出られない多くの選手には面白い１日ではなかったはずで
す。しかし、この時間の共有が今後チームの財産になると考えています。

サッカー部
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詳細を見る

中学サッカー　選手権西区大会　３試合目
2013年05月07日

Gakuin scored a major victory on Friday, May 3, 2013. With their 4-0 win over Inokuchi JHS, 
the boys advance to the final round of the 西区tournament. However, with only one place 
available for four teams (the first place teams automatically advance), the road to the 
Hiroshima City Tournament is not easy. Gakuin will have to win both games this Sunday. Please 
come and cheer for our team.
５月１２日(日)大会会場は己斐上中学校です。１番目の試合は9:00KO、２番目の試合は13:00KOです。
がんばります！

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　選手権　西区大会　2試合目
2013年04月30日

４月２９日、広島市中学校サッカー選手権西区大会予選リーグ２試合目　対庚午中学校戦が行われまし
た。応援ありがとうございました。新人戦では負けている相手ですが、見事なサイドチェンジからM君の
ゴールで先制、前半終了間際にセットプレーから失点するも、前半は１－１。後半、相手に先に点を取ら
れるも、S君の２ゴールで逆転。しかし、後半ロスタイム、ラストプレーで押し込まれ失点。３－３。悔
しい引き分けとなりました。チームの成長を実感させる試合でした。悔しい試合はチームがまとまるチャ
ンスです。まだ、市大会出場のチャンスはあります。先発も控えも、皆で悔しさを共有し、市大会出場を
目指します。

サッカー部

詳細を見る

アドバンスリーグ結果　4/29
2013年04月29日

4月29日　ＶＳ　呉三津田。
　53期生まとめの試合。27日に続き、高いモチベーションを保ち試合へ突入。20分、31分、44分といい
時間帯に得点。有終の美を飾る。
　本日も大変多くの応援を頂きました。ありがとうございます。

サッカー部

詳細を見る

総体地区予選　4/27
2013年04月28日

総体地区予選　4/27　ＶＳ　県工。
　シード校の古豪県工と対戦。立ち上がりから集中力の高い試合で、厳しいピンチを次々とクリア。前半
終盤にはきわどいシュートも放ちました。後半も押し込まれつつカウンター攻撃のチャンスを狙っていま
したが、23分に右サイドから左へ振り込まれ、さらに中央へ折り返され失点。最後まで根気よく闘い抜き
ましたが、得点できず涙をのむこととなりました。
　「学院らしい」粘りのサッカーを展開できました。天候にも恵まれ、第一球技場で、多くの応援をいた
だき、プレーすることができたことに感謝します。

サッカー部

詳細を見る
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中学校　選手権　西区大会　First Game
2013年04月22日

In a hard fought game, the Gakuin boys unfortunately came out on the losing side this Sunday. 
In their first game of the Nishi-ku Tournament, the team lost 2-0 to a strong Furuta JHS side. 

Our next game is against Kogo JHS on Monday April 29th at Kogo. We hope the boys play just 
as hard, but come out with a better result. Please come and cheer for us.

サッカー部

詳細を見る

中学校　選手権　西区大会スケジュール
2013年04月18日

The 2013 Spring Nishi-ku Tournament will begin on Saturday, April 20. Hiroshima Gakuin will 
have three league games (on April 21, 29 & May 3) and hopefully more games in the knock-out 
round (on May 12). Please come and cheer for our boys.
＜一
＜一次リーグ試合日程＞

日時・会場
試合開始時

間

　４月２０日 
（土）

（己斐上中学
校）

　４月２１日 
（日）

（広島学院中学
校）

　４月２８日 
（日）

（庚午中学校）

４月２９日 
（月）

（庚午中学
校）

５月３日 
（金）

（広島学院中
学校）

① 9:00 観　音－井口台
－

崇　徳－観　音
－

己斐上－崇　徳
－

井口台－己斐
上
－

井口台－崇　
徳
－

② 10:20 庚　午－井　口
－

古　田－学　院
－

　庚　午－古　
田
－

庚　午－学　
院
－

観　音－己斐
上
－

③ 11:40 己　斐－己斐上
－

井口台-己　斐
－

観　音－己　斐
－

己　斐－崇　
徳
－

井　口－学　
院
－

④ 13:00 井　口－古　
田
－

＜順位決定戦日程＞
５月１２日（日）　己斐上　中学校グランド

３位決定予備戦①  9：00 Aリーグ2位 ―
―

Bリーグ３位

３位決定予備戦② 10：20 Aリーグ３位 ―
―

Bリーグ２位

決　勝　戦 11：40 Aリーグ１位 －
－

Bリーグ１位

３位決定戦 13：00 ①の勝者 －
－

②の勝者

サッカー部

詳細を見る

総体地区予選　4/14
2013年04月17日

14日総体地区予選。　ＶＳ　可部。
　立ち上がりから気合い十分で猛攻。9分右サイドから得点。15分間攻め続けました。その後は押し込ま
れる場面も多くあり、相手のミスにも助けられなんとか逃げ切りました。
　次は27日12:00～　於:第一球技場、相手は県工です。
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サッカー部

詳細を見る

高校サッカー　アドバンスリーグ4/7結果
2013年04月10日

4月7日　ＶＳ大門　53期苦手のバス移動の後のゲーム。再三ディフェンスラインの裏を突かれ失点。前
半のうちに2点を取り返し後半に入るも失点。引分けでした。

サッカー部

詳細を見る

高校サッカー　体力測定
2013年03月23日

3月20日　GAにて新高一・二の基礎体力測定を行いました。最後のハイパワーの測定では、しばらくた
てないほど頑張っていました。結果が楽しみです。県立体育館のスタッフの方々には一日お世話になりま
した。ありがとうございます。

サッカー部

詳細を見る

HiFA Fantasista Cup U-13
2013年02月04日

This weekend, the 中1 students participated in the 8 vs. 8 HiFA Fantasista Cup U-13 
Tournament. The 西区 Round was held at Gakuin on Saturday and Sunday. The Saturday games 
featured local junior high school. With spectacular team play and individual efforts, Gakuin won 
both their games to win the Saturday competition. On Sunday, the two teams which received 
byes for Saturday (San Frecce and Furuta FC) played Gakuin to decide the winner. Although the 
Gakuin boys tried their best, they were unable to prevail. San Frecce will represent 西区 in the 
next round of the tournament.

サッカー部

詳細を見る

高校サッカー　新人大会
2013年01月15日

　1月13日　新人大会2回戦　VS安芸府中　前半カウンターから2失点。ハーフタイムに修正。後半立ち
上がりに得点。勢いに乗り再三相手ゴール前に迫るも得点なりませんでした。
　多くの応援、声援ありがとうございました。

サッカー部

詳細を見る

学院サッカーOB会
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2013年01月04日

　1月3日毎年恒例のOB会が開かれました。午前中は若手OBと現役の対戦。昼からは
OB同士の対戦。グラウンドに立ったのは60名あまり、体調不良や応援のみのOBも加
えると90名ほどの集まりだったでしょうか。先生は大橋先生、ロサド先生がいらっ
しゃいました。写真は対抗戦で優勝した46・４７期チームのメンバーです。

サッカー部

詳細を見る

アドバンスリーグ結果12/26
2012年12月27日

ＶＳ　新庄　立ち上がり3分に失点。30分にFKで追いつくも1分後に失点。ハーフタイムに気合を入れな
おし、後半2得点。逆転勝ち。
学院Bは呉宮原と対戦。こちらも４－１で勝利。
明日はまとめのトレーニングと大掃除で御用納めです。新年は3日のOB会でスタート。今年も一年ありが
とうございました。来年もよろしくお願いします。　

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　新人戦　西区大会
2012年12月02日

１２月２日（日）、５６期中２が中心となって初めての公式戦、広島市新人サッカー大会西区大会の順位
決定戦が己斐上中学校で行われました。寒い中、熱いご声援をいただき、ありがとうございました。広島
学院は、予選リーグ３位で５位決定戦に進出。対戦相手は観音中学校でした。序盤から出足の良いディ
フェンスで観音中学校を押し込みますが、ゴールが奪えません。しかし、キーパーのＭ君、キャプテンＨ
君を中心にディフェンスは集中力を切らさずに、前半は０－０。後半、左サイドのＭ君のクロスが直接
ゴール！。さらにＭ君はディフェンスの裏に抜け出して２点目。ボランチのＫ君、フォワードのＳ君も加
点して４－０で勝利し、広島市大会の出場権を得ました。今日のような寒い日は、メンバーに入れなかっ
た選手は辛かったでしょう。しかし、ベンチも良く声を出しました。練習中には中１も、大きな声を出し
ていました。メンバー以外の選手の頑張りが、チームのまとまりを作ってくれます。１２月１６日（テス
ト開け）から始まる広島市大会も、チーム全員で戦います。

サッカー部

詳細を見る

１１月２３日
2012年11月26日

The Gakuin boys had a disappointing loss at home last Friday to Furuta JHS. The 2-1 loss meant 
that Gakuin finished third in their group and will face the third seed in the other Nishi-ku group. 
However, not all is lost, as Gakuin still has a chance to make it to the city tournament with a 

win on Sunday. A victory against Kanon JHS on December 2nd would give Gakuin the final spot 

in the tourney. The game will be played on Sunday, December 2nd at Koi-Ue JHS at 9AM (１２月
２日９：００から＠己斐上中学校). Good luck to the boys.

サッカー部

詳細を見る

高校サッカー　アドバンスリーグ結果11/23・26
2012年11月25日
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23日　市立福山と対戦。前半FKから2得点。後半受けに回り3失点。
25日　Aチーム、舟入と対戦。前後半ともに2失点。Bチーム、福山明王台と対戦。1-5で負け。

サッカー部 , 高校

詳細を見る

高校サッカー　アドバンスリーグ結果11/10
2012年11月13日

　相手は前期ホームで引き分けている修道B。前半14分にFKのボールを頭で押し込み先取点。32・34分
にも右サイドから崩し得点。後半は1得点、2失点。合計４－２で勝利。勝ち点3を得ました。

サッカー部

詳細を見る

新人戦～西区大会
2012年11月05日

In their second game of this year's newcomers' tournament at Kogo JHS, the Gakuin boys were 
defeated 2-1 by Kogo in close fought game. Although a setback, the loss does not mean that 
Gakuin will be out of the city tournament. The final round-robin game against Furuta JHS will be 
held on November 23 at Gakuin. A win on the Friday holiday would give Gakuin a place in the 
next tournament. Thank you again to all the support from parents in yesterday's game and 
every other game we have had; their support is like having an extra player on the field.  

サッカー部

詳細を見る

西区大会
2012年10月22日

Yesteday the Nishi Ward Newcomers' Tournament (西区新人大会) started at Hiroshima Gakuin. 
All eight participating teams played. Gakuin played Inokuchi JHS in the second game of the day. 
It was a close battle, but Gakuin pulled away in the second half and secured a 3-1 victory. The 
new 56K team, as well as 土屋先生 and myself, was happy with their performance. The team 
still has work to do, but the boys are working hard and are eager to repeat their win. The next 
set of games will be at Kogo JHS on Sunday, November 4th. Gakuin will play the always tough 
Kogo JHS. We will do our best. Thank you to all the parents for their time and support. 

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　引退試合・新人戦日程
2012年10月13日

１０月７日（日）広島学院グランドで５５期中学３年生の中学サッカー部引退試合を行いました。対戦相
手は５６期中学２年生の新チーム。試合では中３が中２に力の差を見せつけ、あらためて５５期の成長を
感じられました。５６期の新チームにとっては、新人戦に向けて、ディフェンス・体力の課題が見つかり
ました。練習試合は５５期生の最高の置き土産となりました。
５５期はすでに高校サッカー部の練習に参加しています。一方、５６期の新チームは初の公式戦である広
島市新人サッカー大会西区大会に出場します。まずは広島市大会出場を目指し、ディフェンスを中心に練
習を行っています。大会日程は次のとおりです。
１０月２１日（日）　予選リーグ　対　井口中学校　（１０：２０kick off　＠広島学院）
１１月　４日（日）　予選リーグ　対　庚午中学校　（１０：２０kick off 　＠庚午中学校）
１１月２３日（祝）　予選リーグ　対　古田中学校　（１０：２０kick off　＠広島学院）
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次のページへ

１２月　２日（日）　順位決定戦　（＠己斐上中学校）（１２月１６日（日）～広島市大会）

サッカー部

詳細を見る

高校サッカー　アドバンスリーグ　9/16
2012年09月19日

VS　市立福山　前半14分、CKからヘッドで1点。後半1分、クロスから1点。合計2得点。勝点3を追加し
ました。前期は厳しい戦いが続いていましたが、夏を越え、少しずつ勝負できるようになってきました。

サッカー部

詳細を見る
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