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中学サッカー　高円宮杯３回戦
2012年09月10日

９月９日（日）高円宮杯広島地区予選の３回戦が広島学院で行われました。対戦相手はセントラル吉島
FC。試合開始後、相手のスピードと技術のある攻撃に対応できず３分で失点。しかし、少しずつ相手のパ
ス回しやスピードに対応できるようになり、高い位置でボールを奪えるようになりました。何度も攻撃の
形を作り、決定的なパスを相手ディフェンスラインの裏に出すのですが、相手ディフェンスのラインコン
トロールにより、ことごとくオフサイド。これは経験の不足であり、選手は責められません。耐えきれず
に前半終了間際に失点。０－２で後半へ。後半、ディフェンス陣が何度も相手の決定機を防いで無失点。
しかし、得点は奪えず、０－２で終了。３年生は中学生として最後の公式戦を終えました。試合に出られ
なかった３年生も、練習のサポートと応援で２年生をリードしてくれました。保護者の皆様には、これま
で、中学サッカー部の活動に、ご理解・ご協力・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

高校サッカー　選手権　県大会3回戦
2012年09月10日

　9/9　ＶＳ新庄　於：広域公園補助競技場。天候、曇り。芝、良。風、微風。絶好のサッカー日和でし
たが、5失点。完敗です。多くの応援をいただきありがとうございました。
　サッカー部の夏は終わりましたが、部員たちは今日も朝早くからボールを蹴っています。実りの秋に向
け、引き続きご支援ご協力をお願いします。
　試合予定　9/16　アドバンス（県）リーグ　ＶＳ　市立福山（於：市立福山）

サッカー部

詳細を見る

高校サッカー　選手権　県大会1回戦
2012年09月06日

2日　VS松永　選手権大会が始まりました。開始3分に幸先よく得点。合計14点。2回戦進出です。8日
13：00～　竹原と対戦します。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　高円宮杯２回戦
2012年09月02日

９月１日（土）学校では始業式が行われる中、大竹市晴海グランドで高円宮杯全日本ジュニアユースサッ
カー選手権大会広島地区予選が行われました。たくさんのご声援をいただきありがとうございました。中
３にとっては中学サッカー部最後の大会となります。２回戦からの出場となった学院の初戦は可部中学校
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との対戦でした。試合への入り方が苦手な学院は、開始５分にディフェンスラインの裏を突かれて失点。
またしても、追いかける展開となりました。しかし、前半のうちに追いつくと、ここからは、これまでと
少し違うところを見せてくれました。守りに入らず、高い位置からボールを追い、中盤でボールを拾って
連続攻撃。後半開始早々に逆転して、さらに追加点。３－１で勝利しました。追いつきながらも敗れた総
体からの成長を感じました。次は９月９日（日）、広島学院で、セントラル吉島FCと対戦します。１１：
３０kick offの予定です。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　広島市総体
2012年08月27日

８月２４日、広島市中学校総合体育大会サッカーの部１回戦が戸坂運動広場で行われました。対戦相手は
口田中学校。よく声の出る良いチームでした。試合開始早々、前線からのプレスによって押し込まれて
あっという間に失点。その後、落ち着いて相手の攻撃をしのぎ、前半０－１。後半開始から反撃し、K君
のゴールで追い付き、さらに、学院の攻撃の時間帯が続きます。しかし、１点が奪えず、逆にフリーキッ
クを直接決められて失点。１－２で敗退しました。試合への入り方が悪く、悔しい負け方をしてしまいま
した。夏の大会は少しでも、甘さや隙があると勝てない。次の高円宮杯では、この反省を生かしたいと思
います。暑い中ご声援をいただきありがとうございました。次の高円宮杯は、始業式のある９月１日
（土）に、大竹市の晴海グランドで、可部中学校と対戦します。１０：００Kick offの予定です。

サッカー部

詳細を見る

高校サッカー　アドバンスリーグ　8/26
2012年08月27日

VS　誠之館　前節に続き同じ対戦カードとなりました。今回は福山に出向いての試合。3得点で勝利しま
した。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　広島市総体組み合わせ
2012年08月21日

広島市総合体育大会サッカーの部の組み合わせが決定しました。西区大会２位の広島学院は、１回戦で口
田中学校（安佐北区３位）と対戦することになりました。東区の戸坂運動広場で８月２４日、１４：
３０kick offの予定です。６月の広島市選手権大会ではベスト８で亀山中学校に敗退し、その後、５位決
定戦に勝利して広島県大会に出場することができました。しかし、夏の広島市総体は毎年、各チームの戦
力が拮抗し、厳しい戦いとなります。まずは初戦に集中したいと思います。
（ちなみに、亀山中学校は、その後、広島県選手権大会、中国選手権大会で優勝し、全国大会に進出して
います。すばらしい！）

サッカー部

詳細を見る

高校サッカー　アドバンスリーグ8/5
2012年08月12日

VS　誠之館　3点を決め、勝利。
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詳細を見る

中学サッカー　総体西区大会決勝
2012年08月10日

８月９日、広島市中学校総合体育大会サッカーの部西区大会の決勝が行われました。対戦相手の古田中学
校には選手権大会で勝利しており、西区大会優勝の期待が膨らみましたが、古田中学校の見事なパスサッ
カーの前に押し込まれ、セットプレーから前半２失点。後半は選手を入れ替えて攻勢に出ましたが、終盤
に失点を重ねて０－４で敗退しました。これまで、良い試合が続いていました。決して油断していたわけ
ではないのですが…。サッカーとは難しいスポーツだと思い知らされた試合でした。しかし、選手は成長
し、チームも進歩を続けています。この敗戦を教訓に、８月２４日からの広島市大会に臨みたいと思いま
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

中学サッカー　総体西区予選リーグ
2012年08月08日

８月８日、庚午中学校で、広島市総合体育大会サッカーの部、西区大会予選リーグの３試合目、庚午中学
校との試合がありました。試合開始早々、Ｈ君が偶然にもコーナーフラッグに当たって跳ね返ったボール
を拾ってクロス、Ｋ君が落ち着いてシュートを決めて先制しました。ラッキーなゴールのようではありま
すが、あきらめずに走ったから生まれたゴールでもあり、チャンスに落ち着いてゴールできたことも進歩
した点でした。その後は、ＧＫのＴ君を中心にディフェンス陣が炎天下、最後まで集中力を保って守り切
り、１－０で勝利しました。派手ではありませんが、夏の暑さの中で粘り強く戦って得た価値ある勝利で
した。ご声援ありがとうございました。これにより、予選リーグ１位となり、８月９日の西区大会決勝戦
に進出しました。対戦相手は古田中学校です。暑さの中で、良い試合を続けることができるかどうか。ベ
ンチ外のメンバーも含めて、チーム全員で戦えるかどうか。挑戦は続きます。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　総体西区予選リーグ
2012年08月05日

８月４日・５日　広島学院で広島市中学校総合体育大会サッカーの部、西区大会の予選リーグ２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、ありがとうございました。８月4日は己
斐上中学校との試合でした。春の選手権大会では攻めながらも０－０の引き分けでしたが、今回は２－０
で勝利し、チームの進歩を証明できました。８月５日には、崇徳中学校との試合に４－０で勝利し、予選
リーグ２位以上と、広島市総体への出場権を獲得しました。予選リーグ最終日の８月８日は、いよいよ選
手権のチャンピオン庚午中学校との試合です。昨年秋の新人戦では０－１０で大敗した相手です。今の
チームでどれだけ戦えるのか、楽しみです。

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7/29
2012年07月29日

VS　なぎさ　　立ち上がりから相手サイドを突き何度かチャンスを作りましたが、暑さがこたえ始めた
29分、苦手なCKより失点。以後足が止まり、5失点。地力に勝るなぎさ高校に合計6点を献上。ベンチを
吹く風が心なしか涼しくなったような気がしました。

サッカー部

詳細を見る
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高校サッカー　7/16　7/21　結果
2012年07月25日

アドバンスリーグ（県リーグ）結果です。
7/16　VS　修道　前半31分左サイドからクロスを入れられ、失点。後半37分相手DFオウンゴールで同
点。勝ち点1を記録しました。同日行われた、Bチームは可部を相手に2失点でした。
7/21　VS　県工　4月には3失点と完敗の相手。立ち上がりから慎重に行き過ぎたせいか、前半2・29分
とCKより失点。前半終了間際にFKで1点返すも、後半25分CKのこぼれを押し込まれました。29分に再び
FKにて加点。31分に同点に追いつき、引分けました。前回に続き勝ち点1。負けないサッカーができるよ
うになりました。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　広島県選手権大会
2012年07月14日

７月１４日　福山竹ヶ端陸上競技場で、広島県中学校サッカー選手権大会が行われました。朝の大雨で心
配されましたが、福山は良い天気で、天然芝のピッチも最高のコンディションでした。しかし、対戦相手
は大会３連覇を目指す福山城北中学校（福山地区１位）。しかも暑い。テスト明けで動ける？。試合開
始、ファーストシュートはなんと学院。戦える！そう思った直後、直接ＦＫからスーパーゴールを決めら
れて失点。しかし、慌てずに、組織的なディフェンスで、相手の攻撃を封じ前半０－１。後半も一進一退
の攻防が続きます。ラスト５分、途中交代で入ったⅠ君が相手ＧＫ直前で見事なループシュート。同
点！。試合終了間際、ピンチ！ＧＫのＴ君が飛び出す。相手のシュートをＣＢのＯ君が足でブロック。試
合はそのまま延長戦へ。さらに延長戦でも決着はつかずにＰＫ戦へ。…残念ながら最後は相手キーパーの
見事なセーブの前にやぶれました。残念でしたが、選手は最高のピッチで今季最高の試合を見せてくれま
した。大会前、ベンチを外れた３年生が出場機会が無くても努力している姿が印象的でした。応援に来た
２年生も、何か感じ取ってもらえたのではないでしょうか。良いチームになってきました。勝負に勝つた
めの「あと少しの何か」を求めて、夏の練習に取り組んでいきたいと思います。蒸し暑い中ホームゲーム
のような大きな声援をいただき、本当に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　6/17　6/24　結果
2012年07月02日
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アドバンスリーグの結果です。
6/17　VS　舟入高校　　　雨上がりの強い日差しで、蒸し暑い誠之館高校グラウンドでした。魔の7分に
右サイドからクロスを入れられ失点。その後一進一退のまま前半終了。後半立ち上がりから大攻勢をか
け、8分同点に追いつき、優勢に進めていたところ、32分にミドルシュートを決められ失点。体力的に厳
しくなったアディショナルタイムにも失点しました。体調不良者の多い中なんとか試合をまとめることが
できたことが収穫です。
6/24　VS　新庄高校　　　1週間前とはうって変わり、涼しい大朝は新庄高校グラウンド。14分に先
制。逆転されたものの、後半20分に同点に追いつく。リードと同点の時間を演出するものの、終了間際に
３点目を決められ終了。勝ち点獲得ならず。リードする喜び、時間（刻限）を大切にすることを学んだ一
戦でした。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　県選手権大会日程
2012年06月21日

中学サッカー部は７月１４日（土）から、広島県選手権大会に出場します。組み合わせと日程が決定しま
した。７月１４日（土）１回戦、福山竹ヶ端陸上競技場にて、福山城北中学校（福山地区１位）と対戦し
ます。キックオフは１３：２０です。いきなり優勝候補との対戦となり、苦戦が予想されますが、粘り強
く戦い、勝利を目指したいと思います。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　広島県選手権大会出場決定！
2012年06月18日

With a penalty kick victory and a 2-0 win over 安佐中学校＆大洲中学校 on a very rainy Saturday, 
Hiroshima Gakuin captured the fifth place in the Hiroshima City Tournament. The victory gives 
them the right to participate in next month Prefectural Tournament. Although our opponents 
are still unknown, it is guaranteed that all the teams in the tournament will be top level. We 
hope to win as many games as possible and advance to the Chogoku Region Tournament.

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　市大会準々決勝
2012年06月10日

６月９日（土）広島市大会のベスト４進出、広島県大会の出場権をかけて、広島市サッカー選手権大会
準々決勝が行われました。たくさんのご声援ありがとうございました。対戦相手は安佐北区１位の亀山中
学校。前半攻め込まれながらもディフェンス陣がよく粘り、GKT君の好セーブもあって無失点。後半立ち
上がりは学院のペースでした。しかし、セットプレーから一瞬の隙を突かれて失点し、PKによって加点さ
れて敗退しました。くやしい敗退でしたが、まだ５位決定戦、県大会出場のチャンスが残っています。６
月１７日（土）に、広大附属グランドで、安佐中学校と対戦します。強い相手ですが、この試合のように
粘り強いディフェンスからチャンスをつかみたいと思います。

サッカー部

詳細を見る

City Tournament
2012年06月05日
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After a win on Saturday, the soccer boys continued their march in the Hiroshima City 
Tournament. A 2-0 victory on Sunday versus Itsukaichi Kanon JHS at Joyama allowed Gakuin to 
advance to the round of eight. Gakuin will have at least two more games. The next game will be 
this Saturday against Kameyama JHS. If the boys win, they will be guaranteed a spot in the 
Prefectural Tournament. A loss would mean Gakuin would still have a one in four chance of 
advancing. We hope everyone will come and cheer for us.

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　市選手権１回戦勝利
2012年06月02日

広島市中学校サッカー選手権大会１回戦が船越中学校で開催されました。たくさんの御声援をいただき、
ありがとうございました。仁保中学校との試合は、前半早々にK君のゴールで先制したものの、追加点が
奪えず、前半終了間際にPKで同点とされる苦しい展開でした。しかし、その後、ディフェンス陣が粘り、
後半から入ったY君・H君のゴールにより３－１で勝利しました。６月３日は、ベスト８をかけて、城山
中学校で２回戦が行われます。対戦相手は五日市観音中学校。１４：３０キックオフ予定です。

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
2012年05月29日

　６月２日（土）から、広島市中学校サッカー選手権大会が開催されます。広島学院中学校（西区３位）
は、１回戦で仁保中学校（南区２位）と対戦します。６月２日（土）、会場は船越中学校で午後２時３０
分にキックオフの予定です。この試合に勝った場合には、翌日６月３日（日）に２回戦で五日市観音中学
校（佐伯区２位）と対戦します。会場は城山中学校で午後２時３０分にキックオフの予定です。西区大会
の反省を生かし、初戦から自分たちの力を発揮することができるのか？気持の強さが試されます。

サッカー部

詳細を見る

高校サッカー　5/19
2012年05月19日

　午後から練習試合でした。新しいメンバーで、気合を入れてスタートしましたが、気持ちが空回りし、
立ち上がりにサイドを攻められ失点。浮足立ったところをたたみかけられ、あっという間に3失点。ゴー
ルキーパーが二本のＰＫを止めるファインプレーを見せましたが、後半も1失点。Ｂ戦も１失点、無得
点。ベンチのマネジメントも含め、反省材料盛りだくさんの試合となりました。
　一年生は、ミニゲームを堪能し、思い残すことなく週末の勉強に向かいます。

サッカー部

詳細を見る

高校サッカー　5/12　サンフレッチェボールパーソン
2012年05月14日

Ｊリーグ　サンフレッチェ　ＶＳ　マリノス戦のボールパーソンならびに担架要員を務めました。11:30
にビッグアーチに集合。説明を聞き、リハーサル。14:45整列入場、場内アナウンスで紹介を受け、各配
置へ。15:04キックオフ。喜々として取り組み、つつがなく終えることができました。選手やゲームを近
くで感じることができたこと、スタッフをはじめとする多くの方の苦労を垣間見ることができたことなど
多くのことを感じ、学んで帰ることができました。
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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　結果
2012年05月13日

５月１３日（日）　広島市中学校サッカー選手権大会、西区大会の決勝と３位決定戦が広島学院で行われ
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。井口中学校との３位決定戦では、相手
にボールを支配され、ディフェンスに追われる時間が長く、苦しい展開でした。前半に、何回か決定的な
場面を作られましたがなんとか無失点に抑え、後半、ディフェンスの裏に抜け出したＳ君のゴールで先制
し、途中交代で入ったＫ君のゴールで加点して逃げ切りました。苦しい時間帯を耐えた結果のうれしい勝
利でした。これにより、西区大会３位となり、６月３日から始まる広島市大会への進出が決定しました。
広島市大会でも、今回の試合同様の苦しい展開が予想されますが、我慢のサッカーで勝利を目指したいと
思います。

サッカー部

詳細を見る

高校サッカー　5/2
2012年05月07日

5/2　部内戦。52期　VS　53・54期。
　朝からあいにくの雨。グランドコンディションは最悪でしたが、30分、30分、20分の変則マッチを行
いました。立ち上がりから高3が攻め、合計10点を奪う猛攻。高2、高1は圧倒的な差を見せつけられまし
た。52期の区切りの試合としては納得のいくものとなりました。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　選手権大会経過報告２
2012年05月03日

５月３日、広島市サッカー選手権大会の西区大会が行われました。たくさんのご声援をいただき、ありが
とうございました。予選リーグの最終戦、井口台中学校との試合は、前半に右サイドからドリブルで抜け
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出したＳ君のゴールによって１点先制し、そのまま逃げ切り、１－０で勝利しました。怪我人が相次ぐ中
で、控え選手がよく穴を埋めてくれました。この結果、予選リーグの最終成績は、２勝１敗１引き分けと
なり、リーグ３位で、西区の３位決定戦への進出を決めました。
３位決定戦は５月１３日（日）１０：２０～広島学院にて行われます。対戦相手は井口中学校で、この試
合の勝者は、広島市大会への出場権を獲得します。厳しい試合が続きますが、全員で勝利を目指したいと
思います。

サッカー部

詳細を見る

高校サッカー結果4/28　4/30
2012年04月30日

高校総体地区予選（28日）　ｖｓ　広大附高
　前半は一進一退、後半2点を取り、勝利。リーグ戦の第一試合井口戦の失点がひびき、残念ながら県大
会出場を逃しました。汗ばむ陽気の中52期生の活躍が印象的な試合でした。
アドバンスリーグ（30日）　ｖｓ　なぎさ　
　20分間は互角の戦いでしたが、中盤の疲れが出始めた23分右サイド、26分に左サイドから崩され相次
いで失点。44分にもＰＫを決められました。後半は0点に抑えたものの得点できませんでした。
アドバンスリーグ（30日）　ｖｓ　高陽Ｂ
　ホームに北の勇者高陽を迎えての一戦。降りしきる雨の中、ぬかるみの中を互いに走り回りました。前
半１失点に抑える健闘でしたが、後半は力尽き、3失点。パワー不足を痛感。

28日は暑い中を、30日は雨の中を、応援いただきました。ありがとうございます。

サッカー部

詳細を見る

中学サッカー　選手権大会経過報告１
2012年04月29日

４月２８日（土）・２９日（日）と広島市サッカー選手権大会の西区大会が行われました。ご声援をいた
だき、ありがとうございました。２８日の試合では、己斐上中学校に対して攻め込みながらも１点が取れ
ずに０ー０の引き分けに終わりました。２９日の古田中学校との試合では、前線からの厳しいディフェン
スが機能し、後半、相手ディフェンスラインの裏に抜け出したＳ君が、今大会待望の初ゴール。さらに、
終了間際にも、Ｓ君がこの日２点目を挙げ、２－０で勝利しました。予選リーグの通算成績は１勝１敗１
引き分けとなり、５月３日に、予選リーグの突破をかけて、井口台中学校と対戦します。試合を重ねるご
とに試合内容は良くなっています。残り試合を全力で戦い、広島市大会への出場を目指します。

サッカー部

詳細を見る

高校サッカー　総体予選22日結果
2012年04月23日

　22日　VS　安芸　先週末、広大附高が16点取っているということで、それを意識しつつ、焦らず一点
一点を楽しもうと試合に臨みました。前半6点。後半13点。19ゴール。雨にもかかわらず、多くの方にグ
ラウンドに来ていただきました。大声援のおかげで目標を超える得点になりました。。ありがとうござい
ます。
　次回予定　総体地区予選最終戦。　28日（土）10：00～　VS広大附高（於：広大附高）。　相手ホー
ムです。引き続き応援のほど、よろしくお願いします。

サッカー部

詳細を見る
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Hiroshima Nishi-ku Spring Tournament
2012年04月23日

Although the boys played hard, the result was not possitive for Gakuin. A 3-0 loss to Kanon JHS 
in our opening match is a setback. However, the boys still have a good chance to advance to 
city tournament. With three more games (two this weekend), their fate lies in their own hands. 
Three victories would assure the team a shot at the city tournament.　がんばろう！

サッカー部

詳細を見る

中学校選手権大会西区大会始まる
2012年04月17日

広島市中学校サッカー選手権大会の西区大会が４月２１日から始まります。西区（９チーム）のうち、上
位の４チームが広島市大会に進出します。西区には、昨年の新人大会において広島市で優勝した庚午中学
校を筆頭に、強力なライバル校が多くあります。まずは西区大会を勝ち上がり、広島市大会への出場を目
指したいと思います。
試合日程　予選リーグ①４月２２日（広島学院会場）対　観音中学校（１１：４０～）
　　　　　予選リーグ②４月２８日（己斐上中会場）対　己斐上中学校（１１：４０～）
　　　　　予選リーグ③４月２９日（己斐上中会場）対　古田中学校（９：００～）
　　　　　予選リーグ④５月　３日（庚午中会場）対　井口台中学校（９：００～）
　　　　　決勝・３位決定戦５月１３日（広島学院会場）

サッカー部

詳細を見る

総体地区予選始まる
2012年04月16日

　総体地区予選が始まりました。15日　VS　井口　ポゼッションから相手バイタルを攻め、好調な立ち
上がりでしたが、7分に、左サイドからショートクロスを入れられ、失点。以後リズムが出ず、押し込ま
れることが多くなりました。後半も相手CK・FK合わせて20本を超える猛攻に耐えに耐えました。味方ペ
ナルティエリア内では、持ち前の集中力で、以後失点することなく、終了。粘りのサッカーを展開。十分
に力を発揮した試合でした。
　保護者の方や、OBの皆さん、同級生、…多くの方々の応援、感謝します。ありがとうございます。次
回、22日10：00～於：修道　VS安芸高　です。

サッカー部

詳細を見る

ミーティング
2012年04月11日

　4月10日（火）A・Bに分かれミーティングを行いました。Aは前の試合の反省を踏まえ、今週末の試合
に向けての課題と気持ちの確認、Bは戦術に関する本の紹介でした。

サッカー部

詳細を見る

高校サッカー4月試合予定
2012年04月10日

高校サッカー部4月の試合予定です。52期を中心に決戦が続きます。
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前のページへ

高校総体地区予選　4月15日10：00～VS井口（於：井口高）　22日10：00～VS安芸（於：修道高）　
28日10：00～VS広大附（於：広大附高）
アドバンスリーグA　30日9：00～VSなぎさ（於：なぎさ高）　　B　30日10：00～VS高陽（於：学院
高）

サッカー部 , 高校

詳細を見る

高校サッカーアドバンス第1節
2012年04月09日

4月7日（土）　VS安佐北高　　パワー・地力の不足を戦術・技術で何とかしのぎ、最少失点に抑える好
ゲームでした。
4月8日（日）　VS県工B　　試合前は今ひとつ気合の乗らない雰囲気でしたが、試合中は集中力の高いプ
レーで、春の練習の成果を存分に発揮した内容となりました。得点0、失点3。

サッカー部 , 高校

詳細を見る

中学サッカー部紹介
2012年04月06日

広島学院中学校サッカー部は、毎週火曜日と金曜日の２回、広島学院で練習をしています。（雨でもあり
ますよ。）
部員は中２（５６期）２９名、中３（５５期）２６名の合計５５名。（サッカー５チーム分！）
年間の大きな大会　１０～１１月　広島市新人サッカー大会（昨年は広島市でベスト４に進出）　４～７
月　広島市サッカー選手権大会（県大会・中国大会・全国大会につながる大会です）　８月　広島市総合
体育大会（サッカーの部）　９～１０月　高円宮杯全日本ジュニアユースサッカー選手権大会
４月から広島市サッカー選手権大会の西区予選が始まります。昨年の新人大会では、広島市大会の準決勝
（ベスト４）まで進出しました。（PK戦など運もありましたが…。）今大会では、西区予選を勝ち抜いて
広島市大会に進出し、実力で新人大会以上の成績を目指します。（ご声援よろしくお願いいたします。）

サッカー部

詳細を見る

高校サッカー部紹介
2012年04月05日

　はじめまして、広島学院高校サッカー部です。皆様のご理解とご協力のおかげで日々充実した活動がで
きており、感謝申し上げます。
　現在高校一年生から高校三年生まで、５２名で活動しています。　当面は、４月７日と８日に行われ
る、アドバンスリーグに向けてトレーニング中です。また、高校総体の地区予選も１４日に始まります。
集中力のある戦いをするべく、トレーニング中です。応援のほどよろしくお願いします。（７日はBが
１４：００より可部高校にて安佐北高校と、８日はAが１１：００よりなぎさ高校にて県工と対戦しま
す。）

サッカー部 , 高校

詳細を見る

ページの先頭へ戻る
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〒733-0875　広島市西区古江上1-630　TEL:082-271-0241 / FAX:082-271-6784
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