
トップ > 学校案内 > クラブ等活動報告 > 活動報告　硬式テニス部 

2020 広島県新人大会 準優勝（団体戦）
2020年11月02日

10月31日（土）、11月1日（日）に新人大会の団体戦が行われました。
そして、今年はついに往年の先輩たちがずっと目標に掲げてきた２位以内に入ることができました。

優勝校の広島国際学院高校には力及ばずでしたが、何度も苦汁を飲まされてきた２位決定戦を何とか勝ち
切り、みんなで準優勝の喜びを分かち合いました。
ＯＢの皆様や保護者の方々のこれまでの応援に感謝いたします。ありがとうございました。

次は、１１月２１日（土）、２２日（日）に行われる選抜高校テニス大会中国地区大会（山口県宇部市）
に進みます。広島県の代表として、一つでも上の順位を目指して頑張っていきたいと思います。

今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策から、登録選手、学校関係者以外の立ち入りは禁止、
声を出しての応援も制限され、無観客でいつもとは寂しい雰囲気で試合が行われていますが、選手はベス
トを尽くして戦っていきますので温かく見守っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

2020 新人大会 (個人戦) 広島県大会
2020年09月27日

新人戦の県大会(個人戦)が26日(土)、27日(日)に行われました。
高2 (61期)生中心のチームになって初めての県大会出場になります。コートも地区大会とは違いオムニ
コートに変わります。普段ハードコートで練習していますので、サーフェスの変化にも対応しなければな
りません。

1回戦から苦戦を強いられ、敗退する選手もいました。なんとか勝ち上がっても2回戦で敗退となるなど、
県大会のレベルの高さを痛感した選手が多かったようです。

全体的には厳しい戦いとなりましたが、ダブルスでS君・O君ペアがベスト4に入ることができました。
O君はシングルスでもベスト16に入りました。
おめでとうございます！

次は県大会の団体戦が1ヶ月後に控えています。
今大会の結果を受けて、どのように練習してレベルアップしていくのか、チームを率いる高2メンバーの
頑張りとまとまりに期待していきましょう。
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

2020 新人大会 (個人戦) 広島地区予選大会
2020年09月14日

9月12日(土)、13日(日)の2日間、新人大会の地区予選大会を戦ってきました。

ダブルスで3組、シングルスで6名の選手が出場し、ダブルスは全組、シングルスは5名が地区予選を突破
し、県大会出場を決めました。

悪天候のため、通常より短い2-2からの1セットマッチという試合形式となり、今まで以上に集中力を
持って試合に臨まないとすぐに相手に流れを持っていかれる…難しい状況下での戦いでしたが、61期生は
しっかりと結果を出しました。
本当に頼もしい選手達です。

県大会は26日(土)、27日(日)に尾道市のびんご運動公園で行われます。出場選手は残念ながら体育祭には
出ることができませんが、学校の代表として一つでも上を目指してしっかり戦ってきます。

今後も引き続き、応援よろしくお願いいたします。
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1番乗りで県大会出場を決めたM君・T君のダブルスペアです。

高2のH君、気合いの入っている様子が背中からも伝わります。

Page 6 of 239

2020/11/17



キャプテンのS君です。全てのプレーにおいて死角なし、相手を圧倒していました。

硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

夏休み中の活動と今後について
2020年08月31日

久しぶりのホームページ更新になります。

少しずつ元通りのクラブ活動ができるようになってきました。今後もコロナ対策と熱中症対策を十分に
取って活動を続けていきますので、よろしくお願いします。

春先から学校を休校せざるを得ない状況に追い込まれ、高3生にとって最後の大会となる県総体までも中
止になり、最後まで十分な活動ができないままに引退することになってしまいました。本当に残念な話で
すが、高3生にはぜひこの悔しさを受験勉強の意気込みに変えて頑張って欲しいです。

7月末に県総体の代替大会が開催され、高3のW君が出場し、ベスト8に入賞しました。本調子では無いな
がらも最後まで勝ちにこだわって一生懸命プレーしているのが印象的でした。おめでとうございます！

さて、9月から新人戦がスタートしていきます。個人戦に出場する選手を決めるために部内戦を行いまし
た。高2(61期)中心のチームになって初めての部内戦でしたが、普段は仲の良いメンバー同士がお互いに
負けん気と闘志を出して真剣勝負を見せてくれました。高1(62期)も初参加でしたが、さすがにまだ高2
には敵わないといった結果になりました。今後の成長に期待しましょう。

今後のスケジュール(予定)です。
9月12日(土)、13日(日)
個人戦　地区予選大会　広域公園
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9月26日(土)、27日(日)
個人戦　県大会　びんご運動公園

1人でも多く地区大会を突破し、県大会に出場できるように頑張っていきます❗️

地区予選大会ドロー表は下のアドレスをご参照ください。

https://sece9b24cb92a696d.jimcontent.com/download/version/1598426962/module/7735991481/name/
令和２年度テニス新人広島地区予選（ドロー）.pdf
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硬式テニス部 , 高校
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詳細を見る

第60回 広島県高等学校テニス選手権大会　結果
2020年02月06日

　１月２５日（土），２６日（日）に広島県テニス選手権大会が行われました。
今大会は個人戦のみの大会で、地区大会を突破した高２ 6名、高１ 2名が出場しました。 
来年度に行われる県総体でのシード獲得に向けて、一つでも前に勝ち進んでポイントを取っておきたいと
ころです。

【試合結果】
ダブルス　ベスト８入賞　高２ M田君・O君、高１ S君・O君
シングルス　ベスト１６入賞　高２ M川君

　以上の選手は広島県総体にシード選手として出場が確定しました。おめでとうございます。

　ダブルスで出場した３組すべてのベスト８を目標にしていましたが、惜しくも届かず。この悔しさを最
後の県総体で活力にしてくれればと期待しています。
　シングルスは全体的に厳しい結果になってしまいました。もう一度個々で自分の弱点を見直してレベル
アップしなければなりません。

　６０期（高２）にとっては次の県総体が最後の大会になります。６１期（高１）への世代交代が進む中
で、もう一度気持ちを奮い立たせて最後に悔いが残らないように日々の練習や対外試合に取り組んでほし
いと思います。
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　今回は試合に出場している選手以外にも、練習に一生懸命取り組んでいるメンバーを紹介します。
高校テニス部では曜日を分けて人数を分散させ、効率よい練習ができるような取り組みをしています。レ
ギュラー組ではないですが、少しずつ確実に実力をつけてきています。
　中３（６２期）も基礎からしっかりやり直しながら身体も鍛えています。春からの部内戦デビューが待
ち遠しいですね。
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PS．当日練習に欠席していた部員が数名おります。ご了承ください。

硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

高校テニス部　2020年スタート
2020年01月13日

遅くなりましたが、新年明けましておめでとうございます。しばらく更新が滞ってしまい、申し訳ありま
せんでした。
今年も部員の活動の様子や活躍を報告していきたいと思いますのでよろしくお願い致します。

【昨年行われた新人大会結果】
団体戦　ベスト8
個人戦　高2 Y君・N君　中国大会ベスト8入賞

新人大会が終わり、中3(62期)が部員の一員に加わりました。練習の様子からも、また一からスタートし
て頑張っていこうという熱意を感じます。高校生にもいい刺激を与えてくれることでしょう。

　さて、今年は1月25日、26日に行われる広島県選手権大会 (個人戦) から公式試合が始まります。会場
は尾道びんご運動公園です。今年も応援よろしくお願いします。
【出場メンバー】
ダブルス　高2 Y君・N君ペア、O君・M君ペア、
　　　　　高1 O君・S君ペアの3組
シングルス　高2 Y君、N君、W君、M田君、M川君、
　　　　　　高1 S君の6名

　また、冬休みにOB会が開かれました。卒業してからも合宿や練習試合等で積極的に関わってくださ
り、本当に感謝しています。これからも元気な姿を見せにいつでも帰ってきてくださいね！
PS：57期生が本日成人式を迎えました。おめでとうございます。久々に見る顔もちらほら…。
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

2019年度 夏合宿 ＆ 新人大会 個人戦 広島地区予選大会
2019年08月24日

今年は8月22日、23日に東広島運動公園で夏合宿を行いました。
宿とコートの都合で時期も例年より遅く、そして一日少ない日程になってしまい、物足りない生徒もいた
と思います。
しかし、OBの方々が総勢15名も参加してくれ、積極的に現役生に関わってくれたので、非常に刺激のあ
る充実した練習を2日間行うことができました。OBの皆さん、本当にいつもありがとうございます。 

合宿後は高2を中心に闘志が前面に出るチームに成長しました。今後も高2と高1が一体となって更に強い
チームになれるように頑張っていきます。
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また、新人大会の個人戦 地区予選大会が今日終了しました。 県大会出場権を得たのは次の選手達です。

シングルス 高2 M君、N君、Y君、W君と高1 O君の5名
ダブルス 高2 M君・O君ペア、Y君・N君ペアの2組

悪天候で予定した日程で終わらずに、合宿を間に挟んで試合に臨んだ選手もいましたが、合宿を間に挟ん
だ事が逆に功を奏したでしょうか？！
全体的に非常に頼もしい戦いぶりでした。県大会での活躍もぜひ期待してください。

個人戦の県大会は9月21日、22日にびんご運動公園で行われます。応援よろしくお願いいたします。
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

第72回 広島県総合体育大会 団体戦
2019年05月25日

今週末より県総体が始まりました。
今週は団体戦、来週は個人戦がそれぞれびんご運動公園で行われます。

【団体戦 結果】
2回戦 学院 3ー0 瀬戸内
3回戦 学院 2ー0 近大福山
QF 学院 0ー2 広島なぎさ 
順位決定戦 学院 2ー1 福山誠之館 

県5位に入ることができ、中国大会に進出決定しました！

昨年度同様、優勝するためにチーム一丸で一生懸命戦いましたが、残念ながらQFで敗れてしまいまし
た。2年連続団体戦でのインターハイの夢を果たすことはできませんでしたが、まだ個人戦での可能性も
残っているので、これからも一生懸命戦っていきたいと思います。

引き続き、応援をよろしくお願いいたします。

開始式で優勝旗返還をする高3 F君
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硬式テニス部 , 高校
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詳細を見る

2019年度 始動
2019年04月22日

　高校テニス部です。更新がしばらく滞ってしまいまして、申し訳ありませんでした。
　今年度もよろしくお願い致します。

　3月に58期生が無事に卒業し、59期生（現高３）も3月に行われた練成大会（団体戦）で大多数の生徒
は引退となりました。なお、この練成大会では59期生が２つのチームに分かれて戦い、第３位と第５位と
いう好成績を残すことができました。

　４月からは、６０期生（現高２）のＭ君が新主将となり、６０期生が中心となって元気に活動していま
す。また、新たに６１期生（現高１）も加わり、部内戦などを通じて先輩達に刺激を与えてくれていま
す。
　これからもっと強いチームになれるよう、チーム全員で頑張って練習していきます。

　２０日（土）、２１日（日）に県総体の広島地区予選（個人戦）があり、県大会出場選手が決定しまし
た。

　　ダブルス　　高２Ｏ君・Ｍ君　高２Ｙ君・Ｎ君　高３Ｆ君・Ｍ君（予選免除）の３組
　　シングルス　高２Ｙ君　高２Ｗ君　高３Ｆ君　高３Ｍ君（予選免除）の４名

　今年度は例年より１週間早い５月２５日（土）より県総体が始まります。学校としては厳しい日程に
なってしまいますが、高３生にとっては最後の団体戦・個人戦になるので、しっかり準備して本番を迎え
ていきたいと思います。応援よろしくお願い致します。

Page 20 of 239

2020/11/17



硬式テニス部

詳細を見る

平成30年度 広島県新人大会 団体戦
2018年10月31日

先週末の27日、28日の2日間で新人大会の団体戦が行われました。

今大会は第1シード校という立場で試合に臨み、他校からも注目され、本当にプレッシャーがかかる中で
試合が続いていきました。
特にベスト8からは、最後の最後まで勝つか負けるかわからない、非常に緊張感のある戦いが続き、最後
は満身創痍に近い状態になりながらも戦い抜いた選手達を本当に頼もしく感じました。応援の選手も声を
枯らして一緒に戦い抜きました。 

結果は第3位となり、優勝、そして中国大会、全国へとつながる道にあと一歩届かず、本当に悔しいもの
となりました。なかなか切り替えも難しい敗戦となってしまいましたが、それでもこの経験を全て糧にし
て、更に前に進んでもっと強いチームを目指していきたいと思います。

28日の試合終了は20時を過ぎました。保護者の皆様にはご心配をおかけしたことと思います。この場を
借りてお詫びいたします。

今後ともテニス部の活動にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
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【試合結果】
準々決勝 学院 3-2 崇徳高校
準決勝 学院 3-2 広島なぎさ高校
決勝 学院 2-3 修道高校
2位決定戦 学院 2-3 広陵高校 結果第3位。

なお、順延となっていた個人戦のダブルスの部門では、高2のF君とM君のダブルスで見事優勝を勝ち取り
ました！F君は去年に続き連覇達成となります。
おめでとうございます！！
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硬式テニス部 , 高校
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詳細を見る

平成30年度 広島県新人大会 個人戦 シングルス部門優勝☆
2018年10月07日

先週末から広島県新人大会の個人戦が始まりましたが、二週続けて台風の影響を受けてしまっため、今日
まで大会が延びてしまいました。

悪天候、変則日程での試合となり、なかなか難しいコンディションでの大会となりましたが、出場した選
手達は気持ちを切らさず、一生懸命試合に臨み、確かな成長の手応えを感じることができたようです。

その中で、高2のF君がシングルスで見事優勝を勝ち取りました！昨年のダブルスに引き続き、快挙を成し
遂げました。
おめでとうございます！
また、高2のM君がベスト8に入りました。こちらも本当に素晴らしい結果です。

初出場の高1の選手にとっては県大会レベルを直に感じることができ、いい経験になったように思いま
す。次はさらに一つでも上を目指して頑張っていこう。成長を期待しています。

ダブルスについてはベスト4までしかまだ試合を消化できておりません。今後、結果がわかり次第また報
告します。

59期、60期のチームは確実に成長し、個々もレベルアップしています。次は今月末の新人大会の団体戦
に臨みます。今後とも応援よろしくお願いいたします。
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

新人大会 広島地区予選
2018年08月26日

今年の夏休みは本当に毎日が猛暑の日々で、非常に厳しい環境下での練習が続きましたが、大きな事故も
なく、なんとか皆で今日まで頑張ってやり切ることができました。
また、豪雨災害の影響で登校するのが困難な生徒もおりました。大変な状況の中で保護者の皆様にもご迷
惑をおかけしたことと思います。そんな中でもテニスができるようにご尽力いただき、感謝いたします。
また、我々はこうしてたくさんの方々の支えがあってテニスができる喜びを再確認できました。今後とも
テニス部の活動にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

今週末には新人大会の広島地区予選が行われました。部内戦を勝ち上がったシングルス6名とダブルス3組
のみが出場でき、割り振られた各ブロックの中で3回戦まで勝ち抜けば地区予選突破となります。ドロー
運によってはかなり厳しい戦い強いられることもあり、なかなか自分の思うように結果がついてこなかっ
た選手もいました。

今大会ではシングルスで高2のK君、M君、高1のO君、N君の4名が、ダブルスでは高1のO君・Y君ペアの
1組が地区予選を突破し、9月末に行われる県大会に進むことが決まりました。
すでに県大会シードを持っている選手も数名おります。みんなで一つでも上を目指して勝ち上がれるよ
う、これからも練習を頑張っていきます。
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

高校 夏合宿 2018
2018年08月11日

8月8日から東広島運動公園で2泊3日の合宿をしてきました。

インターハイが終わってちょうど1週間。高3(58期生)が引退し、高2(59期生)が最高学年のチームになっ
て初めての大きな行事でした。高2はほぼ全員が参加、高1は希望で5名が参加しました。

新キャプテンのF君は、この合宿で高2中心のチーム作りと意識を高めるために、初日から一人一人と個人
的に話しながら精力的に動きました。練習や部内戦を行う際にも、厳しい姿勢を見せ、また日を追うごと
にチーム全体の雰囲気が変わっていくのを感じ取れました。高1も一生懸命練習して、先輩達を追い抜
け、追い越せといい刺激を与えてくれています。

これからますます強くなっていくであろう、この新しいチームをこれからも応援よろしくお願いします。

また、今回の合宿では、崇徳高校、県立広島高校、近大東広島高校のテニス部の皆さんにも参加していた
だき、対外試合をさせていただきました。どうもありがとうございました。

さらに、OBの皆さんにも参加していただき、一緒に試合していただいたり、ミーティングなどでは現役
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生に愛情のこもった檄とアドバイスをしていただきました。本当にいつもありがとうございます。これか
らもいつでも顔を出しに来てくださいね！
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

夏合宿
2018年08月06日

８月１日～３日、三次にて合宿を行いました。
晴天に恵まれました。
熱中症が心配されましたが、大きなケガなく、３日間、１２面のコートでのびのびとプレーすることができ
ました。
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宿泊先はおなじみのふだば旅館。
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ふだばのお母さんからお話をいただきます。

夜はミーティング。

中３が部活を通じて感じたことを述べました。
技術面・精神面・生活態度。思いと表現は様々でしたが、引退を間近に控え、３年間を振り返った心に響く
言葉でした。
それを聞いた中２キャプテンは、引退する最後までかっこいい先輩の姿を見せてくださいという言葉を返し
ました。
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自分達で考えて行動することができる、テニスの好きな集団です。
試合はあと２つ。引退まであと２ヶ月。残り時間は少ないですが、合宿を通して中３がまとまろうとしてい
ます。
これからにも期待です。

硬式テニス部

詳細を見る

平成30年度インターハイ 結果報告
2018年08月02日

1回戦
広島学院 3-0 秋田高校 

ダブルス T清君・T橋君ペア(どちらも高3) 8-4で勝利
シングルス1 F君(高2) 8-3で勝利
シングルス2 M君(高1) 8-2で勝利

2回戦
広島学院 0-2 早稲田実業

ダブルス T清君・N君ペア(どちらも高3) 2-8で敗北
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シングルス1 F君(高2) 1-8で敗北
シングルス2 打ち切り

2回戦ではさすがに全国レベルをまざまざと実感させられる試合結果となってしまいましたが、1ゲーム毎
の内容はとても充実したものにできたと思います。本当に最後まで学院らしい試合を見せてくれた選手を
褒め称えてあげてください。

そして、現地まで応援に来てくれた高3生、高2生、保護者の皆様、OBの皆様、本当にありがとうござい
ました。

58期生はこれで引退します。一人一人が負けん気が強く、そして一生懸命練習する中でとても強いチーム
となりました。本当にたくさんの経験をさせてくれてありがとう！OBになってからも後輩を鍛えるため
に力を貸してください！

そしてこれからは、しっかり受験勉強頑張っていこう！
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

開会式
2018年08月01日

選手、応援団ともに無事に三重県四日市市のインターハイ会場に到着しました。

今日は全員で開会式に出ました。会場は四日市ドームという場所でありましたが、広大な敷地の中に屋内
コートが12面もあり、さらに空調が効いているという素晴らしい環境のテニスコートでした。

明日からの男子の試合会場は、ドームすぐそばの霞ヶ浦テニスコートになります。こちらのコートは聞く
ところによると、インターハイ開催とともに完成した新しいコートで、USオープン仕様のハードコート
になっているそうです。

このような素晴らしい環境のもとで、また全国を相手に試合ができることを感謝しつつ、明日は一つでも
上を目指していい試合ができるように頑張りたいと思います。
応援よろしくお願いいたします！
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硬式テニス部 , 高校
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詳細を見る

いざ、インターハイへ！
2018年07月30日

今週からいよいよインターハイが始まります。
広島県の代表として出場できることを誇りに感じつつ、全国の強豪校を相手に学院らしいテニスをして
しっかりと戦いたいと思います。
多くのＯＢの皆様や学校関係者、そして保護者の皆様から多大なご支援をいただいております。
この場をお借りして感謝申し上げます。ありがとうございました。

選手は明日から出発し、応援団は明後日から出発します。
試合結果等は随時ホームページでアップしようと思いますのでよろしくお願いします。

【日程】
８月１日（水）　１５時～　　開会式　＠四日市ドーム　　三重県四日市市大字羽津甲5169
８月２日（木）　９時～　　  団体戦　１回戦，２回戦　＠霞ヶ浦テニスコート（ハードコート）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三重県四日市市大字羽津甲5169

なお，１回戦は秋田県代表の秋田高校と対戦します。
大会ドロー表
http://koko-tennis.com/old_hp/30hp/30ih/h30interhighdraw.pdf
詳しい大会日程や会場場所についての情報はこちらのサイトのテニス部門をご参照ください。
https://www.koukousoutai.com/2018soutai/event/index.php?xpref=1#event112

 　また、７月１７日、１８日には中国ジュニア選手権大会に高２のＦ君、Ｍ君の２名がＵ１８シングル
スに出場しました。
　両選手とも２回戦までに岡山県の選手に敗退という悔しい結果になりましたが、中国大会という高いレ
ベルで、しかも３セットという長い試合を経験でき、今後に十分生かせる貴重な経験をすることができま
した。更に成長して大会に臨んでもらいたいと思います。
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　先週水曜日の練習がオフになり、災害ボランティアの有志を募ったところ、高１ ６名が手を挙げてく
れました。
　三原市本郷町の被災地に足を運び、現地の方々と交流しながら土砂のかき出しなどの作業を一生懸命や
りました。実際の現場を目にしたことで、彼らにも感じることが多くあったようです。
　今後も機会があれば継続して活動してみようと思います。
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硬式テニス部

詳細を見る

県総体（個人戦）結果報告
2018年06月13日

　団体戦に引き続き，先週の土日で県総体の個人戦が広域公園テニスコートで行われました。
この個人戦には、４月の広島地区大会を突破した選手と、シードのついている選手の計８名が出場しまし
た。

【出場選手】
 ダブルス　高３Ｔ清君・高２Ｆ君ペア、高３Ｎ君・Ｔ橋君ペア、高３Ｓ君・高２Ｍ君ペアの３組
 シングルス　高３Ｔ清君、Ｔ橋君、Ｎ君、Ｙ君、高２Ｆ君、Ｍ君、高１Ｍ君の７名

 気温が３０℃近くになる炎天下の中、まずダブルスの試合が行われ、その後シングルスの試合に入って
いくという、両方に出場する選手にとっては非常に厳しいコンディションでの試合となりました。

 十分に実力を発揮できない選手も多い中で、ダブルスでは高３Ｔ君・高２Ｆ君ペアが第３位、シングル
スでは高２Ｆ君が第４位に入りました!!

 個人戦でインターハイ出場とはならなかったですが、シングルス最後の第３位決定戦では、団体戦に引
き続き、高２のＦ君が闘志を見せて熱い戦いを繰り広げてくれました。
 今大会での悔しい気持ちと課題を忘れずに、夏のインターハイに向けてしっかりと調整して更にチーム
力を高めていきたいと思います。

 今週末１６日（土）、１７日（日）には中国大会（山口県宇部市）に出場します。
引き続き応援よろしくお願いします。
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

県総体（団体の部）優勝！！
2018年06月03日

昨日今日とたくさんの応援、ありがとうございました。
現地まで駆けつけてくださった皆様、本当に感謝いたします。

おかげさまで、県総体の団体戦で見事優勝することができました！高校テニス部では初の快挙となりま
す！
また、8月に三重県で行われるインターハイにも広島県代表で出場することが決定しました！

準々決勝の誠之館高校との対戦から非常に厳しい戦いが続き、どちらが勝ってもおかしくないような試合
展開となりました。そんな中でも選手は個々のベストのプレーと、お互いを信頼し合うチームプレーで
しっかりと勝ち進んでいきました。

決勝の美鈴が丘戦では初の3セットの対戦を経験しました。
炎天下の中、最初は優勢に試合を進めるものの、相手の粘りと体力的にも厳しい中で徐々に劣勢になり、
非常に苦しい時間帯もありましたが、最後は高2のキャプテンF君がS1で勝利を収め、優勝を決めてくれ
ました！

Page 43 of 239

2020/11/17



応援に駆けつけてくれた高3生、そして後輩達も声を枯らして応援しました。本当に皆で力を合わせて勝
ち取った優勝です。頼もしいチームになりました！

もう少しこのメンバーでテニスができる喜びを感じながら、更なる高みを目指して今後も頑張っていきま
す。

なお、個人戦はまだ続いていますので、来週も応援よろしくお願いいたします。
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

平成３０年度　広島県総体のご案内
2018年06月01日

　今週末から高３（58期生）にとってはいよいよ最後の公式試合となる県総体が始まります。

月曜日の全校朝礼（県総体壮行式）では、高３主将のＴ君が６年間部活を頑張ってきた中でのテニスへの
熱い気持ちとチームの勝利に対する強い意志、そして今まで一緒にやってきた仲間の存在と大切さについ
て全校生徒の前で話してくれました。

この大会で最高の結果が出るように毎日朝練から一生懸命取り組む高３生の姿が多く見られました。

出場できるメンバーは限られますが、高３生だけでなく、高２、高１の部員メンバーも同じ気持ちを持っ
て精一杯全力で戦いたいと思います。

応援よろしくお願い致します！

【試合会場】
２日（土）は団体戦　１Ｒ～ベスト４決定戦まで　　　＠三原運動公園
３日（日）は団体戦　準決勝・決勝，順位決定戦　　個人戦　ダブルス１Ｒのみ　＠びんご運動公園
９日（土）、１０日（日）　個人戦　　ダブルス ・シングルス　　＠広島広域公園

結果についてはまた報告させていただきます。 
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

第45回全国中学生テニス選手権大会広島県予選
2018年05月08日

５月３日～５月６日、広域公園テニスコートで全中広島県予選が行われました。
この大会は中国、全国（今年は広島県開催）へとつながる大会です。

〈団体戦〉 

一回戦　広島大学附属中学校　
　　　　　　４―１　で勝利。
二回戦　広島城北中学校　
　　　　　　４―０　で勝利。
準決勝　五日市中学校　
　　　　　　０―３　で敗退。
三位決定戦　修道中学校　
　　　　　　１―３　で敗退。

結果、団体戦は広島県４位となり、中国大会進出を決めました。

〈個人戦〉

男子ダブルス　中３Ｏ君・中３Ｔ君　第７位
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中国大会（団体戦）が７月１４日（土）にあり、二位までに入ると、全国大会へとつながります。
良い結果を残せるよう、今後も頑張っていきます。

応援に来て下さった皆様、ありがとうございました。
これからも応援、よろしくお願いいたします。

硬式テニス部

詳細を見る

第58回 広島県高等学校テニス選手権大会 結果報告
2018年02月05日

今年もどうぞよろしくお願いします！

1月27日(土)、28日(日)の2日間にわたって、今年度最後の高体連の大会となる選手権大会の個人戦が行
われました。
気温が非常に低く、特に28日は雪も降るという悪いコンディションではありましたが、出場した選手は
しっかりと結果を残し、また応援に駆けつけてくれた高1のメンバーもレベルの高い試合を間近で見て感
じることができ、貴重な経験になりました！
〈試合結果〉
ダブルス 
高2 S君 高1 M君ペア 第3位
高2 T君 高1 F君ペア 第5位 高2 T君 高2 N君ペア 第5位
シングルス
高1 F君 第3位

ダブルスは出場した3組とも県でベスト8以上に入り、6月に行われる県総体の出場も決まりました！
高2にとっては最後の大会になるので、更に上を目指して有終の美を飾ってもらいたいと思います。
また、大会の出場枠を更に増やすことができるので、後輩にも良い刺激を与えることができます。これか
らも高いレベルでチーム作り、そして練習を頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。
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硬式テニス部 , 高校
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詳細を見る

広島市中学校新人テニス大会
2017年11月17日

１１月１１日（土）、１２日（日）に、広域公園で広島市中学校新人テニス大会が行われました。
この大会は中三が引退を迎え、どの学校も中一、中二の新チームとなって挑む大会です。

広島学院テニス部は、中二（６１期）と中一（６２期）のチームで初めて挑む試合となりました。

結果･･･

団体戦： 三位入賞
個人戦： 準優勝（中二O君、中二T君ペア）

となりました！！
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中一は試合に来るのも、応援に来るのも初めてでしたが、中二の先輩が応援の仕方やマナーなどを教える場
面も。

声の出る、テニスの好きな伸び盛りのチームです。これからの彼らの成長に期待しようと思います。

応援に来て下さった皆様、ありがとうございました。今後も応援のほど、よろしくお願いいたします。

硬式テニス部

詳細を見る

2017年度 広島県高校テニス大会 新人戦 (団体戦)
2017年11月06日

11月4日(土)、5日(日)に広島県新人大会(団体戦)がびんご運動公園で行われました。
夏休みから今大会に照準を合わせて高2 T清主将を中心に一生懸命練習し、チーム力を高めてきました。
今年こそ必ず優勝すると決心して挑んだ今大会ですが、結果3位となりました。

本気で優勝を目指したからこそ、優勝できるだけのチームになれたからこそ、この結果は本当に悔しい気
持ちでいっぱいですが、出場した選手はそれぞれの役割を果たし、試合で全力勝負ができました。その選
手を応援するメンバーも全力で試合に臨みました。本当に素晴らしい大会だったと思いますし、今のチー
ムに強い絆を感じました。

この悔しさはまた次のステージではらせるよう、下を向かずに更に前に進んでいきます。
応援ありがとうございました！これからもよろしくお願いいたします。

【試合結果】ベスト8以降 

準々決勝 対城北高校 3ー0で勝利
準決勝 対美鈴が丘高校 1ー3で敗北
3位決定戦 対崇徳高校 3ー0で勝利

2位決定戦は決勝で美鈴が丘高校が敗れたため行われず。
最終結果 県3位 広島学院
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

60期
2017年10月25日
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まもなく高校の練習に参加していく60期達です。（数人いませんが･･･。）
昨日が中学で練習する最後の日でした。

辛抱強くテニスに向き合った学年でした。
今後、技術的にも精神的にも一層成長してくれると思います。
高校での活躍を期待しています。ひとまず、お疲れ様でした。

硬式テニス部

詳細を見る

祝☆第70回広島県高校テニス新人大会 個人戦 ダブルス優勝
2017年10月01日

高校テニス部です。しばらく更新できず、申し訳ありませんでした。

この週末、9月30日(土)、10月1日(日)の二日間にわたって三原運動公園テニスコートで新人戦(個人の
部)の県大会が行われました。
ダブルスとシングルスのそれぞれの種目で地区大会を突破した選手が集まり、ハイレベルな試合が数多く
繰り広げられました。

その中で、高2T清君・高1F君のダブルスのペアが第2シードからトーナメントを勝ち進み、決勝で第1
シードのペアを破り、見事優勝しました！！今大会で広島学院が優勝するのは史上初めてと記憶しており
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ます。名誉ある結果を残してくれました！おめでとうございます！
決勝戦でも物怖じせず、夏休みから取り組んできた厳しい練習を活かして本当に強いダブルスで相手ペア
を圧倒していました。

さらに、高1のF君はシングルスでも準優勝しました。決勝戦では惜しくも敗れてしまいましたが、更に上
を目指していける自信をチームに与えてくれるようなプレーを見せてくれました。

チーム全体としては、文化祭後に行われる新人大会の『団体戦での優勝』という明確な目標があります。
地区大会、県大会に出場できた選手、できなかった選手も高いレベルで競い合いながらチーム力は徐々に
上がってきています。

個人戦での結果だけに満足せず、団体戦でも結果を出せるよう今後も頑張っていきますので応援よろしく
お願い致します。

●試合結果●
ダブルス
優勝 高2T清君・高1F君ペア
ベスト8 高2N君・T橋君ペア
1回戦敗退 高2S君・高1M君ペア

シングルス
準優勝 高1F君
ベスト8 高2T清君
ベスト16 高2T橋君
2回戦敗退 高2 Y君、高1M君
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一方、、学校では体育祭が行われておりました。
部活対抗リレーでは、選手以外の高2メンバーを中心に力を合わせて戦いました。高3も後輩の力になるべ
く積極的に参加してくれました。これからも上下の絆を大事にできる部活でありたいと願っています。

硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

2017年度広島県総体 結果報告
2017年06月11日

先週末から今週末にかけて県総体に出場してきました。

まず、6月3日(土)、4日(日)に三原運動公園とびんご運動公園で団体戦が行われました。
各校シングルス2つ(S1、S2)とダブルス(D)1つの計3本で勝敗を決めます。
学院のS1は高3のN君、S2は高1のF君、Dは高2のT清君・T橋君ペアで戦いました。

初戦の瀬戸内高校戦からいきなり苦戦を強いられ、選手も応援の生徒もかなり戸惑いましたが、Dが劣勢
の状況から何とか巻き返して勝利することができ、初戦を突破することができました。団体戦ならではの
プレッシャーを感じつつも、この非常に厳しい試合を勝ち切れたことで確かな自信をチーム全体として得
たように感じました。
その後、3回戦、4回戦と勝ち上がり、県ベスト4に入ることができました。準決勝では広島なぎさ高校に
惜しくも敗れてしまいましたが、優勝を真剣に目指すことができる強いチームになれたと実感できる大会
となりました。この悔しい気持ちを忘れず、新人戦に繋げていきたいと思います。
なお、ベスト4に入ったので来週末に鳥取県で行われる中国大会に団体戦で出場します。引き続き応援よ
ろしくお願い致します。

団体戦に続いて6月10日(土)、11日(日)には個人戦が広域公園で行われました。
シングルスで7名、ダブルスで4組が出場し、高3のN君と高1のF君がシングルスでベスト8に入り、中国
大会進出を決めました。
ダブルスでは高3のN君・M君ペアがベスト8に入りました。中国大会はベスト4からなので残念ながら出
場できませんが、本当に最後まで素晴らしい戦いを見せてくれました。

個人戦ではなかなか厳しい結果になってしまいましたが、また一からやり直して新人戦の個人戦では結果
が出せるよう、頑張っていきたいと思います。
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

0503 全中県予選
2017年05月03日

中学テニス部です。
今日は、全中県予選がありました。
今年度初の団体戦ですが、夏の全国大会（沖縄！）に繋がる重要な大会です。
５－０、４－１…と勝ち進み、広島市立大塚中学校との決勝戦になりました。

ダブルスとシングルスを１つずつ取って、２－２になり、勝負はシングルスのＮ君に託されました。
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どちらの学校も、全員が1つのコートに集中しています。
Ｎ君のシングルスはラリーの続く緊張感ある試合になりましたが、６－７（タイブレーク8-10）で惜敗。

惜しくも準優勝となりました。 ７月の中国大会には広島県第２位として出場します。

悔しい結果ではありましたが、学ぶものの多い試合でした。応援ありがとうございました！！

そして今日は、大下先生のデビュー戦でもありました。
「楽しそうに！」という指示で写真を撮っていましたので、近日アップされることでしょう。（乞うご期待!?）

大下先生、これからよろしくお願いします！

最後に本部に挨拶をして帰りました。
その時のキャプテンの言葉どおり中国大会で活躍できるよう、できることを確実に、丁寧にやりましょう！
明日からは個人戦もあります。
今後とも応援よろしくお願いいたします！
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

第70回 広島県高等学校総合体育大会 広島地区予選
2017年04月16日

2017年度がスタートしました。
中心学年が57期から58期へと変わり、T清君が新主将に、T橋君が副主将に就任しました。59期生も新た
にメンバーに加わり、全体では50人近い集団になりました。これから58期生を中心にしっかり考えなが
ら、より良い練習ができるよう工夫してやっていきたいと思います。

15日(土),16日(日)に県総体の広島地区予選がありました。春休みの部内戦を勝ち上がったシングルス6名
とダブルス3組が出場しました。
結果、シングルスは6名全員、ダブルスは3組中2組が県総体出場を決めました。苦しい試合も多くありま
したが、なんとか勝ち切ることができ、今までより多くの選手が県総体に出場できるという嬉しい結果に
なりました。

県総体まであと1ヶ月少し、今大会での経験と反省を生かしてしっかり練習して準備していきます。応援
よろしくお願い致します。

【県総体出場選手】
シングルス
高3 N岡君(シード)、N本君
高2 T清君、T橋君、N宮君、Y君
高1 F君 

ダブルス
高3 N岡君・M木君ペア(シード)
高2 T清君・T橋君ペア(シード)、N宮君・S君ペア
高1 F君・M鍋君ペア 
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

続 広島市春季高校生テニス大会
2017年03月31日

先日お伝えしました、広島市春季高校生テニス大会の結果報告の続きです。

高2のN岡君がダブルスに引き続き、シングルスでも優勝し、二冠を達成しました！おめでとうございま
す。

準決勝では、第2シードに6-4で勝ち、そして決勝では、第1シードに6-3で勝ち、優勝候補を次々と破っ
ての完全優勝でした。
キャプテンとしても選手としても、立派にチームを引っ張っていく大黒柱に成長しました！

さて、明日から新年度が始まります。それぞれ新しい学年になって、一人一人が益々成長してお互いに切
磋琢磨し合えるチームを目指して頑張っていきます。

新学期の最初の大会は県総体の広島地区予選大会です。
限られた出場枠を巡って、部内戦が現在行われています。
中3(59期)も新たに参戦し、チームもまた新しく変わりつつあります。今後とも応援よろしくお願いしま
す。
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

0330 応援ありがとうございました！
2017年03月30日

中学テニス部です。
全国大会では、一回戦０－３で負けてしまいました。

その後、コンソレ（一回戦敗退同士の練習試合）を組んでいただきました。
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食い入るようにコートを見つめる中１部員。
中１にとっては、全国の強さを間近で感じる貴重な経験になりました。

コンソレーションでは、２－１で勝つことができました。

この度の結果を振り返って、
負けたということは、何かが足りなかったということ。
それは一つかもしれないし、色々なことが少しずつ足りてなかったのかもしれません。
これからそれを身につけて夏にはもっと強いチームになりたいと思います。
50人強の大人数でコートが2面、どうしてもみんなで一緒に動く時間は少なくなります。
でも、「全員でチーム」です。できることを大事に、やるだけです。

応援ありがとうございました！
感謝の気持ちを忘れず、これからも強くなります。
これからもどうぞよろしくお願いいたします！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0329　香川に着きました！
2017年03月29日

中学テニス部です。

朝８時に集合して、バスで香川へ向かいました。
応援団の中１部員です。みんな元気です！
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無事、開会式場に着きました。

今日は開会式のみでした。
試合は明日から。しっかり自分の力が出せるように祈っています。
応援も部員全員で声を合わせ、頑張りましょう！
このページをご覧のみなさまも、応援どうぞよろしくお願いいたします！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0326 いよいよ全国大会！
2017年03月26日

中学テニス部です。
今週はいよいよ全国大会、29日（水）に香川へ出発します。

広島学院中の試合は30日（木）９：３０～、１１・１２コートで奈良県代表の東大寺学園中学校と対戦しま
す。
（詳しくはこちらから、「ドロー関係」のPDFファイルをご覧ください。）
私たちも広島県代表・中国地区代表として、全力を尽くしたいと思います。
どうぞ応援をよろしくお願いいたします。
感謝の気持ちを忘れずに、全員でまずは一勝を目指します！

硬式テニス部 , 中学
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詳細を見る

広島市春季高校生テニス大会
2017年03月24日

錬成大会が終わって間もなく、今週火曜日から広島市テニス協会主催の春季大会に出場しています。

シングルス予選ブロックに始まり、本日はA～Dブロックの3回戦からベスト4決定まで試合が行われまし
た。来週の月曜日にシングルス全ての試合が終了する予定です。

今現在の時点での結果ですが、
高2のN本君がベスト8に入りました。
また、ベスト16には高2のN越君、高1のT橋君、T清君の3名が入りました。
高いレベルでの個々の活躍が見られ、シード選手を相手にも遜色ない戦いができました。また一段と成長
して頼もしい限りです。

P.S. Bブロックのブロック決勝では高2のN本君とN越君の部内対決がありました。軍配はN本君に上がり
ましたが、高2らしく真剣で緊張感ある対決を見せてくれました。

さらに、ダブルスが昨日行われ、学院勢が優勝、準優勝フィニッシュを決めることができました。
優勝は高2のN岡君、M君ペア、準優勝は高1のT清君、T橋君ペアでした。

決勝戦はこちらも学院チームの部内対決となりましたが、緊張感のあるとても素晴らしい対戦を繰り広げ
ました。さすがの貫禄で高2が勝利しましたが、試合終了後、キャプテンのN岡君は、今大会の殊勲賞は
美鈴が丘高校の第1シードを破った高1のT清君とT橋君だと言っておりました。互いに認め合いながら成
長し合えるいい関係が築けているのを感じました。本当におめでとうございます！

Page 68 of 239

2020/11/17



硬式テニス部 , 高校
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詳細を見る

2016年度 高校生テニス錬成大会
2017年03月20日

先週の土曜日から日曜日にかけ、学校が終業式を行なっている中、高2と高1のメンバーは錬成大会に出場
してきました。

この大会は、各学校2チームが出場できる団体戦の大会です。普段はなかなか試合に出場できないメン
バーも登録することができ、貴重な経験ができる大会として毎年優勝を目指して真剣に取り組んでいま
す。
今年度は高2と高1で学年毎に2チームに分かれて戦いました。

結果は広島学院Aチーム(高2)が第２位、広島学院Bチーム(高1)が第３位になりました。

どちらのチームも優勝の美鈴が丘チームに敗れるという悔しい結果になりましたが、特に決勝での対戦で
は2-2で迎えた最後のS3で勝負が決定するというしびれる対戦となり、高2のN君が最後の最後まで相手
に食らいつき、最後の1ポイントで勝負が決まる場面までもつれました。
最後は相手のショットがいいコースに決まり、敗れてしまいましたが、その素晴らしい試合を見せてくれ
たN君は、同級生はもちろん、後輩や応援してくれた全ての人に大きな感動を与えてくれました。

団体戦は一人一人の勝ちに対する強い思いと結果が重なって、こうした感動的な対戦に巡り合い、そして
チームが一体となれる貴重な経験をさせてもらえるんだということを学ばせてくれます。

57期生はこれで引退する人もいますが、この大会で見せてくれた大事なものを後輩がしっかり引き継いで
更に強いチームを作っていきたいと思います。
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

0317 春ですね♪
2017年03月17日

今日は本当に気持ちの良い春の一日でした。
コートを走り回っていた生徒たちには暑いくらいだったことでしょう。

今日はまず8時半から中１の練習でした。
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「写真撮ろうとしとる～」「撮られるけ～綺麗に綺麗に」
とかなんとか言いながら、綺麗な円になって声出しをしました。

10時半～は中２の練習。10時に集まってアップをした後、コートに下りてきます。

最後に団体戦をすると、応援も含めて盛り上がりました。

全国大会が近づき、キャプテンの話どおり緊張感のある練習になってきました。

活躍に期待しましょう！

・・・と、ともに、学院中学テニス部の伝統「脱いだらたたむ！」も大切に。

写真は、６０期が中１の頃、たたみ方を教えあう風景です。

後ろの二人も（やらせてはいますが）やらせではありません、念のため。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0314 練習再開！
2017年03月15日

学年末試験も無事終わり、テニス部の練習が再開しました！

気持ちよさそうに打っています。
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中２になったら、公式戦に出場するチャンスも増えます。向上心をもって頑張って！

さて、３月末には全国大会があります。
ドローが発表されていました。
（かなり下までスクロールしてください。選手は上のページもよく読んでおくこと。）
一回戦の相手は、東大寺学園中学校（奈良県）に決まりました。
香川で活躍するために、３月の練習を充実させていきましょう！

硬式テニス部

詳細を見る

祝卒業☆56期生追い出しテニス
2017年03月06日

3月4日(土) 、ついに56期生の卒業式を迎えました。 

現役生も午前中は卒業式に参列し、午後からは56期生を久々にテニスコートに迎え、追い出しテニスをし
ました。

その中で、現役生対卒業生の団体戦も行われました。
懐かしい対戦などで自然とみんなが笑顔になり、昔の部活動での思い出に浸っているようでした。
中には現旧キャプテン同士の真剣な戦いもありました。
後輩の成長を実感して感心しつつも、対戦に負けた悔しさで、またコツコツ壁打ちを続けているY君の姿
が印象的でした。

結果、現役生が3ー2で勝利しました。

本当に個性的なメンバーで、皆に慕われてきた56期生が卒業していくのは寂しいですが、また卒業してか
らもOBとして戻ってきてくれることでしょう。楽しみに待っていますよ！

大学生になっても一人一人がまた更に大きく活躍の場を築いていけますように！

Page 74 of 239

2020/11/17



Page 75 of 239

2020/11/17



硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

0302 あんなにかわいかったのに…
2017年03月02日

５６期が今週末卒業します。
時が経つのは早いものですね。
５６期が写っている中学テニス部のページを集めてみました。

♪暑い夏の練習
♪中２秋の新人戦
♪中３になる春
♪ダブルスBEST4
♪選手権大会準優勝！
♪中３の合宿
♪市総体の結果
おまけ ♪サークル大賞受賞！

そして、こんな日もありました。
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・・・かわいかったね。
卒業おめでとうございます。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0210 おめでとうございます！
2017年02月17日

中学テニス部です。
少し報告が遅くなりましたが、10日（金）に高須台を中心としたコースで、
校内マラソン大会が行われました。

毎年冬になると高須台を走っている中学テニス部ですが、今年は直前まで
高須台コースを走っていませんでした。
結果・・・
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中１と中２で１位になりました～！！！　中２・Ｎ君と中１・Ｏ君。
「僕たちあくまでテニス部ですから」とでも言いたそうなクールな二人です。

もちろんテニスもやっていますよ、ほら・・・

テニス部の目標としては、
中２：現在２３名なので、２３位以内に全員入る。
中１：現在２６名なので、２６位以内に全員入る。
というのがありましたが、残念ながら達成できませんでした。
真の目標は、「全国大会で・・・」というのがありますから、そちらで頑張りたいと思います。

２０位以内に入り、名前が掲示されていたメンバーです。８名もいました。
今年は恒例の「お好み焼き･･･云々」がなかったにも関わらず、なかなかの好成績。

中１Ｎ君(6位)・Ｎ君(17位)・Ｍ君(14位)・Ｏ君(1位)
中２Ｍ君(18位)・Ｎ君(1位)・Ｍ君(5位)　　　おめでとう！
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（中２はもう一人、Ｍ君が７位でしたが、所用で帰っていました。）

中２の４名は、３月末に行われる全国選抜中学校テニス大会（団体戦）のメンバーです。
長距離は努力を続けるとタイムが伸びていきます。
その努力を積み重ねる姿勢が、テニスでも生きていくのでしょう。
これからの活躍にも期待したいと思います。おめでとうございました！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0202 再出発!?
2017年02月02日

寒い日が続いています。
中学テニス部は、全国大会へ向け、ある目標を掲げました。
その目標に向け、と、いうよりも、その目標を掲げるにふさわしいクラブになるために、
今日の練習は「再出発」の気分でした。

そんな練習のスタート、まずは挨拶から。

そしてみんなで声出し！

（桜越しに撮ってみました、この桜の咲く頃には強いチームになれているかな。）
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普段やっていることが試合に出る。「普段」を大切にしよう！
そして本当にかっこいい集団を目指しましょう。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

第57回広島県高等学校テニス選手権大会 (個人戦) 
2017年01月29日

1月28日(土)、29日(日)に選手権大会の県大会がびんご運動公園で行われました。今年度最後の県大会に
なります。
今大会は個人戦のみで、中国大会や全国大会に繋がるわけではありませんが、来年度の県総体のシード権
を得るために重要な大会になります。

地区大会を勝ち上がった選手、シード権を持っている選手と合わせて7名の選手が学院高校の代表として
戦いました。
〈結果報告〉
ダブルスで 高2N岡君・M君ペア、高1T橋君・T清君ペアと
シングルスで高2N岡君が見事に県ベスト8に入りました！

シングルスで県ベスト8に入ったのは数年振りです。
本当におめでとうございます！

ダブルス
高1 N君・S君ペア 2回戦敗退 ベスト16 

シングルス
高2 N越君 1回戦敗退 
高2 M君 2回戦敗退 
高1 T橋君 1回戦敗退 
高1 T清君 2回戦敗退 

2回戦まで勝ち上がると多くの場合はシード選手との対戦になり、県大会を勝ち上がることの難しさを選
手達は感じたようです。中には1回戦からシード選手と対戦するドローもありました。
そんな中でも、選手1人1人が自分のテニスをしようと一生懸命試合に臨み、頼もしさを感じる大会になり
ました。
特に主将の高2N岡君の試合は、後輩の選手にとって良い見本になったことと思います。本当に素晴らし
い試合でした。

さて、次の大会は3月の練成会になります。寒い日々が続きますが、引き続きしっかり身体を鍛えつつ頑
張っていきます。

応援ありがとうございました！
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

0110 表彰していただきました。
2017年01月20日

報告が遅くなりましたが、３学期始業式で中国大会優勝の表彰をしていただきました。

キャプテンのＯ君が、緊張しながらも応援へのお礼とこれからの決意を述べました。

壇上にいない部員も全員で勝ちとった優勝です。
これからも部員一同、練習に励み更に強いチームを目指していきたいと思います。

ところで先日、カントリーコースが凍結しているのでは？ ということで、中１は久し振りに小カントリー10
周を走りました。
小カントリー（通称「小カン」）は、１周およそ400mだそうです。

Page 82 of 239

2020/11/17



ほとんどの生徒が20分を切り、一番早かったＮ君は14分42秒でした。
「夏と全然タイムが違う！」
「夏にはみんな25分とか かかってたのに、オレら速くなった！」
とみんな喜んでいました。努力の成果が出ると嬉しいですね。
テニスもきっと少しずつ上達しています。信じて頑張っていきましょう！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0107 今年もよろしくお願いいたします！
2017年01月07日

中学テニス部です。
１月５日から今年の練習が始まりました。
この３日間は、部内戦や練習試合で、校内と校外の２つに分かれて練習がありました。
今日、校内のコートに来た中２は８人。残っていた中１も一緒にダブルスをしました。

３学期が始まると、またみんな揃って練習できます。
冬休みと比べて練習時間は短くなりますが、みんなで練習して、みんなで勝利を掴みましょう！
３月末の全国大会が楽しみです。

今年も応援よろしくお願いいたします！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

2017年 始動
2017年01月06日

明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。

昨日から新年の部活が始まっています。 

まず、何か自分なりの小さな目標を立てて練習に臨んでいこう、という主将の高2N君の言葉で練習が始
まりました。

時間は短めでしたが、一人一人が集中した有意義な練習ができました。また、今日から少しずつ練習内容
も濃くなっていくことでしょう。

月末に選手権大会の県大会が控えていますので、まずはそれに向けて全員で頑張っていきます。

また、年末年始に48期から55期までのOB数十名が学校を訪問してくれました。現状報告や昔話に花を咲
かせながらテニスを楽しんでいました。

今年もぜひ、後輩の姿を見にたくさんコートに足を運んでくださいね！
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

1228 練習納め
2016年12月28日

高校テニス部12/27の記事はこちら。

中学テニス部です。
今日は今年最後の練習でした。２０１６年も充実した活動ができました。
中国大会や全国大会などの大きな大会に出場したことももちろんですが、夏の合宿など、たくさんの良い思
い出があります。
お世話になった皆様に感謝いたします。ありがとうございました。

練習を終えて帰って行く中１の後ろを歩いていると・・・「サンタさん」という声が。

何かと思ったら、大きなゴミ袋を運ぶ様子が「サンタさんみたい」ということでした。

中１は練習の最後に大掃除・草抜きをしたので、その片付けでゴミ捨て場に向かっているのです。
しかし、この袋がなかなか重くて持ちにくい…。
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最後まで片付けを頑張ってくれたサンタＦ君です。

みなさま、どうぞよいお年をお迎えください。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

高校 2016年度選手権大会地区予選 結果報告&練習試合
2016年12月27日

早いもので、今年もあと数日を残すのみとなりました。

県総体、夏合宿、文化祭、新人戦と57期生のメンバーが中心となってそれぞれの大会や行事で成果を出す
べく一生懸命頑張ってきました。

今年は初めて県総体の団体戦で中国大会に進出するなど、どの大会でも中国大会を意識した高いレベルで
の取り組みができるようになったと感じています。

これも一重に、卒業しても練習に参加し、アドバイスをくれるOBの皆さんの支えや、いつも応援してく
ださる保護者の皆様の支えのおかげです。

来年も更に成長したチームになれるよう、57期生、58期生を中心に、そして59期生も新たに加わって皆
で一緒に頑張っていきますので、変わらない応援をよろしくお願いいたします。

12月17日、18日に行われた選手権地区予選の結果報告です。
シングルス
高2 M君、N越君 高1 T橋君、T清君 の4名

ダブルス
高1 N君・S君ペア 1組

県大会への出場が決定しました。おめでとうございます。

また、シード選手としてシングルスで高2 N岡君とダブルスで高2 N岡君・M君ペアと高1 T橋君・T清君
ペアの2組も県大会への出場が決定しております。

選手権県大会は来年1月28日、29日にびんご運動公園で行われます。

また、今日は崇徳高校テニス部と練習試合を行いました。
悪天候の中でしたが、多くの試合を経験することができ、選手一人一人にとって貴重な経験になったと思
います。

来年もお互いに切磋琢磨し合えるチーム仲でありたいです。今日は本当にありがとうございました。
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硬式テニス部 , 高校
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詳細を見る

1226 雨ですが・・・
2016年12月26日

今日は朝から雨で、練習は休みになりました。
冬休みの練習が中止になったのは今日で２回目です。
残念ですね。きっと宿題がはかどったことでしょう。

先週は晴れて暖かい日もありました。
昨日までの３連休で協会主催の大会があったため、主にダブルスの練習をしましたが、
冬休みの終わりにはシングルスの部内戦も予定されています。
明日は雨が上がってしっかり練習できるといいですね。

しかし、雨なら何もできないかというと、そうではありません。
写真はテニスボールを２つ重ねようとしているところですが、集中力のトレーニングになるそうです。
（「雪だるま♪」と言っている生徒もいましたが。）
雨の日、部屋の中でもできますから、挑戦してみてはいかがでしょうか。
コートの横は危ないので気をつけてくださいね。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

1218 中国大会
2016年12月19日

いつも応援ありがとうございます！ 中学テニス部です。
18日（日）に、止むを得ない事情での欠席を除き、ほぼ全員で尾道へ行ってきました。
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学院生の人だかり…コートの中では熱い試合が。みんな真面目に応援していました。
決勝戦の最後の試合は、全員が１コートに集まって一打一打を見守ります（右の写真）。
選手も試合に集中し、しっかりと自分のプレーをしていました。
緊張感のある試合が続きましたが、応援に支えられて、準決勝・決勝と勝つことができました。
　　準決勝（シードのため、準決勝から）　vs岡山県立倉敷天城中学校　２－１勝利
　　決勝　　 vs山口大学附属山口中学校　２－１勝利

優勝し、そして３月末に行なわれる全国大会への切符を手にしました。
みんなで香川に行ってきます！

今回の中国大会でも、まだまだ課題が見つかりました。
これからは中国地区代表として、全国大会へ向け、チーム全体で更に成長していきたいと思います。
応援ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします！

（蛇足）
ちなみに、応援を欠席した「止むを得ない事情」とは何かというと・・・

ＧＳＳ（ジャグレンジャー）として、「クリスマスの集い」を盛り上げてくれたようです。
全員で応援できなかったのは残念だけど、それぞれの場所で頑張っていたのですね。
ん？ 「エリザベトン大学」？？

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

1216 試験も終わって…！
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2016年12月17日

16日（金）の振替休日を利用して、中１は部内戦を行ないました。
雪の予報で古江には少し積もったようですが、市内は雪は降りませんでした。
その代わり、時折冷たい雨が・・・

待機中も寒そうだったので、風邪を引かないか心配していましたが、
翌17日、みんな元気に登校していました。
体力をつけてきたのですね。

明日はいよいよ中国大会、部員全員で尾道に向かいます。
応援よろしくお願いいたします！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

1127　中国大会出場が決まりました。
2016年11月27日

今日は、選抜県予選の予定でしたが、雨天のため中止になりました。
よって、先日の新人戦で優勝したことにより、中国予選への出場が決まりました。
選手は８時、応援は８時半に揃って意気込んでいただけに、試合できなかったことは残念です。
しかし、この好機を感謝の気持ちで生かしていきたいと思います。
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写真は、大会中止となってミーティングの後、ぞろぞろと帰る部員たちです。

全国選抜中学校テニス大会中国予選は、１２月１８日（日）にびんご運動公園であります。
勉強もテニスも頑張ります。
応援よろしくお願いいたします！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

高校　2016県大会 新人団体戦＆中国大会 新人個人戦　結果報告
2016年11月21日

　１１月５日（土）、６日（日）に新人戦の県大会（団体の部）が行われました。

高２（57期）と高１（58期）のチームになり、夏休みからこの大会で勝ち上がることを目標に皆で必死
に練習を重ねてきましたので、今大会でその練習の成果が問われることになります。

新人団体戦はシングルス３本（S1、S2、S3）、ダブルス２本（D1、D2）の計５本勝負で勝ち数の多い
学校が勝利となります。

なお、初回戦のみ５本全て試合が行われ、その後は勝負が決まり次第、打ち切りになります。

＜結果報告＞

２回戦　　学院　５－０　総合技術

３回戦　　学院　３－１　広陵

４回戦　　学院　１－３　修道　　　　　　結果、県でベスト８に入りました。

　団体での中国大会進出を達成できなかったので、残念な結果にはなりましたが、選手は一試合一試合を
大事に一生懸命戦い、そして応援に来てくれたメンバーも力強い応援をしてくれ、一緒になって戦うこと
ができました。学院チームとしてしっかり団体を戦うことができたものと感じています。

その中でも特にダブルス強化に夏休みから努めてきましたので、結果を出すことができ、練習の成果を感
じることができました。

悔しい気持ちの多い大会になりましたが、次の県総体の団体戦では今大会の反省も踏まえてさらに上を目
指して頑張っていきたいと思います。
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　続いて、19日（土）に中国新人大会（個人戦の部）が備前運動公園で行われましたので報告いたしま
す。

先に行われた９月の県新人大会（個人戦）において、

ダブルスで県ベスト８に入った高２のＮ君・Ｍ君ペアと高１のＴ清君・Ｔ橋君ペアと、

シングルスで県ベスト１６に入った高２のＮ君が出場しました。 

＜試合結果＞

ダブルス　　高２　Ｎ君・Ｍ君ペア　２回戦敗退　　　　高１　Ｔ清君・Ｔ橋君ペア　１回戦敗退

シングルス　　高２　Ｎ君　２回戦敗退

全員が岡山県の選手に敗れる結果となり、岡山県の選手のレベルの高さを痛感する大会となりました。

しかし、その試合の中でも今後どのような練習をしていけばよいのか、ヒントがあったように思います。

中国大会を経験した選手が経験をチームに持ち帰ることで、全体がまた更にレベルアップできればと期待
しています。

当日は遠いところ、現地まで応援に来てくださった保護者の皆様、本当にありがとうございました。今後
とも応援をよろしくお願いいたします。
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

1113　新人戦個人戦結果
2016年11月14日

１２日に続いて行われた新人戦の個人戦の結果です。（団体戦の結果→☆）
シングルス　Ｋ.Ｍ　第２位
ダブルス　　Ｓ.Ｏ・Ｓ.Ｍペア　　Ｋ.Ｏ・Ｔ.Ｙペア　　第３位（３位決定戦なし）

試合に勝てばいい、というチームではありません。
新人戦でもたくさんの課題を見つけることができました。
これからチームの一人ひとりがどう成長していくか、期待したいと思います。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る
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1112　守りました！
2016年11月12日

広域公園で広島市中学校新人テニス大会がありました。
団体戦の結果です。

初戦から厳しい試合が続きましたが、何とか優勝することができました。

また優勝旗を持って帰ることができました。
応援ありがとうございました！
この結果で27日（日）に行われる「全国選抜中学校テニス大会 広島県予選」への出場が決まりました。
全国大会につながる大事な大会です。これからも頑張ります。

団体戦後に個人戦が始まりました。シングルス・ダブルスともに残っています。明日も続きがあります。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

1105 練習試合
2016年11月10日

11月5日（土）文化祭後三連休の初日でしたが、新人戦に向けて練習試合をしました。

団体戦、個人戦などたくさん試合をすることができました。
また、久し振りの対外試合ということで、多くの刺激を受けました。
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ありがとうございました！

12、13日はいよいよ新人戦です。先輩たちが持って帰った優勝旗を守りたいと思います。
応援よろしくお願いいたします。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

1101 迷走中!?
2016年11月01日

いよいよ明日は文化祭です。
文化祭×テニス部、といえば・・・

天井に張り巡らされたロープは何？
この空間が一体どうなるのか？？
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それでは明日、小体育館でお会いしましょう！

硬式テニス部 , 中学 , 高校

詳細を見る

1018 秋晴れ
2016年10月18日

テストが終わりました～！
みんなの心は晴れています！ 空も晴れています♪
試験が返ってくるまでの、つかの間の「晴れ気分」を存分に味わいながら、テニス部の練習も再開しまし
た。

中１はコートで１時間も打つことができました。
ストロークなど基本的な練習が主でしたが、それだけでなくコート練習における注意点などたくさんの話が
ありました。
次の練習までに忘れてしまわないよう、ノートを一冊作って書き留めておくことをお勧めします。

さらに陽が高くなり、暑くなってきたところで中２練習開始。

これから寒くなっても、水筒とタオルは忘れないようにしてくださいね。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

高校　新人大会2016（個人戦）広島県大会　結果報告
2016年09月27日
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　9月24日（土）、25日（日）に新人大会（個人戦）の県大会が三原運動公園で行われました。
ダブルスには高２のN君・M君ペア、N君・F君ペアと高１のT橋君・T清君ペアの３組が出場、
シングルスには高２のN君、M君、高１のT橋君、T清君の４名が出場しました。
２日目は悪天候の中でしたが、予定通り試合が行われました。
● 結果報告●
＜ダブルス＞
高２　N君・M君ペア　ベスト８　　　高１　T橋君・T清君ペア　ベスト８　
高２　N君・F君ペア　ベスト１６
＜シングルス＞
高２　N君　ベスト１６
高１　T橋君　２回戦敗退　　高２　M君、高１　T清君　１回戦敗退

　ダブルスでベスト８に入った２組とシングルスでベスト１６に入った高２のN君は、次大会での地区予
選が免除されます。
また、１１月に行われる中国高等学校新人大会（個人戦）への出場権を得られる可能性があります。
　夏合宿に行ったダブルスの練習が生き、ダブルスで２組も県大会のシード権が得られたことはチームに
とっても大きい成果だと感じています。おめでとう！！

　今回は惜しい結果になってしまった高２のN君・F君ペアをはじめ、今大会に出場できなかったメン
バーも次の大会では更に３ペアの出場が可能になるので、練習や部内戦などを通してより一層切磋琢磨し
て頑張ってほしいと思います。

２日目の午後からは交流戦も行われました。大会に出場しなかったメンバーも対外試合を経験できまし
た。

最後に、現地まで応援に駆けつけてくださった保護者の皆様、本当にありがとうございました。
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

0925　県総体
2016年09月26日

24日は授業日でしたが、県総体がありました。
団体戦は決勝まで進みましたが、惜しくも敗れ、第２位となりました。
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公式戦団体戦の最後を優勝で飾れなかったのは残念ですが、課題も見つかり、今後につながる良い試合だっ
たと思います。
応援ありがとうございました！

個人戦ダブルスも、４ペアとも良い試合を見せてくれました。
ベスト１６にキャプテンＦ君とＭ君のペアが残り、25日も試合がありました。
県大会ですので、厳しい試合が続きました。
優勝を狙っていたようですが、残念ながら第３位となりました。
準決勝は６－７（６－６からタイブレーク５－７）という惜敗でしたので、大変悔しかったと思います。
３位決定戦で持ち直して勝った姿は、オリンピック銅メダリストのようでした。

これで59期・中３は公式戦からは引退します。
全国大会に行けたことはもちろんですが、合宿での熱いメッセージなどが思い出として残っています。
全体的に意欲の高い学年でした。
今大会団体戦・個人戦の悔しい思いは高校で晴らしてください。これからの活躍も楽しみにしています。
59期から大事なものを引き継いだ後輩たちの活躍も、楽しみに見ていてくださいね。

硬式テニス部 , 中学
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詳細を見る

0915 部内戦に向けて
2016年09月16日

来週末（24、25日）には県総体があります。それが終われば11月には新人戦。
中３も中２も、大事な試合を控えています。

中１は、19日（月・祝）に初めての部内戦が予定されています。

声出しでは、部内戦に向けてみんなで練習を頑張ろう！ という気迫が伝わってきました。
（実際は、これからまた走るけどみんなで何とか耐えようぜ。･･･という感じかもしれません。）

しかし、19日は台風の影響で雨の予報。初めての部内戦はどうなるのでしょうか？

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0901 夢は叶う
2016年09月01日

中学テニス部です。
始業式の後に、全校生徒の前で中国大会優勝（全国大会出場）の表彰をしていただきました。
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顧問による説明のあと、キャプテンＦ君がマイクに向かい、「目標としてきた全国大会に出場できた」こ
と、「一勝は叶わなかったが、ここまでこれたのは皆のお陰である」こと、「悔しさをこれからの糧にして
いく」ことなどとともに、応援してくださった方々への感謝の気持ちを述べました。

アルペ講堂ができて一年。ここで表彰されるのは、一つの夢でした。
またここに立てるように、頑張っていきたいと思います！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0822 感謝
2016年08月22日

中学テニス部です。第４３回全国中学生テニス選手権大会へ行ってきました。
応援団も開会式から見学しました。

キャプテンを先頭に、入場行進があります。そして開会式。全国の精鋭が一堂に。

１９日は団体戦。一回戦の対戦相手は大阪の浪速中学校でした。
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いつもやっていることをきちんとやろう。そういう意識で強気で臨みましたが、残念ながら１－４で敗退し
ました。
途中、中国地区代表の大塚中学校のみなさんが応援に来てくれました。
厳しい状況で戦っていたので、その声援を本当に嬉しく感じました。ありがとうございました！
また、富山まで応援に駆けつけてくださった保護者の方もいらっしゃいました。
試合後にお礼が言えずにすみません。本当にありがとうございました。

 試合直後は悔しい思いが大きく、なかなか顔を上げられませんでしたが、一人ひとりしっかりと結果を受け
とめました。
成長してきた部分も、もちろん足りなかった部分もあります。
中２は来年へ、中３はこの先の高校生活で、この経験を生かしていきましょう！

夜は、応援に来てくれた８名にお礼を言いました。
さすが全国大会、周りの学校の応援もすごく圧倒されそうでしたが、学院の応援も立派でした。

心の中で応援してくださったみなさまも、ありがとうございました！

２１日は個人戦ダブルスがあり、中３Ｆ君と中２Ｍ君のペアが出場しましたが、一回戦６－８で惜しくも負
けてしまいました。良い経験ができました。

ところで、全国大会のあった富山はどういうところかというと・・・
富山といえば薬！ と全国的に有名です。

　これは、富山の薬があまりに効くために、藩を越えての商売が許され
ていたことと、「先用後利（先に使ってもらい利益は後で）」という優
しい精神で各家庭に薬を置いて回り、使った分だけ料金を集めて回ると
いう方法を考え出し普及させたからだそうです。

　写真は、昔の方法で薬を丸めているところです。
　簡単そうに見えましたが、実際は･･･？
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富山市内には図書館と一体となったガラス美術館があり、知性と感性を刺激されました。
また、ホタルイカ・白エビに代表される新鮮な魚介類も富山の大きな魅力です。
大人になったら、また訪れてみてください。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

高校 新人大会（個人戦）広島地区大会
2016年08月19日

高校テニス部です。                    (中学テニス部→☆)
18日、19日と新人大会の個人戦、広島地区大会が広域公園でありました。
シングルス6名とダブルス3組、7月末の部内戦を勝ち上がったメンバーが学校代表でエントリーし、県大
会出場権を目指して戦いました。

結果を報告します。

シングルスは6名中3名
高2 M君、高1 T清君、T橋君

ダブルスは3組全て
高2 M君・N君ペア、F君・N君ペア、高1 T清君・T橋君ペア
の県大会出場が決まりました。おめでとうございます！

なお、高2のN君はシングルスのシードで既に県大会出場を決めています。

特にダブルスに関しては、合宿中にお世話になったOBの皆さんの教えが活き、素晴らしい結果を残すこ
とができました。
現役生の感謝の気持ちをここで述べさせていただきます。
ありがとうございました。

また、惜しくも負けてしまった試合もありましたが、選手皆が気持ちのこもった、とてもいい試合でし
た。この夏でまた一回り成長できた証でしょう。

さて、これで終わりではありません。来月末の県大会で一つでも上を目指して戦い、団体戦に繋げていき
たいと思います。
炎天下の中、応援に来ていただきましてありがとうございました。これからもよろしくお願いいたしま
す。
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

0819 応援ありがとうございました。
2016年08月19日

全国大会は一回戦で浪速中学校に１－４で負けてしまいました。
良いチームで、学ぶところの多い対戦でした。
本当に良い経験をさせていただきました。
同じ中国地区代表の大塚中学校が応援してくれたのも嬉しかったです。
関わってくださったすべての皆さまに感謝いたします。
応援ありがとうございました。
顧問が広島に帰りましたら、写真を加えてアップします。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0818 いよいよ明日は･･･
2016年08月18日
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選手、応援団ともに無事富山入りしました。
今日は開会式がありました。
（写真がアップできず、すみません。)
明日はいよいよ試合が始まります。全国大会HPへのリンクは、11日の記事に貼ってあります。ご覧くださ
い。

広島学院の試合は2試合目になりましたので、おおよそ10時半～11時に始まるのではないかと思います。
家族を含めこれまでお世話になった方々、応援してくださるみなさんへの感謝の気持ちを忘れず、一つひと
つのプレーを、そして全国大会を思いきり楽しみたいと思います！
一回戦は大阪の浪速中学校との対戦です。
どうぞ応援よろしくお願いいたします。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

高校 夏合宿2016
2016年08月12日

8月10日から12日にかけて2泊3日で合宿に行ってきました。
毎日本当に厳しい暑さの中での練習でしたが、大きく体調を崩すことなく最後まで皆で乗り切ることがで
き、充実感を持って終わることができました。

この合宿では、ダブルスを中心に各自が様々なテーマを持って取り組みました。
また、今年は3日間で現役20名を超える総勢25名の50期から55期のOBのメンバーが合宿に駆けつけて練
習をサポートしてくれ、時には厳しく接して指導してくれました。
OBの皆さんは、ダブルスで勝てる、考えて試合に勝てる強い学院チームの復活を期待しています。

この合宿で先輩に教わった事を今後の練習に生かし、更にレベルアップすべく、現役生は頑張っていこう
と思います。
来年もまた合宿に来て、一緒にテニスを楽しんでいってくれたら嬉しいです！次は年末にお会いしましょ
う。

さらに、10日は崇徳高校、11日は県立広島高校、12日は近大附属東広島高校の皆さんが練習試合に来て
くださいました。本当にありがとうございました。

明日からお盆休みです。
休み後はいよいよ新人戦が始まります。今後とも応援をよろしくお願いします！
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

0811 全国大会組合せ決定！
2016年08月11日

全国大会の組み合わせが決まりました。
広島学院の一回戦は、浪速中学校（大阪府）との対戦です。
１９日の９時から、試合開始です。
負けていい試合はありません。全力を尽くします。
個人戦も滋賀県のペアと対戦が決まりました。
応援よろしくお願いいたします！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0810 優勝できました！
2016年08月10日
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８月９日、１０日に広島市総合体育大会テニスの部（市総体）が行なわれました。
９日、団体戦で優勝できました！

表彰式。優勝旗を受けとるキャプテンがとても誇らしそうです。

今回の市総体は、団体戦登録メンバー１０名のうち、中３メンバー７名で臨みました。
中３だけで勝ちとった優勝です。でももちろん、部員全員の応援が大きな力になりました！

団体戦終了後から10日に行なわれた、個人戦でも、キャプテンＦ君・中３Ｍ君のペアが優勝しました！

９月２４、２５日の県総体に進出できるベスト３２までに、４ペア（Ｆ・Ｍ、Ｎ・Ｉ、Ｆ・Ｏ、Ｍ・Ｎ）が
入りました。
今日も、中３がみんな応援に来てくれました。
会場での応援も、心の中での応援も、力になっています。

全国大会のある富山へは、１７日に出発します。
１８日に開会式。１９日９時から試合開始です。
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どうぞ心の中で、応援をお願いします！　感謝の気持ちを忘れずに、まずは一勝を目指します！ 

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0808 明日から市総体です。
2016年08月08日

明日から、広島市中学校総合体育大会（テニスの部）があります。
安佐南区大塚の広域公園テニスコートにて。
９日は団体戦。合宿で培った団結力で優勝を狙います。
団体戦終了後から、個人戦ダブルスも始まります（～１０日）。
ベスト３２に入れば、９月の県総体に出場できます。
応援よろしくお願いいたします！

市総体、県総体が終わると、中３は中学テニス部としての引退を迎えます。
（練習はしばらく一緒にするのですが･･･。）
５～７日の三次合宿は、最後の夏の思い出にもなりました。

三次ではコートを１２面も使えます。最後にコートにお礼を言って･･･走って旅館へ。

毎年お世話になるふだば旅館。今年も歓迎していただきました！ ありがとうございました！ 

２日目は８月６日。黙祷後、コートに向かいました。
夜はミーティング。中３が一人ずつ思いを述べる大切な会です。
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中３は実感のこもったたくさんのメッセージを伝えてくれました。聴いている中２も真剣です。

キャプテンＦ君の言葉にも重みがありました。中２キャプテンのＯ君も決意を述べました。

そして平和に、夜は更けていきました。

いよいよ最終日です。
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最終日は午後から団体戦を行ないました。
まずは学年ごとの対決です。それまでのシングルスで決まった順位でチーム分けをします。
中３はなんと、（１～１２位）vs（１３～２４位）。勝負は決まっている、と思ってしまいますが･･･？

応援の力は絶大です。番狂わせも起きました。

そして最後には恒例の、中３vs中２。ダブルス１２組の対戦です。
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中３にとっては絶対に負けられない勝負。
応援にも力が入りました。緊張感のあるよい試合になりました。

本当に良い３日間を過ごすことができました。
お世話になった三次の方々、快く送り出してくださった保護者の皆様に感謝しています。
ありがとうございました！ 

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0804 明日から合宿
2016年08月04日

明日から中２・中３は三次で合宿です。
全国大会もありますが、その前に大事な市総体があります。
個人戦ダブルスには中３の８ペアが出場予定。全ペアが県総体を目指しています。

写真は、中国大会後の中３練習時のミーティング。
県総体での引退に向けて、最後まで全員で駆け抜けたいと思います。
合宿でもいい思い出がたくさんできますように。

中１は今日が夏休み練習の、前半最終日でした。時間になったら自分たちでアップを始めました。

 次のクラブはなんと22日。それまでこの団結を忘れないでくださいね。
油断せず体力をつけておくこと。宿題もしっかり・・・。２２日からまだハードですよ！

今夏はホール掃除の当番がありませんでしたので、代わりに、練習後有志でピロティの掃除をしました。
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初めから残ってくれていたＮ君、それから「僕も手伝います。」と徐々に仲間が増えて、６名できれいにし
てくれました。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0729 全中団体戦
2016年07月29日

先輩たちが全国大会出場を決めた頃、中１もキャンプをがんばっていました。

久し振りの練習だった今日は、すぐに気分悪くなる中１が続出･･･。
クラブがない日も、朝夕の涼しいうちに運動をしましょう。（注：ポケモン探しは運動になりません。）
エアコンの効いた涼しい部屋でゴロゴロ過ごしてはだめですよ。

さて、先日もお伝えしましたが、
22日に行なわれた全国中学校テニス選手権大会中国予選、団体戦の報告です。
　１回戦　vs宇部市立黒石中学校（山口）　３－２　勝利
　２回戦　vs開星中学校（島根）　４－１　勝利
　準決勝　vs広島市立大塚中学校（広島）　３－２　勝利
　決勝　　vs山口大学教育学部附属山口中学校（山口）　３－１　勝利　優勝！

勝ち進むたびに応援にも力が入りました。
特に他県代表との試合は、応援で「ホーム」の雰囲気を作り圧倒したため、応援の力で勝てたといっても過
言ではありません。
優勝し、中国地区代表（１位）として全国大会出場を決めました！
その後２位決定戦もあったため、表彰式が遅くなり、尾道出発・帰宅も予定していたより大変遅くなりまし
た。ご心配をおかけいたしました。

表彰式の様子です。

Page 112 of 239

2020/11/17



全体写真、みんないい顔をしていますので、もう一度載せようと思います。
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本当にいい経験になりました。
全国大会も（できれば）全員で行きたいと計画しています。まずは一勝が目標です。
応援よろしくお願いいたします！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0723 全中個人戦準優勝！
2016年07月24日

23日、24日は団体戦に続き全中中国予選大会の個人戦が行われました。
ダブルスの中３F君･中２M君のペアが第２位となり、表彰されました。
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団体戦に続いて、個人戦でも全国大会に出場できることになりました。

連日朝早くから夜遅くまで試合が続きました。
団体戦の日も尾道発が18時半、広島駅解散後帰宅が21時を過ぎた部員もいると思います。
心配された保護者の方もいらっしゃるのではないかと思いますが、部員のみんなにとって本当に良い経験を
させていただき、感謝しております。
顧問がキャンプから帰りましたら、改めて試合の詳細をご報告いたします。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0722 応援ありがとうございました！
2016年07月22日

全国中学生テニス選手権大会 中国予選で、団体戦優勝いたしました！
選手も最後まで諦めず全力を出し、応援も力を尽くしてくれました。
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全員で勝ちとった優勝です。
また、これまで本当にたくさんの方に支えていただきました。ありがとうございました！
全国大会は８月下旬に富山であります。
これからもどうぞ応援よろしくお願いいたします！
本当にありがとうございました。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0721 明日は中国大会
2016年07月21日

夏休みに入り、中２も中３も練習に励んでいます。

中２は朝８時から･･･、顧問がコートに着いたときには既にアップを終えています。
朝早いとはいえ、テニスコートは暑いです。中２も中３も、元気に練習していました！

もちろん中１も、今日も練習がありました。
今日は初めての声出し。元気よくできました！ 休憩時間もイレギュラーバウンドボールで遊ぶほど元気で
す。
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中１は明日からキャンプです。良い思い出をたくさん作ってきてください。

11時からは団体戦メンバーの練習でした。
12時を回ると日差しが容赦なく照りつけるテニスコート。

明日の試合も暑いと思いますが、悔いのないよう戦ってきたいと思っています。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0720 走っています。
2016年07月20日

中学テニス部です。
今日も中１の練習がありました。

走ってます。

走ってます。
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それなのに、練習が終わった後もまだまだ元気で遊んでいました。

夏休みの宿題は大丈夫でしょうか。ちょっと気になります。

そし明後日22日から、全中の中国予選が始まります。
今日は団体戦の練習をしました。高校生が壮行試合をしてくれました。

終わった後、昨年度の全国大会メンバー（高Ⅰ）の１人が、
「僕はキャンプの先発隊なので応援に行けないけど、頑張ってください。」
と声をかけてくれました。後輩を気にかけ、山の中から応援してくれるようです。心強いですね。

中国大会は、びんご運動公園にて。２２日に団体戦、２３、２４日に個人戦が予定されています。
個人戦はダブルスに中３Ｆ君・中２Ｍ君のペアが、シングルスに中２Ｍ君が出場します。
まずは団体戦。全国大会出場枠の上位２校に入れるよう、ベストを尽くします。
応援よろしくお願いいたします！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0718 海の日
2016年07月18日

今日は海の日です、中学テニス部は海の見える学校で練習をしました。
中１の練習も始まりました。・・・そうです、走っています。
荷物もきれいに並べて置けるようになりました。最後に、連絡網をまわす練習も。

そして、スタート記念の写真撮影。
（走っているときはお互い必死なので、写真が撮れませんでした。）
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 解散後のひとこま。

明日も暑いと思いますが、がんばって走りましょう！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0710　県大会がありました。
2016年07月11日

７月１０日（日）、期末試験の真ん中ですが、広島県中学生テニス選手権大会の団体戦がありました。
選手は朝７時前に集合してバスで尾道へ･･･。集合場所では、ノートを見て勉強する姿が見られました。

市大会で２位だったため、シードに入り、２回戦からの出場でした。
　２回戦　　vs近畿大学附属福山中学校　４－１　勝利
　準決勝　　vs広島市立大塚中学校　３－１　勝利
　決勝　　　vs修道中学校　２－３　敗退
市大会でも敗れた修道中学校に、再度敗れるという結果に終わりました。
第２位でしたので、表彰されました。

最後に集合写真を撮りました。
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無理やり笑ってもらいましたが・・・、心中やいかに？

悔しさの中で学んだことを生かしていきたいと思います。
応援ありがとうございました！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0709　試合延期
2016年07月09日

何もお知らせしていませんでしたが、今日は県選手権大会、の予定でした。
朝６時の時点で警報が出ていたため、団体戦は明日に延期です。
（個人戦は行なわれません。）

今日は試験を公認欠席して、尾道に向かうはずだった団体戦メンバー。
急遽試験を受けることになりました。
早くから学校に来て真面目に勉強しているキャプテンのＦ君。

明日も試合があり、家で勉強できません。
その分、今日はしっかり勉強しましょう！

明日は、尾道のびんご運動公園テニスコートにて、広島県選手権大会団体戦があります。
応援よろしくお願いいたします！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

第56回中国テニス選手権大会　結果報告
2016年06月22日

　６月１８日（土）に島根県松江市で中国大会があり、団体戦に出場してきました。
 この大会では、高３のＹ君、Ｓ君、Ｏ君と高２のＮ君の４名が学校代表の選手となりました。
 他の中国地方の県代表校と戦って、どれくらい自分たちが通用するのかどうか、自分達が今までやって
きた練習を信じて頑張るのみです。
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　＜試合結果＞
　１回戦　対　慶進高校（山口県）　　　
　　 D　 高３Ｓ君・高２Ｎ君ペア　  　６－１で学院
　　 S1   高３Ｙ君　　　　　　　　　  １－６で慶進
　　 S2   高３Ｏ君　　　　　　　　　  ４－６で慶進　　　　　　　　　計１－２で惜敗。

　特に勝負のかかったS2では、高３のＯ君が暑くて厳しい気候の中で、必死に粘りながら戦ってくれたと
感じています。惜しくも勝負は敗れてしまいましたが、この悔しさを生かしてこれからの受験勉強そして
大学生活に生かしてもらえればと思います。

　５６期生はこれで正式に引退となります。今まで本当にご苦労様でした。
一生懸命頑張ってきた先輩が残したものを今度は５７期生が引き継いで頑張っていきます。

今後ともテニス部の活動にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

高校　県総体(団体戦)　中国大会進出決定！！
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2016年06月07日

　6月4日（土）、5日（日）に県総体の団体戦と個人戦の一部が行われました。 
初日は特に雨が降りしきる中でも通常の形式で試合が行われ、非常に厳しいコンディションでしたが、選
手は皆が全力を出し切り、応援の生徒も声が枯れるほど大きな声を出し、学校全体で一生懸命戦うことが
できたと思っております。

　結果、ベスト8に入り、順位決定戦で５位に入りましたので、6月18日（土）、19日（日）に行われる
中国大会（会場：松江市）への出場が決定しました。

　わざわざ遠いところを試合会場まで応援にお越しくださった保護者の皆様、また、今日のために資金を
貯めながらわざわざ関西方面より応援に来てくれた55期のＯＢ達、本当に感謝します。

　５６期生はあと２週間引退が伸びたので、最後までしっかり戦って後輩達にバトンをつないでいきま
す。今週末１１日（土）、１２日（日）も個人戦が続きます。会場は広島広域公園で９時開始予定です。
　最後まで応援よろしくお願いいたします。

＜試合結果＞　団体戦
２回戦　　　　学院　３－０　福山明王台
３回戦　　　　学院　２－０　廿日市
準々決勝　　　学院　０－２　広島なぎさ　　ベスト８決定！
５位決定戦　　学院　２－０　広陵　　５位確定！　中国大会進出決定！！
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

0606　市選手権大会
2016年06月06日

 ６月４日（土）、５日（日）に広島市テニス選手権大会がありました。
雨天のため、すべての試合が４ゲーム先取で行なわれました。
団体戦
　２回戦　vs広島城北中学校　３－０
　準決勝　vs広島なぎさ中学校　３－１
　決勝　　vs修道中学校　２－３
決勝まで進みましたが、５月の全中県予選と同様、修道中学校に負けてしまいました。
第２位となりましたので、表彰されました。
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個人戦
シングルス　中２Ｍ君　第３位
ダブルス　中３Ｏ君・Ｆ君ペア　第３位　　　中３Ｍ君・Ｋ君ペア　BEST8

団体戦、個人戦シングルス１名・ダブルス２ペアが、７月に行なわれる県大会に進出を決めました。
応援ありがとうございました！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

いざ、県総体へ！！
2016年06月03日

　月日が経つのは早いもので、今年も県総体の時期がやってきました。

56期生にとっては最後の公式戦になります。Ｙ君を中心として今日まで一生懸命頑張ってきた成果を発揮
し、有終の美を飾るべく一試合一試合を大切に戦いたいと思います。

会場は

６月４日（土）　三原運動公園　　１０時より　　団体戦　（準々決勝まで）

６月５日（日）　びんご運動公園　　９時より　　団体戦　（順位決定まで）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個人戦（ダブルスの１回戦のみ）

となります。

団体戦は各学校シングルス２本とダブルス１本で、計３本のうち勝ち越した方が勝利校となります。
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また、出場選手する以外にも、同級生や後輩達もたくさん応援に駆けつけてくれます。高校１年生からも
数名希望が出て本当に頼もしく感じました。

悪天候が予想されるコンディションで心配はありますが、チーム一体となってこの大事な団体戦を勝ちき
り、中国大会への切符を掴みたいと思いますので、皆様応援よろしくお願いいたします。

少し前になりましたが、高３のＹ君・Ｓ君ペアのダブルスが広島市テニス協会主催の春季高校生テニス選
手権大会で優勝しました。おめでとうございます。

明日からの県総体でも２人の更なる活躍を期待しています。
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

0501　全中団体戦
2016年05月02日

５月１日（日）に、第４３回全国中学生テニス選手権大会広島県予選の団体戦がありました。
昨年１２月の悔しい中国大会での経験を生かし、一回戦から気合を入れて臨みました。

高１になった５８期も応援に来てくれました。

学院は第２シードをもらっていたのですが、シードの４校が準決勝に残りました。
準決勝　vs広島市立大塚中学校
　強敵でしたが、黄色い声援にも負けず、３－２で勝利。
決勝　　vs修道中学校
　５面展開でシングルス３試合が先に終わり２－１。全員で応援しましたが、ダブルスを取られ２－３で敗
退。

第２位となりましたので、表彰されました。
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表彰は、大会委員長の矢野先生でした。なぜ両者にやけているのかは秘密です。

今大会も、部員みんなで応援しました。中国大会も部員全員で、優勝を勝ち取りたいと思います。
応援ありがとうございました！

明日からは個人戦があります。今年から個人戦は公式戦の扱いではなくなりました。
選手それぞれが気持ちの良い試合をしてくれることを願っています。健闘を祈ります。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0430　明日から全中
2016年04月30日

明日から全国中学生テニス選手権大会（広島県予選）が始まります。
明日５月１日（日）は団体戦です。
応援よろしくお願いいたします！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る
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0406 明日から新学期 2016年04月06日

４月６日、今日は広島学院中学校の入学式がありました。
新入生を迎え、明日からいよいよ新学期が始まります。

今日は練習がありませんでしたが、４月の練習の様子です。

中２になった６０期。どんな後輩が入ってくるか、楽しみにしています。

中学最高学年となった５９期。日々の練習を大切にして、大きな大会で活躍できますように！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

2015年度 高校生テニス錬成会 結果報告
2016年03月25日

3月19日、20日に広域公園で錬成会が行われました。

この大会は学校から団体戦メンバーを2チーム出場させることができるので、普段なかなか高体連の試合
に出場できない選手も貴重な試合経験ができるということで、高校テニス部としても毎年重要視している
大会になります。

結果は

広島学院Aチーム2位 
広島学院Bチーム5位

奇しくもどちらのチームも福山葦陽高校に敗れるという結果になってしまいました。

中でも決勝戦では、D1、S2は勝利し、S1、S3は敗れての最後に行われたD2で勝負を決するという緊張
感溢れた試合がありました。
高2のM君・H君ペアのダブルスで本当に随所に見応えがあり、応援にも熱が入りました。チーム一体感を
持って試合に臨め、選手も本当に楽しくプレーできたと感じています。

惜しくも試合は5-6で敗れてしまいましたが、M君、H君にとってこれからの人生で忘れられないワンシー
ンになったことでしょう。

さて、今年度ももうすぐ終わり、新年度が始まります。世代交代も進んでいきます。先輩達との残された
活動時間を有意義にし、後輩達はしっかりとバトンを受け取って新年度も頑張っていきたいと思います。
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

0325　春休み
2016年03月25日

春休みに入って10日経ちました。（宿題の進み具合が気になるところです。）

先日はホール掃除がありました。もうすぐ中２になる60期がホールをきれいにしてくれました。
長期休みの度に掃除してきたので、随分慣れた様子。予想より早く終わりました。
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今日は風が強く、打ったボールが流されるほどでしたが、日差しの暖かさはすっかり春です。

　あれから約一年。

  この写真が『過去の（過去のみの）栄光』にならないように、
　しっかり練習を重ねていきましょう！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

暖かい一日
2016年03月15日

今日は中２（と中１数名）が中央コートで部内戦をしています。
中１は学校で練習でした。

青い空、暖かな日差し。もうすっかり春の陽気でした。
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タオルや水筒が要りますね。

中２の部内戦は、春の大会・団体戦メンバーの選出です。
来年度に向けて、いろいろなことがスタートしています。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

春の練習
2016年03月13日

学年末試験が終わり、練習が再開されました！
春で花粉は飛んでいるけれども、風はまだ冷たい、という天気です。

久し振りに思いっきり身体を動かして、楽しそうでした。
中２はもうすぐ中３、中学最高学年になります。練習する姿も、少し頼もしくなった感じがしました。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

いつのことだか♪
2016年03月04日

５５期は明日、高校卒業です。おめでとうございます。
振り返ってみれば、５５期が中３のときに、このテニス部のページが始まったのでした。
懐かしい記事を集めてみました。

♪　全中県予選
♪　最後の合同練習
♪　合宿
♪　市総体団体
♪　市総体個人
・・・あまり変わってない気もしますが。 

時々は顔を見せて、後輩の練習相手をしてくださいね。
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硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0210 マラソン大会
2016年02月15日

２月１０日（水）に、校内マラソン大会がありました。
学年５位までに、中１の３名が入賞しました。

左から、N君（３位）・M君（１位）・M君（５位）。
１位のM君と３位のN君は、普段の練習から競い合って走っていました。
テニスも同じ、いいライバルがいるとお互いの力を伸ばせますね。
これからも競い合って、それぞれの技術を磨いていきましょう！（もちろん、テニスですよ。）

入賞おめでとうございました！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0128　何を打つのか
2016年01月28日

雪はすっかり乾きましたが、雨でコートが濡れてしまいました。
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コートの横には傘の花がいくつか。荷物が濡れないようにする中１の工夫です。
（この後、荷物は倉庫に移動させました。）
せっかく水切りをしたのに、雨が強くなり、今日の練習は「走って終わり」となりました。

その後、雨が少しおさまったので、
「打ちたい人は打っていいよ。」と言うと･･･

雨の中、ほとんどの中２が残って打っていました。風邪を引かないように！

一方、中１はほとんどが走って帰ってしまいました。と、思ったら･･･

ピンポン球を打っていました。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0126　春は近い…？
2016年01月27日

広島学院でも大寒波の影響を受け、コートの横にはまだ少し雪が残っています。
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コートの中はすっかり乾いています。２６日（火）も、普段どおりの練習ができました。

冬は体力をつける時期なので（カントリーコースが凍結しているという話も聞き）、
最近は少し長いコースを走っています。

（右は、２周走りきったのに「上手く撮れなかったからもう一度走って！」という非情なリクエストに応えてくれたＫ君。）

ふと気がつくと１月ももう終わりです。春は確実に近づいています。
大会のある春に向けて、意識を高めて練習していきましょう！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0107　新しい一年
2016年01月07日

新しい一年が始まりました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

中学テニス部の活動は５日からでした。
久し振りの声出し…

今年も元気に始まりました！

そして今日、７日（木）は冬休み最後の練習。中２は校外コートで部内戦をしています。
そのため、中１は長時間コートで打つことができました。
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午後からの練習に早めに来ていた中３が、球出しをしてくれました。ありがとう！

そして今日は、冬休み最後の日でもあります。
お互いに宿題チェックをしながら着替えて、帰っていきました。
新しい一年、目標に向かって前進あるのみです！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

2015年打ち納め
2015年12月31日

今年も残すところ、あと1日になりました。

今年も1年間、テニス部の活動にご理解とご協力をいただき、また応援していただきましてありがとうご
ざいました。

来年もまた部員全員で協力し合い、また刺激し合いながら練習して頑張っていきたいと思いますので、よ
ろしくお願いいたします。

11月、12月の活動報告と結果報告です。

①11月21日(土)、22日(日)
第9回中国高等学校新人大会
ダブルスに高2のY君・S君ペア、シングルスに高2のY君が出場しました。

結果、ダブルスは1回戦敗退、シングルスは2回戦敗退でしたが、中国大会というレベルの中で、今の自分
達がどれだけ通用するのか、今までやってきた練習に対して手応えを掴むことができる試合展開でした。
来年は更にレベルアップしてくれるでしょう！

②12月19日(土)、20日(日)
平成27年度 第56回広島県高等学校選手権広島地区大会
11月中に行われた部内戦を勝ち上がったメンバーが代表として出場しました。

結果、
シングルス4名
高2Y君、S君、O君、高1N君
ダブルス3組
高2Y君・S君ペア、高2O君・高1N君ペア、高1F君・N君ペア

以上が、来年1月30日(土)、31日(日)に行われる県大会に出場決定しました。

③12月22日(火)
中3(58期)と高1・高2の練習試合を行いました。新しく部員のメンバーとなった中3がこれから先輩達か
らたくさん刺激を受けながら、新しい風を吹かしてくれることを期待しています。

④12月24日(木)
高陽東、崇徳、城北、学院の4校で練習試合を行いました。いろんな対戦で試合経験をさせていただきま
した。選手の皆さん、ありがとうございました。
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⑤12月30日(水)
OB会を行いました。上は50期から下は54期まで、20名を越えるOBがテニスコートに集いました。いつ
になっても先輩後輩の繋がりがあって、テニス談義に花が咲く関係は仲間として宝物だと思います。
これからもいつでも戻ってきてくださいね！

それでは皆さん、よいお年を！
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硬式テニス部 , 高校
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詳細を見る

1228　ホール掃除
2015年12月27日

今日はホール掃除の当番日でした。顧問が朝コートに行くと、…誰もいない。
なんと既に中学ホール（昇降口）の掃除を始めていました。

その後、コートでしっかり打って、やはりいつもより疲れていたのでしょうか。
解散後、制服に着替えていると、「あ～、逆だった！」という声が。

裏返し、は見たことありますが、ちょっと珍しいパターンでした。

その後、このN君とM君で掃除をして帰ってくれました。

「バスまで時間があるから…。」
という心遣いが爽やかです。どうもありがとう！
今年の練習は明日まで。明日も晴れますように！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

1226 クリスマスプレゼント？
2015年12月26日

ちょっと遅くなりましたが、クリスマスプレゼントが届いていました。
新しいウォームアップです。
５９期は特別にしたい、という強い希望で、カラーをライムグリーンにしました。
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どうですか？　爽やかですか？
（一人は前を向いてほしい、と言ったのに、恥ずかしがって二人とも後ろ姿です。）
高校のクラブでも着ることを考えて（高校卒業してからも？）、少し大きめのものを購入。
大切に着てくださいね。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

1222　晴れました！
2015年12月22日

今日は晴れて、しっかり身体を動かすことができました。

試験明けからほぼ休みなく練習してきました。朝早くから、寒い中の応援もありました。
身体は疲れていることと思います。
しかし、明日からは広島市テニス協会主催の大会が始まります。
公式戦ではありませんが、広島学院中学テニス部員として、よい試合ができますように。
各自が実力を十分発揮できるよう願っています。
せめて今夜は、かぼちゃを食べて、ゆず湯に入って、しっかり休んでください。
冬休みの宿題も忘れずに…！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

1221 春に向かって
2015年12月21日

大掃除も終わり・・・（一生懸命に床を磨く、中１部員のK君です。）
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二学期も無事終了しました。

そして、いよいよやってきました、中国大会。
２０日（日）に、びんご運動公園（尾道市）で行なわれました。
ダブルス２→シングルス→ダブルス１　という３試合の団体戦です。
出場する選手は５名、応援３０名という学院らしい団体で朝早く尾道へ向かいました。
中国地方の選ばれし７校が集結。広島学院は準決勝からの参戦です。

準決勝　VS山口大学教育学部附属山口中学校　１－２
３位決定戦　VS広島市立大塚中学校　３－０

準決勝で対戦した山口中学校が２位となりましたので、２位決定戦はありませんでした。
第３位となり、表彰されました。

上位２校が全国大会へ進めます。残念な３位でした。

しかし、これからどうしていくか、ということの方が大事です。
大会最後のミーティングで、顧問が「明日休みにしようと思うけど、練習したい人いる？」と聞くとほとん
どの生徒が手を挙げたので、翌２１日（月）も朝から練習しました。
雨の中…

これからもっともっと強くなりたい、そう思えた中国大会でした。
結果は残念でしたが、よい経験をすることができました。
春に向かって、この冬の練習を充実させたいと思います。
応援してくださった方々、本当にありがとうございます。
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楽しいクリスマスを！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

1215　試験が終わって…いよいよ…！
2015年12月16日

昨日で期末試験は終わりました。
ようやくテニスができる！ ・・・とワクワクしながらの掃除の様子。
中１キャプテンのＭ君が、職員室の窓を磨いています。
窓の外は白い壁…ではありません、空が一面真っ白です。

残念ながら、雨は止まず、中１の練習はそのまま中止になりました。

中２練習は１５時からの予定でしたので、何とか開始できました。
しかし、空は相変わらず暗い…。

（写真を明るく加工してみると、右の写真のようになります。写真では色々ごまかせる時代です。）

結局雨が降り出し、中断してミーティングなど行ないました。
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雨が止んだら水切りをして、練習再開。暗くなるまでボールを追いました。
・・・っていうとかっこいいけれど、ボールは見えているのでしょうか？

次の日曜日（２０日）はいよいよ中国大会です。
朝早く出発して、バスでびんご運動公園へ向かいます。
実力が十分発揮できるように、それまでの数少ない練習を、集中して頑張ります。
このページをご覧のみなさま、応援どうぞよろしくお願いいたします！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

1129 県大会がありました。
2015年11月30日

１４、１５日の新人戦で優勝したため、「第４回全国選抜中学校テニス大会広島県予選」に出場しました。
広島市から新人戦上位３校が参加し、ラウンドロビン方式（リーグ戦）で行なわれました。（他地域からの
参加は、今回はありませんでした。）
選抜大会は、「ダブルス２→シングルス→ダブルス１」の順に３試合行なわれます。
vs 広島大学附属東雲中学校　　３－０　勝利
vs　広島市立大塚中学校　２－１　勝利
市大会に引き続き、優勝することができました。寒い中、部員全員で最後まで応援した結果です。

大会委員長である矢野先生から賞状を受け取りました。

上位２校に入ったため、１２月２０日（日）にびんご運動公園で行なわれる中国地区予選へ進出します。
最後にキャプテンF君から、「全部優勝しましょう！」という言葉。
まずは中国大会での優勝を目指して、これからの練習に臨みたいと思います。
応援ありがとうございました！ 
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硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

1119 中学朝礼で表彰していただきました。
2015年11月19日

中高別朝礼があり、新人戦の表彰をしていただきました。

キャプテンのＦ君は、個人戦シングルスでも第３位で表彰されました。

（右は、大会での表彰の様子です。）

優勝しましたので、１１月２９日（日）に開催される県大会に出場します。
大会最後のミーティングでキャプテンＦ君が話していたように、応援が大きな力になりました。
県大会でも、応援含め部員全員で勝っていきたいと思います。
応援よろしくお願いいたします！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

1115 応援ありがとうございました！
2015年11月15日
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１１月１４日、１５日に、広島市中学校新人テニス大会が行なわれました。
１４日は雨のため、屋内コート４面で団体戦がありました。

応援も盛り上がり、決勝まで勝ち上がりました。
雨のため試合が進まず、決勝は翌日１５日まで持ち越されました。

そして１５日、決勝の相手は大塚中学校です。
苦しい展開になりましたが、３－１で優勝することができました！

表彰式では、久し振りの優勝旗を授与されました！
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本当に応援ありがとうございました。
今日からまた気を引き締めて、広島市の代表として恥ずかしくないチームを目指していきます。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

1113 明日は新人戦です！
2015年11月13日

明日からいよいよ新人戦です！
雨の予報ですが、雨でも屋内コートで試合があります。
１４日（土）は団体戦。団体戦が終了次第、個人戦があります。
１５日（日）は個人戦です。
応援どうぞよろしくお願いいたします！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

ありがとうございました！
2015年11月04日

今年も文化祭サークル（一般サークル部門）第一位になることができました！
ＲＣＣ大迷路を楽しんでくださったみなさま、ありがとうございました！
総勢７７名を引っ張った高２のＫ君、Ｍ君、本当におめでとう。

硬式テニス部 , 中学 , 高校

詳細を見る

平成27年度　広島県新人大会（団体）　ベスト４進出！
2015年10月30日

　１０月２４日（土）、２５日（日）に新人大会（団体戦）がびんご運動公園で行われました。
毎年、この団体戦ではベスト８の壁に阻まれ、悔しい思いを続けてきましたが、今年は見事ベスト４に入
ることができました！
【試合結果】
１回戦　　学院　５－０　皆実
２回戦　　学院　３－２　福山葦陽
３回戦　　学院　３－０　広島国際学院
４回戦　　学院　３－１　美鈴が丘
準決勝　　学院　０－３　崇徳
３位決定戦　　学院　１－３　広島なぎさ　　　
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　５６期のＹ君を中心に、県総体が終わってから今日まで、夏休み中など、厳しい練習や試合経験を積み
重ね、強くてまとまりのあるチーム作りを皆で取り組んできました。
その集大成がこの新人大会で、結果として表れたことが本当に嬉しいことだと思います。
　ベスト４での戦いでは４位となり、上位チームとの大きな差は痛感しましたが、こうして一生懸命取り
組んでいけば、少しずつでも前進できることを選手も監督も改めて学びました。
この経験を生かして次の中国新人大会でも、広島学院の強さを発揮し、しっかりと戦っていこうと思いま
す。

　２日間にわたって、会場まで応援に駆けつけてくださった保護者の皆様、本当にありがとうございまし
た。
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

1027　雨の過ごし方…
2015年10月27日

予報どおりの雨。６時間目が終わった途端、
「今日の部活はどうなるんですか？」「ミーティングは？」「筋トレは？」
と、たくさんの部員が気にしてやって来ましたが、今日のクラブは中止になりました。

クラブがなくなって、みんな何してるのかな～と校内を回ってみると、

中１は数名、卓球に興じていました。コートと同じく生き生きとした姿が見られました。
中３の数名は美術室で作業中…授業に遅れているのかと心配して近寄っていくと、
「僕たち美術部ですよ！」と言われました。
そういえば最近、中３テニス部員に美術部入部者がじわじわ増えているのを聞いていました。
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コートとは違う”静”の部分を垣間見た気がしました。

木曜日は晴れて、思いっきりテニスができるといいですね。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

1005　ダブルス部内戦
2015年10月06日

体育祭の代休を利用して、ダブルスの部内戦を行ないました。

（写真は、練習前のアップとして、コートの周りを走っているところです。）
ペアで支えあいながら、楽しくプレーできたようでした。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0924　部内戦
2015年09月24日

一カ月ぶりの更新となってしまいました。
２学期が始まってから、中１から中３まで合計７１名で元気に練習しています。

２２日（火・祝）には中１の部内戦、２３日（水・祝）には中２の部内戦を行ないました。

思い切り身体を動かした後は、清々しい笑顔で帰って行きました。
秋になりましたが、身体を動かすと汗をかくので、タオル・水筒は夏と同じく準備してきましょうね！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0821 部内戦
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2015年08月24日

先週の金曜日に、中２を中心として、ダブルスの部内戦をしました。

あいにくの曇天（時々雨）でしたが、何とか最後まで試合をすることができました。
この夏の練習の成果は発揮できたでしょうか。
秋の新人戦に向けて、より強いチームを作っていきましょう！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

新人大会(個人戦) 結果報告
2015年08月22日

高校テニス部です。

8月17日(月)、18日(火)に新人大会(個人戦)の広島地区予選が広域公園テニスコートで行われました。
高3が引退し、高2・高1のメンバーだけで挑む初の大きな大会になります。

夏休みの最初に部内戦で互いに競い合い、シングルス6名とダブルス3組の出場メンバーを決定しました。

そして、出場メンバーはもちろんのこと、惜しくも出場できなかったメンバーも一緒に暑く厳しい夏休み
の練習に取り組んできました。

結果は、
シングルスで高2Y君、S君、高1N君、F君の4名、ダブルスで高2Y君・S君ペア、O君・T君ペアの2組が
県大会への出場が決まりました。

競った試合が多く、悔しい負けもありましたが、勝ち切ることができた試合を多く見ることができまし
た。この大会は個人戦ではありますが、ここにチームとしての夏休みの成果が出たと思います。

県大会は9月26日(土)、27日(日)に三原運動公園で行われます。引き続き練習に取り組み、県大会もしっ
かり戦って結果を出したいと思います。応援よろしくお願いします。
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硬式テニス部 , 高校
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詳細を見る

高校 夏合宿2015
2015年08月13日

高校テニス部です。

8月10日(月)から12日(水)の2泊3日の日程で夏合宿に行ってきました。

初日は近大東広島高校に会場に来ていただき、練習試合を行いました。お互いの親睦を深めるとともに、
お盆休み明けの新人大会に向けていい調整ができたと思います。どうもありがとうございました。

また、三日間を通じて、53期、54期を中心としたOBのメンバーが15人も参加してくれました。一緒に練
習や試合に参加し、マナーや試合での心構え、技術等について厳しい言葉をかけてくれました。また時に
は休憩時間など、自分の後輩達に優しく兄貴分として接してくれました。参加してくれた皆さん、本当に
ありがとうございました。

現役生チームは、この三日間でいろいろな経験をし、刺激を受け、また手応えを得たように感じていま
す。
早速17日(月)から始まる新人大会で最高の結果を出せるように頑張っていきます。応援よろしくお願いし
ます。

会場は広域公園テニスコートで、9時スタート予定です。

なお、試合のドロー表が広島県高体連テニス専門部のページにアップされています。ご参照ください。
http://hiroshima-koko-tennis.jp
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

0810 スタート！
2015年08月10日

新しい聖堂が姿をあらわしました。
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市総体が終わり、中学テニス部も代替わりです。

８時半からは中１・６０期の練習。
しっかり説明を聞いて、頭を働かせて強くなりましょう！

５９期も自分たちの代になり、気合の入った練習です。

５８期から受け継いだものを大切にして、まずは１１月の新人戦優勝を目指し、頑張っていきましょう！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0807 平和に感謝して…
2015年08月07日

昨日は８月６日でした。

元気よくテニスに熱中できる日々に感謝です。
仲間とテニスができる幸せをぼんやりと感じながら、市総体前最後の練習は終わりました。
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さて、本日８月７日（金）は、中３にとって最後の中学校での公式戦、市総体がありました。
まずは団体戦。

見事決勝進出を決め、ゴールドカードに校名が記入されました。
決勝の対戦校は広島なぎさ中学校。全中県予選の準決勝で敗れ、選手権大会の決勝では勝った相手です。
応援もふくめみんなで団結して頑張りましたが、１－３で敗れてしまいました。

準優勝というのは満足できる結果ではなかったかもしれませんが、優勝を目指して一つになれた仲間は、学
院生活で得ることのできる宝のうちの一つです。大切にしてください。
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応援ありがとうございました！
明日は個人戦の続き。まだまだみんなで頑張りましょう！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0805 合宿に行ってきました！
2015年08月05日

昨日まで合宿。５日の今日は、一日休みの日でした。
ゆっくり休んで疲れがとれたでしょうか。

今年も三次へ合宿に行ってきました！
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８月２日（日）
今年の合宿は日曜日からスタート。
休日の朝早くからお弁当等を準備して送り出してくださった保護者のみなさま、ありがとうございました。
そして休日にも関わらず、後輩を鍛えにきてくれた５７期の４名、ありがとう！
（その４名を送迎してくださった保護者の方々も、本当にありがとうございました。）
おかげさまで２日は晴天の下、思いっきりテニスをすることができました。
そして練習後にはもちろん…旅館まで走って行きました。

この光景、懐かしく思うＯＢも多いのでは？

さて２日目、８月３日（月）。まずは声を合わせてランニングから！

大きな掛け声がテニスコート周辺に響きます。
旅館から運動公園まで走ってきた後とは思えない、元気のよいランニング。
この日も一日中快晴で、思う存分テニスを楽しみました。
普段、校内コートは２面ですが、ここではなんと１２面！ せっかくなのでシングルスの部内戦をしました。
シビアではありますが、自分の（シングルスでの）順位がつきました。
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旅館に（走って）帰ると、夕食は焼肉！

楽しくおいしくいただきました。

夜のミーティング。中３は、自分の覚悟や後輩に伝えたいことを一人ずつ言葉にしました。
自分の言葉だから、その重みが伝わります。

最後のキャプテンＮ君の言葉どおり、５８期は全国大会を経験して大きく変わりました。
この期から始まったものがたくさんあります。
あともう少し、一緒にいられる時間を大切にして、後輩５９期は先輩から多くのものを引き継いでほしいと
思います。

ようやく最終日、８月４日（火）。

今日も１２面を使って、ダブルスの試合を中心に行ないました。

そしていよいよ合宿の締めくくり。中３ vs 中２。ダブルス１２試合の総力戦です。
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それぞれの声出し。気合が入ります！

この日の三次の予想最高気温は３６℃。気温に負けない熱い試合を繰り広げました。
結果は…、１０対２で中３の圧勝！ 中２は中３からたくさんのアドバイスをもらいました。

今回の合宿で中２が学んだのはテニスだけではありません。

最後には自分たちだけで、コート整備をこなしました。

３日間とも晴天に恵まれ、無事に合宿を終えることができました。
お世話になりました三次の方々、快く送り出してくださった保護者のみなさま、本当にありがとうございま
した！
この経験は、きっと、市総体でも今後のテニス人生においても私たちを支えてくれることでしょう。
まずは７日の市総体団体戦。合宿で培った団結力で優勝を目指します。
応援、どうぞよろしくお願いいたします！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0730　体感温度は…
2015年07月30日
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今日午前中の気温は２９～３３度、という予報。コート上の体感温度は…考えたくありません。
中３は数名が学年キャンプに参加していて、いつもより少ない人数での練習でした。

練習の最後には、応援も含め市総体を意識した団体戦をしました。

コートの隅から、試合している選手を応援します。

コートも暑くてハードですが、中２はコート練習後に階段ダッシュを１０往復！
だいぶタフになってきましたね…。
明日は練習はお休みです。疲れた身体をしっかり休めることも大切です。
２日からの合宿に向けて、生活リズムを崩さないように気をつけてくださいね。

市総体は８月７日（金）、８日（土）に、広域公園テニスコートで開催されます。
応援よろしくお願いいたします！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0721 雨の日の練習
2015年07月21日

今日は、朝の段階で「一日中雨」という予報だったため、１０時からの中３の練習は中止になりました。
（１２時現在、雨は上がってしまいましたが…こういうこともあります。）
８時半から、中２はコートで、中１は合併室で、それぞれ練習がありました。

中１は明後日からキャンプ。次の練習はキャンプの翌日、コートでの練習です。
今日はしっかり「走」っておきたかったのですが…、その代わり、合併室で駆け回りました。
片付けも協力して早く終わり、声も大きく、この先が楽しみな学年です。
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最後に中１集合写真を撮りました。
ジュニアの大会で勝ち進んでいるＭ君が写っていないのが残念ですが、今年もたくさんの新入部員を迎えま
した。（Ｍ君が帰ってきたらまた撮りましょう。）
６０期２２名、みんなでがんばります！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0719 ＤＩＹ
2015年07月19日

日曜日でしたが、練習はありました。
中１は、初めての「声だし」。先輩たちに負けない気迫を感じました。

朝は雨が降っていましたが、徐々に、日差しが照りつける夏らしい暑さに。
そこで、コートの隅に矢野先生お手製の日よけスペースが出現。
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しっかり活用して、集中力を保って練習しましょう。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0718 原石たち
2015年07月18日

今日から夏休み！
中学テニス部も２２名の新しい部員を迎えて、夏休みの練習をスタートしました。
中１は今日、集合の仕方や掛け声のかけ方など、練習のための練習が中心でした。
そして、恒例の奇妙なステップ…

なかなかイメージのとおりに身体は動かないものです。
手足を思うように動かせるようになると、テニスでも上達がはやいですよ。
暑い中よく頑張っていました。この原石たちがこれからどう自分を磨いていくか、楽しみです。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0717 今年も…
2015年07月17日

一学期も無事終わり、今年もあの季節がやってきました。

「走」「走」「走」…、中１テニス部の練習のスタートです！

「なぜ走るのか」、中１へのクラブ説明会で、キャプテンはじめ全国を経験した中３の先輩が話してくれた
はず。
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（写真は、クラブ説明会の直前に、話す内容を顧問と相談しているキャプテンです。）

あの説明を聞いた上で入部してくるのだから、しっかり覚悟はできている（あるいはまったく聞いていな
かった）人ばかりでしょう。
明日からの練習、期待しています！
でも今年は、中１もコートに入れる日があるみたいですから、楽しみにしていてくださいね。

明日から始まる夏休み、中３にとっては最後の公式戦・市総体があります。
先日、試験前に行なった部内戦の結果を元に、個人戦ダブルスのペアを決めました。

すべてのテニス部員、そして学院生にとって、充実の夏となりますように！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

第５５回中国高等学校テニス選手権大会　結果報告
2015年06月29日

　高校テニス部です。　
６月２０日（土）に岡山県備前市で行われた中国大会（団体戦）に出場してきました。
出場メンバーは高３のＴ君、Ｍ君、Ｙ君、Ｎ君、そして高２のＹ君の５名。そして高２のＳ君が応援で
チームに帯同しました。

　第一試合は、岡山県の学芸館高校との対戦でしたが、シングルス、ダブルスとも自分たちとの格の違い
をまざまざと見せつけられ、改めて岡山県、中国大会のレベルの高さを実感させられました。

　結果は０－３。一本も取れずに敗退となりました。

　その後、コンソレーションで山口県の高校と対戦することができ、貴重な試合経験ができました。
高３にとっては本当に最後の対戦ということで、各自が納得した試合をできるように真剣に戦っている姿
が印象的でした。また、高２のＹ君、Ｓ君はこの中国大会で感じたことを同級生に伝え、今度は自分たち
が中心となって強いチーム作りをしてくれることを期待します。

　団体戦で県で上位６校まで出場できるようになったのは、我々にとっては上位大会に駒を進める機会を
広げるチャンスだと感じているし、このチャンスをものにできるように選手も監督も頑張っていきます。

　最後になりますが、高３（５５期）生はとても個性的なメンバーの集まりで、時々調子に乗ったりと賑
やかでとても面白いメンバーでした。そして、本当に皆テニスが大好きで、最後まで真剣に取り組み、Ｔ
君を中心としてとても強いチームに成長しました。

　県総体で見せてくれた一体となったチームの強さ、これからもずっと忘れません。
　たくさんの思い出をありがとう！！
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

0625　表彰式
2015年06月25日

中高別朝礼で、先日の広島市選手権大会優勝の表彰をしていただきました。

Page 165 of 239

2020/11/17



壇上には団体戦メンバー８名だけがのぼりましたが、キャプテンの言葉のとおり、部員全員の応援があって
取れた優勝カップだと思います。
市総体も全員で頑張りましょう！

今日の練習（走る方）では、高須台２周で中２Ｋ君と中３Ｔ君がそれぞれ新記録を出しました！
Ｋ.Ｒ君…１３分５７秒　　　　　Ｔ.Ｋ君…１３分０３秒
Ｋ君はプールの授業後の素晴らしい記録。Ｔ君は１２分台がもう少しで出そうですね。
期末試験まで、練習はあと２回。貴重な練習時間を大事に使いましょう。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0623　コートで打てた！
2015年06月24日

昨日の練習は、中３がＩＰ研修でいなかったために、中２だけの練習になりました。
なんと１時間半（普段の３倍！）コートで打てます。

天気にも恵まれ、思いっきりボールを打つことができました。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0621　部内戦
2015年06月22日

オープンスクールにたくさんのご来校ありがとうございました。
テニスコートでは高校テニス部がテニス体験をしていましたが、
終始（始めから終わりまでずっと）にぎわっていたようです。
中学テニス部も校内でこっそり活躍していました。

さて、翌日・２１日（日）には、中央庭球場で部内戦を行ないました。
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部内戦とはいえ、緊張します。
試合前のランニングでは、その緊張をはねかえすかのように、大きなかけ声を出していました。
暑い一日でしたが、自分の力を出しきることができたでしょうか。
今日・月曜日には、日焼けした部員の顔が校内のあちこちで見られました。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

平成27年度 広島県総体（個人戦）　結果報告
2015年06月08日

高校テニス部です。
先週に引き続き、県総体（個人戦）が６日（土）、７日（日）に広域公園で行われました。
ダブルスで３組（高３　N君・M君ペア、T君・M君ペア、高２　S君・Y君ペア）
シングルスで３名（高３　Y君、N君、高２　Y君）が出場しました。

＜試合結果＞
　ダブルスは全組１回戦敗退、
　シングルスは高３Y君が２回戦敗退、高３N君と高２Y君が１回戦敗退となってしまいました。

　団体戦で中国大会進出という素晴らしい結果を残しましたが、反面、個人戦では他校の選手と比較し
て、一人一人の選手としてはまだまだ実力の差があるということをまざまざと実感させられる結果でし
た。しかし、今大会まで一生懸命練習してきた努力の証はコート内でしっかりと示すことができたのでは
ないかと感じています。
　高２（５６期）はこの県総体での経験と先輩たちから学んだものを生かして、Y君を中心とした更に強
いチーム作りを頑張っていかなければなりません！

　高３（５５期）は中国大会の団体戦を残すのみとなりました。悔いの残らないよう最後までベストゲー
ムができるように祈っています！

＜中国大会の日程＞
日時　６月２０日（土）、２１日（日）　　９時３０分～
場所　岡山県備前テニスセンター（人工芝コート２７面）
住所　岡山県備前市久々井７４７　　0869-63-3811
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　また、高１（５７期）のメンバーは交流戦に参加してきました。
普段は先輩の陰に隠れてあまり公式試合を経験することができないので、今大会は非常にいい経験になり
ました。
彼らが夏の部内戦を盛り上げてくれると、更にチームとしての成長につながるので、今後の彼らの成長に
期待して日々の練習を頑張っていきたいと思います。
今後とも応援よろしくお願いします。

硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

0605 静かな週末
2015年06月05日

中学テニス部です。
今日は入梅を実感させる空です。
幸運にも今週は火・木曜日とも晴れ、十分に練習することができました。
火曜日の練習は、保護者会開催のため授業が午前中で終わったので、長時間コートで打てました。

中２も、中２だけで２面使える、という夢のような時間をもてましたが、練習前の声出しでは
Ｆ君のリードでしっかり士気を高めていました。
５８期の思いがしっかり受け継がれているのだな、と、頼もしく感じました。

今週末は試合もなく、静かな週末です。身体を休めて、勉強してください。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る
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0601 広島市中学校テニス選手権大会個人戦の結果
2015年06月01日

中学テニス部です。
高校県総体の輝かしい結果はこちら→ http://www.hiroshimagakuin.ed.jp/annai/clubetc/tenn/ce_tenn_201505311

５月３１日（日）には、広島市中学校テニス選手権大会の個人戦シングルスの続きがありました。

１１７名がエントリーし、中２Ｆ君がBEST8、中３Ｔ君とＮ君がBEST16になりました。

今大会は、個人戦決勝のみ、対戦カードがゴールドでした。
８月の市総体では団体戦も決勝はゴールドカードになるという噂が。

ぜひ、この輝くカードに学校名・名前を書かれたいものです。

個人戦２日目も、ケガ等なく無事終えることができました。
２日間たくさんの方に応援していただき、大きな力になりました。ありがとうございました。
次は市総体。緒を締めて練習に臨みたいと思います。
これからも応援よろしくお願いいたします！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

平成27年度広島県総体（団体戦）中国大会進出
2015年05月31日

　５月３０日（土）、３１日（日）の２日間にわたって県総体（団体戦）がありました。
今大会の団体戦はシングルス２つ（Ｓ１、Ｓ２)、ダブルス（Ｄ）１つの計３本勝負で行われ、Ｓ１には
高３（55期）主将のＴ君またはＮ君、Ｓ２には高２（56期）主将のＹ君、Ｄには高３のＹ君・Ｍ君ペア
を置いたオーダーで戦いました。
また、団体のメンバーには入れなかったけれども、他の高２のメンバー、そして既に引退した高３のメン
バーも会場に駆けつけてくれ、力強い応援を選手に送ってくれました。

　２日間の激闘の末、ベスト８に入り、５位・６位決定戦で見事勝利し、中国大会への進出が決定しまし
た。

　今大会より県総体での上位６校が中国大会に進出できるよう枠が広がったので、６月２０日（土）から
始まる岡山県での中国大会に出場することができます。

　テニスが大好きで、真摯に練習に取り組み、皆で上達してきた高３（５５期)のメンバーにテニスの神
様が最後に与えてくれたご褒美かもしれません。最後まで５５期らしくテニスを楽しみながら真剣に勝負
していきたいと思いますので、どうぞ最後まで応援よろしくお願いします。

　なお、個人戦も今日からスタートしており、来週の６月６日（土）、７日（日）も続いていきますので
よろしくお願いします。会場は広島広域公園になります。
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　悪天候や暑い最中でしたが、会場まで足を運んでくださった保護者の皆様、ＯＢの皆様、本当にありが
とうございました。
＜戦績＞
２回戦　学院 ３－０ 沼田
３回戦　学院 ２－１ 皆実
４回戦　学院 ０－３ 崇徳
５位決定戦　学院 ２－1 近大東広島　　　広島県５位確定！！

　　　崇徳高校の監督は本校テニス部ＯＢのＨ先輩です。この対戦は師弟対決となりました。
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　先輩・後輩が一緒になり、声を枯らして応援しています。チームが一体となった瞬間でした。

硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

0530　応援ありがとうございました！
2015年05月30日

中学テニス部です。
今日は、広島市テニス選手権大会の団体戦がありました。
天候により、すべて４ゲーム先取・３試合先取で行われました。
（ほぼ同時に終わった試合があるため、４－１や４－０になっています。）
二回戦　vs広島市立井口台中学校　　４－１
準決勝　vs広島城北中学校　　４－０
決勝　　vs広島なぎさ中学校　　３－２
優勝しました！
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４ゲーム先取という緊張感のある試合のなかでも、部員全員の声援で励まされ自分たちのテニスをすること
ができました。
みんなで獲った優勝カップです。とてもうれしいです。
たくさんの応援ありがとうございました！
これからも心身ともにより強いチームを目指します。

団体戦終了後から個人戦シングルスがありました。明日も続きがあります。
多くの選手が勝ち残っています。明日もがんばります！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る
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0529　初夏の爽やかな風
2015年05月29日

早速中３Ｔ君の放課後の様子を…

Ｔ君の頭を初夏の爽やかな風が吹きぬけていきました。
明日の試合に向けて、気合は十分です！
ロサド先生ありがとうございました！

明日・明後日の選手権大会は広域公園テニスコートにて、朝から団体戦があります。

団体戦終了次第、個人戦（シングルス）が入ります。
天気が少し心配ですが、どんな条件であれ全力を尽くしたいと思います。
応援どうぞよろしくお願いいたします！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0528　選手権大会に向けて
2015年05月28日

中学テニス部です。
今週末はいよいよ選手権大会。
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写真は、練習はじめの声だし。気合を入れています。
あの悔しさを忘れずに…

明日は、もっと気合の入ったＴ君の様子をお伝えしたいと思います。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0515　来週は試験週間です。
2015年05月15日

昨日は、授業中に雷が鳴ったり雨が降ったり、天候が心配されましたが、午後には晴れて外で練習すること
ができました。
練習終わりのミーティングで、キャプテンのＮ君が「再来週からちゃんとクラブに出られるように、来週の
テストにしっかり取り組みましょう」というような話をしました。
それを受けて…

中２部員のＭ君とＭ君が、放課後の教室で自習をしていました。
目標はあくまで『文武両道』。
来週の試験をしっかり頑張って、再来週からまた元気にクラブをしましょう！
ちなみに、来週は試験週間ですが、土曜日には授業がありますからお忘れなく。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0512　雨のち晴れ？
2015年05月12日

今日のクラブは、開始時間の15時50分に雨が降っていたため、合併室に集合。
マリア様が見守るなか、筋トレをしました。
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（↑まだ初めの頃だったのでうまくできていない、ということで…。）

片足スクワットでは、中３Ｓ君と中２Ｓ君のすごさに一同感心していました。
クラブでは雨の日くらいしか時間をとれませんが、家でも是非やってみてください。

合併室の片付けは中２がやりましたが、全員で動いてすぐに終了。Ｍ君や中２キャプテンのＦ君が最後まで
机をきれいに並べてくれていました。
片づけが終わった頃にはちょうど雨も上がり、短時間でしたがコートで打つこともできました。
木曜日のクラブは晴れますように。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0510　県４位からの出発
2015年05月10日

G.W.に行われた全中県予選の報告です。

個人戦シングルス…４日・６日に行われました。４日午前中はまだ天候が回復せず、各ブロックSFまで
４ゲーム先取（セミアド）で行われました。
　中国大会出場枠８を目指して、４ブロックで２１７名、広島学院からは２９名の選手が参加しました。

中２F.R…１１位　　　　中２K.S，中３T.K…BEST32

個人戦ダブルス…３日・６日に行われました。雨天のため各ブロック二回戦までは４ゲーム先取に変更さ
れました。
 　中国大会出場枠は４。全部で６４ペア、広島学院からは１３ペアが出場しました。

中３S.K・T.Kペア…第５位　　　中３T.K・I.Hペア…第７位　　　中３Y.K・M.Tペア…BEST16
 　５～８位の順位戦では、学院vs学院の試合もありました。６４（４６？）の接戦でした。その後の５位決
定戦・７位決定戦では両ペアとも落ち着いて自分たちのテニスをし、６１・６３と勝つことができました。
  　第５位のS・Tペアは、中国大会の補欠に入りました。

団体戦…団体戦はダブルス２試合、シングルス３試合で行われ、先に３試合取った方が勝ちとなります。試
合は５日に、すべて１セットマッチで行われました。
一回戦　vs近大附属福山中学校　　４－１　勝利
　２面展開でダブルス２試合を取った後、シングルスを１つ落としましたが、もう１つのシングルスを取り
勝利確定。初回戦のため全て試合をして４－１で勝ちました。
二回戦　vs崇徳中学校　　３－０　勝利
　安定したダブルスで２つを取った後、シングルスも１つ取り勝ちました。
準決勝　vs広島なぎさ中学校　　２－３　敗退
　ダブルスは２つ勝ったのですが、シングルスを２つ落とし２－２。S2のT君が最後まで残って長時間の決
戦となりました。両校の応援が盛り上がり、かなりのプレッシャーがあったと思います。４６で惜敗し、中
国大会出場をかけて３位決定戦に臨むこととなりました。
３位決定戦　vs広島市立大塚中学校　２－３　敗退
　５面展開で一気に５試合入りました。ダブルス１つを取りましたがシングルス１つを落とし１－１。そこ
からまたシングルスを落として１－２となりましたが、S１のY君が頑張って２－２になりました。最後まで
残っていたD１を全員で応援しましたが、５７で負けてしまいました。
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（応援に来ていた卒業生が撮影してくれた、団体戦直後の写真です。応援ありがとうございました。）

そういう訳で、全国BEST32から、県４位、になりました。

ここからみんなで再出発です！　これからも応援よろしくお願いします！　（2015.5.7 練習後に撮影）

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0506　全中ダブルスphoto gallery？と結果へのリンク
2015年05月07日

５月３～６日の４日間、広域公園テニスコートにて全中県予選が行われました。
最終日の６日は、３日に雨天のため延期されたダブルスの試合がありました。
団体戦・個人戦とも詳しい結果は後日（必ず）お伝えするとして、写真だけ先にアップしておきます。
すべての試合は撮影できませんでした。撮れた写真もあまり良いものではありませんが（試合中はカメラを
なかなか向けにくいのです）、少しでも教室では見られない彼らの姿をお伝えできればと思います。
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 （カーソルを合わせると写真の説明が出ます。）

広島県テニス協会のHPに、結果が発表されました。
団体戦：http://hta-tennis.jp/wp/wp-content/uploads/2015/05/15zennchuudanntaikekka.pdf

個人戦：http://hta-tennis.jp/wp/wp-content/uploads/2015/05/15zennchuukekkakojinn1.pdf

団体戦、準決勝・３決とキャプテンのN君は各校１番手とあたり、応援もつかない状況で一人必死にくらいつ
いていました。
他の試合もデュースの連続でした。数字だけではわからないこともありますので、補足しておきます。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0505 全中団体戦がありました。
2015年05月05日

久し振りの快晴でした。
今日は全中県予選の団体戦が行われました。
詳しい結果は後日ご報告します。
団体戦は、４位になりました。３位決定戦で大塚中学校に敗れ、中国大会出場はなりませんでした。
中国大会に行けないのなら、一回戦負けでも４位でも同じ。…と言いたいところですが、準決勝（対なぎさ
中学校）・３位決定戦と、接戦に次ぐ接戦を経験する中で、選手も応援の部員もどんどん強くなっていくの
を感じました。勝ちたかったです。何かが中２・５９期部員に受け継がれました。ここまで戦えてよかった
と思います。
保護者の方々、他の部の５８期生、大学生になった５４期の先輩、入部希望の６０期生、OBの保護者の方ま
で、たくさんの方が応援に来てくださいました。
暑い中、本当にありがとうございました！

５月末には選手権大会が、８月には集大成となる市総体があります。
負けた時こそ顔を上げて、しっかり前を見て練習を重ねていきたいと思います。
もちろん、明日の個人戦ダブルスも上位をねらって頑張りましょう！
今回写真が撮れなかったので、懐かしい一枚を。
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約１年前の５月３１日、選手権大会の後、本部に挨拶をする５８期の姿です。
今日もNキャプテンの号令で、しっかり挨拶をして帰りました。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0504　明日はいよいよ団体戦
2015年05月04日

月が大きくて明るい夜です。

３日から、全国中学生テニス選手権大会の広島県予選が行われています。
まずは個人戦。３日はダブルス、４日はシングルスの試合がありました。

（写真は、雨が上がったテニスコートで、中３Y君のシングルス試合を応援する学院メンバーの後姿です。）

雨天のため試合が進まず、ダブルスはほとんどの組が残っています。６日に続きの試合が行われます。
シングルスは、中２のF君が、中国大会補欠をかけた順位戦に残っています。今日の段階で２１７名中
BEST１２に入りました。順位戦の続きも６日にあります。

そして明日はいよいよ団体戦。
この２日間と異なり、明日は暑くなると予想されますので、帽子を忘れないように！
（応援の人も、飲み物・お弁当・帽子が必要です。）
個人戦とはまた違った雰囲気のなかで、学院らしいテニスをしたいと思います。
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応援、どうぞよろしくお願いいたします！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

平成27年度広島県総体広島地区予選大会　結果報告
2015年05月01日

新年度になり、早くも一ヶ月が経とうとしています。この春より新高１として５７期生を迎えました。
また、主将は高３のT君から高２のY君に引き継ぎました。
新チームになり、これからもより一層頑張っていきたいと思いますので、今年も応援よろしくお願いいた
します。

早速ですが、４月１８日（土）、１９日（日）に今年度の県総体広島地区予選が広域公園にて行われまし
た。この大会へは、春休みに行った厳しい部内戦を勝ち上がった高３、高２のメンバー８名が出場しまし
た。

結果、高３のY君、N君、高２のY君がシングルスで県総体出場、高３のM君・N君ペアと高２のS君・Y君
ペアの２組が県総体出場を決めました。
なお、前回の選手権大会で高３のT君・M君ペアは県総体出場（シード）を既に決めています。

県総体は５月３０日（土）、３１日（日）に三原運動公園、びんご運動公園で行われます。
高３（５５期）にとっては最後の公式大会になるので、最後まで残ったメンバーで最高の結果が出せるよ
う、日々の練習を頑張っていきます。

その他、広島県テニス協会主催のジュニア大会にも出場しています。
４月２５日（土）、２６日（日）には、県ジュニア選手権大会 兼 国民体育大会(少年の部)　県予選が行
われ、高１（５７期）も数名出場しました。大会に出ている選手のレベルの高さを実感し、自分たちも
もっと練習していかなければならないと意気込んでいました。

次は５月８日（土）、９日（日）に行われる中国ジュニア選手権大会 兼 全日本ジュニア選手権大会県予
選に出場します。場所は広島広域公園です。
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

0429　応援よろしくお願いします！
2015年04月29日

気持ちの良い晴れの日が続いています。

５月３日～６日には、広域公園テニスコートにて全国中学生テニス選手権大会広島県予選が開催されます。
　３日（日）　個人戦男子ダブルス
　４日（月）　個人戦男子シングルス
　５日（火）　団体戦
　６日（水）　順位戦・残余
実施要綱：http://hta-tennis.jp/wp/wp-content/uploads/2015/04/15zennchuuyoukou.pdf

ドロー　：http://hta-tennis.jp/wp/wp-content/uploads/2015/04/15zennchuudoro-.pdf

中国大会出場を目指して、一戦一戦に集中しベストを尽くします。
昨年度末の中国大会でも実感しましたが、コートに立つ選手の頑張りはもちろんのこと、それを支える応援
も本当にほんとうに大切です。
５日の団体戦は、部員全員で応援します。みんなで勝ちましょう！
このページをご覧のみなさまも、どうぞ応援よろしくお願いいたします！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0422　組み合わせ発表
2015年04月22日

休み時間、テニス部の数名が職員室に押しかけてきたので、
ようやく勉強する気になったか…と期待して見ていたところ、
どうやら次の大会の組み合わせを見に来たようでした。
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授業中より目が真剣なのでは・・・？　本当にテニスが好きなようです。
相手が誰であれ、自分の力を出し切れることが一つの目標です。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0414　春の雨
2015年04月14日

今日の練習は、雨が降ってきたため途中で中止になりました。
春休み最後の部内戦も雨で中止・延期になっていましたが、新年度が始まり、新中３も新中２も元気に活動
しています。

雨が降るまで、中２はテニスコート横の階段を走って往復していました。顧問が会議等で近くにいないとき
には外を走ることができません。自分たちでトレーニングを考えたようです。
コートで打てる時間になったところで雨が降ってきたので、中２は結局コートに入れませんでしたが、雨宿
りしながらも楽しそうでした。仲間がいるっていいですね。

ところで先日、全国大会に出場した部員に、ある先生が声をかけてくださいました。
「全国大会どうだったんや？」
「（満面の笑みで）ベスト３２でした！」・・・・・・たしかに。３１位との間には大きな溝がありますの
で、その前向きさで頑張りましょう！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0331　大海を知る
2015年03月31日

２８日（土）～３０日（月）に、全国選抜中学校テニス大会へ行ってきました。
結果は一回戦敗退（１－２）。よい経験になりました。
http://www.thetennisdaily.jp/chugaku/result/2015senbatsu/result_dantai_men1.asp#contop

ちなみに、photoの２ページ目、２８日（土）の開会式の写真に学院中テニス部が写っています。
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２８日（土）　高松駅付近でおにぎりを食べる部員。
これが昼食･･･？ ではなく、うどんを２～３人前食べた後でもまだ足りなかった人たちです。

そして開会式場に到着。記念に写真を撮りました。

２９日（日）　いよいよ大会一日目。

 コンソレでも大敗し、己の実力を思い知った部員の後姿です。最後まで試合を見学して帰りました。
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（「コンソレ（コンソレーション）」には敗者復活戦の意味もあるそうですが、この大会には復活はありま
せん。）

夜はうどんを食べに行きました。

３０日（月）　この日もコンソレ（練習試合）を組んでいただきました。

全国の選手とたくさん試合をすることができました。対戦校の選手のみなさんには本当に感謝しています。
また、試合の運営をしてくださった役員の方々、香川でお世話してくださった方々、応援してくださった
方々、本当にありがとうございました。
心身ともに強くなりたいと思います。これからも応援よろしくお願いいたします！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0326　選抜大会
2015年03月26日

ここ数日寒い日もありましたが、今日はぽかぽかとした春らしい日です。
テレビでは選抜高校野球大会が盛り上がっていますが、中学テニス部もまもなく全国選抜大会に出発しま
す。
「第３回 全国選抜中学校テニス大会」の要綱・ドローは、香川県テニス協会のＨＰに掲載されています。
http://www.kagawa-tennis.org/junior-tournament/junior-high-school-zenkokusenbatsu-
japan/index.html
一回戦は北信越地方代表の金沢市立高岡中学校（石川県）との対戦です。
一試合一試合大切に戦ってきたいと思います。
応援よろしくお願いいたします！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0319　雨の日でも
2015年03月21日

１８日に終業式があり、１９日は春休み最初の練習･･･のはずでした。が、前日からの雨は止まず、中１の練
習は中止になりました。
中２は廊下でトレーニングをしました。
慣れない体幹トレーニングに悲鳴を上げつつ、がんばっていました。
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途中で手本を見せてくださった登山部の先生方みたいに、楽々と筋肉を使えるようになりたいですね！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0228　卒業おめでとう！
2015年03月04日

ちょっと遅くなりましたが、５４期のみなさん、卒業おめでとうございました。
昔のデータを整理していたら、こんな写真を見つけました。

懐かしいですね。大きくなりましたね。これからの活躍も期待しています！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0227 あと一ヶ月
2015年02月27日

先日、ある写真撮影をおこないました。
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　　なんだか楽しそうです。

この勢いのまま駆け抜けます！  全国大会まであと一ヶ月！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0224 中１だけの練習
2015年02月26日

今日は「土曜授業」で、木曜日だけどクラブ活動がない、という日でした。
来週はもう試験一週間前で、クラブ活動がありません。
次の練習は…、試験終了後。それまではしっかり試験勉強にとりくみましょう！

さて、前回火曜日の練習は、中２がＩＰ研修でいなかったために、中１だけの練習でした。
普段は３０分しかコートに入ることができない中１。この日は「９０分も打てる！」という貴重な日になり
ました。
そんな中、コートで聞こえたあるつぶやき。
Ｓ君「僕ら、ラケットを握ってからまだ半年も経ってない・・・」
顧問「中学からテニス始めたんだね。でも入部は夏休みだから、８・９・１０・１１・１２・１・２（指を
折りながら）…２月ももう終わるし、さすがにもう半年は経ってるじゃん。」
Ｓ君「だって僕ら、８月はラケット握ってないじゃないですか！」
・・・そうでした。あの頃は「走・走・走」の練習だったのですよね。

ラケットを握って半年経っていないけれど、それなりに（？）ダブルスをしていましたよ。
次の練習は試験後ですが、コートでの時間が短くても長くても、濃い練習になるよう意識を高めていきま
しょう！
繰り返しますが、それまではしっかり試験勉強にとりくみましょうね。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

第５５回広島県高校テニス選手権大会　結果報告
2015年02月14日

１月３１日（土）、２月１日（日）にびんご運動公園で広島県高校テニス選手権大会がありました。
昨年末の地区大会を突破、またはシードを取っている選手がこの大会に出場することができます。
シングルスには高２のＴ君、Ｏ君、Ｎ君、高１のＹ君の４名、
ダブルスには高２のＴ君・Ｍ君ペア、Ｏ君・Ｙ君ペアの２組が出場しました。
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シングルス・ダブルスともに一回戦は何とか突破できたのですが、二回戦になるとシード級の選手とあた
り、厳しい試合展開を強いられました。
県大会の選手の層の厚さを実感します。
シングルスではベスト１６、ダブルスではベスト８に入るということがいかに難しいものであるかを選手
たちも感じたのではないかと思います。

そんな中、ダブルスで高２のＴ君・Ｍ君ペアが厳しい試合を勝ち抜き、見事ベスト８に入ることができま
した。
シードを取ることができましたので、気の早い話になりますが、今年の５月～６月に行われる県総体への
出場が決定しました。
高２もあと４ヵ月ほどで引退となりますが、最後の総体に向かって有終の美を迎えれるよう最後まで皆で
頑張っていきます。
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　また、２月８日（日）には中四国高等学校テニス強化大会に高１（５６期）中心のメンバーで出場しま
した。
この大会は各学校７～８名のチームで団体戦や交流戦を行います。
普段はあまり対戦することのない他県のチームと多く試合を行い、少しでも多くの試合経験を積むことを
目的としています。
天候が悪く、環境としてはあまりよくなかったかもしれませんが、真剣に試合に取り組んでくれたと感じ
ています。
これから更にレベルアップして、春からは安心して現高２（５５期）にチームを任せてもらえるように頑
張っていきます。
応援よろしくお願いいたします。

硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

0210 マラソン大会で入賞しました！
2015年02月12日
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テニス部です。
２月１０日（火）に行われた校内マラソン大会で、数名の部員が上位に入賞しました。
中１　Ｋ君（５位）
中２　Ｓ君（１位）、Ｔ君（３位）、Ｙ君（５位）
中３　Ｎ君（１位）…中学テニス部はもう引退していますが、一緒に写真を撮りました。

 （左から、Ｎ君　Ｔ君　Ｓ君　Ｙ君　Ｋ君）

おめでとう！
気持ちよさそうに走り抜けていたのが印象的でした。
この勢いでテニスもがんばりましょう！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

表彰式
2015年02月07日

木曜日の中学朝礼で、12月末に行われた中国大会の表彰をしていただきました。
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全国大会も頑張ります！ 応援よろしくお願いいたします。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

1225 なんとなく、クリスマス。
2014年12月25日

みなさま、クリスマスおめでとうございます。
昨日、ふと見ると、中１部員の体操服と防風（最近、あまり意味をなしていない）ネットが「クリスマス」
の雰囲気を出していたので写真に収めてみました。

いかがでしょうか？
ちなみに、中１の練習は終わっていたのですが、３対３で（トリプルス？）遊んでいました。
テニスを楽しんでいるようで嬉しい限りです。
明日２６日の練習が、今年最後の練習となります。
終わりよければ…といいますから、今年の締めくくりとして、しっかり練習しましょう！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

1221 中国大会へ出場しました。
2014年12月22日

１２月２１日（日）に、「第３回 全国選抜中学校テニス大会 中国予選」に出場しました。
この大会は団体戦のみで、ダブルス２試合・シングルス１試合の中、２試合取った方が勝ちとなります。
中国地方５県から、７校が集まりました。
１回戦　広島学院vs日生中学校（岡山）　３－０
準決勝　広島学院vs東陽中学校（岡山）　１－２
３位決定戦　広島学院vs開星中学校（島根）　２－１
ここで、準決勝で対戦した東陽中学校が優勝したため、２位決定戦が行われました。
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２位決定戦　広島学院vs山の田中学校（山口）　２－０

第２位になりましたので、表彰していただきました。

そして・・・、中国２位となりましたので、全国大会への出場権を獲得しました！
全国選抜中学生大会は、平成２７年３月２８日（土）～３０日（月）に香川県営総合運動公園にて開催され
ます。
朝早くから お弁当を持たせてくださった保護者のみなさま、寒い中尾道まで応援に来てくださった方々、本
当にありがとうございました。
出場した選手はもちろんのこと、最後まで声をかけ拍手で盛り上げてくれた部員のみんなの力がなければ、
この結果は得られなかったでしょう。
３月末の全国大会、そしてその後の中体連の大会に向けて、この冬の練習をみんなで一生懸命に取り組みた
いと思います。

また、明日からは第５４回広島市冬季中学生テニス選手権大会があります。
公式戦ではありませんが、それぞれが広島学院中の選手として気持ちの良いプレーをしてくれることを期待
します。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

1116　新人戦の季節です。
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2014年11月16日

秋も深まってきました。日が暮れるのも早くなってきています。

５７期が引退し、５８期中心のチームになりました。
右の写真は５８期のウェアを着た新キャプテンです。左袖に「広島学院」と刺繍されています。

このウェアを着て、１５、１６日の広島市中学校新人テニス大会に臨みました。
１５日は、まず団体戦。ダブルスを２つ確実にとるという形で決勝戦まで進みました。
決勝は、修道中学校との対戦でした。
ダブルスとシングルスを１つずつとって最後のシングルス勝負になり、惜しくも負けてしまいました。

準優勝、という結果を良しとするか悔しく思うかはそれぞれだと思います。
キャプテンは「次は優勝を狙おう」と声をかけていました。

団体戦終了後～１６日は個人戦シングルス・ダブルスがあり、ダブルスでＳ・Ｔペアが第３位になりまし
た。

「あの時の負けがあったから今日は勝てた」と未来の自分が言えるかどうかは、これからの冬次第でしょ
う。
強いチームになってほしいと思います。
応援ありがとうございました！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

1106　新人戦に向けて
2014年11月12日
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１１月６日（木）、文化祭後４連休の初日でしたが、新人戦に向けて練習をしました。
この日の練習は団体戦メンバーのみ。団体戦の形式で試合をしました。
相手は、昨年度に団体戦で活躍した中３の先輩です。

新人戦は、今週末１５、１６日に、広域公園テニスコートで開催されます。
応援よろしくお願いいたします！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

1031　文化祭恒例
2014年10月31日

明後日から文化祭です。
テニス部は、中高で協力して毎年ＲＣＣ大迷路を企画・運営しています。
今日は高校生が迷路の基礎を作っていました。

明日は中学生も参加して、大迷路を作り上げます。
どうぞお楽しみに！

硬式テニス部

詳細を見る

Page 192 of 239

2020/11/17



1004　すっかり秋です。
2014年10月04日

季節はすっかり秋になりました。気づけば中間試験一週間（とちょっと）前です。
土曜日は高校テニス部の練習日のため、中学部員は勉強に励んでいるに違いない、と思っていたら…前庭か
ら聞き覚えのある声が。
見ると、中２部員の数名がテニスではないスポーツに興じていました。

剣道部の友だちも一緒だったようです。判定にもめたり譲ったりしながら、前庭野球を楽しんでいました。
１１月上旬には新人戦があります。コートの中でも外でも、チームワークを大切にしてほしいと思います。 

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

平成２６年度　広島県新人大会　個人戦　県大会　結果報告
2014年09月30日

９月２７日（土）、２８日（日）に三原運動公園テニスコートで新人大会個人戦の県大会がありました。
学院からはシングルス４名、ダブルス３組の計８名が出場しました。
学校では体育祭が行われている中での大会であり、体育祭に出場できなかった分、自分たちは部内の中で
も選ばれた選手ということで自信と誇りを持って一戦一戦を大事に戦うことを心がけて頑張ってきまし
た。

結果は、
シングルスは４名とも１回戦敗退。
ダブルスは高１のＳ君・Ｙ君ペアが１回戦敗退、高２のＭ君・Ｍ君ペアが２回戦敗退、高２のＴ君・Ｍ君
ペアが３回戦まで勝ち上がり、県ベスト８に入りました。おめでとう！！
シードを取ることができたので、次の大会はダブルスを１組多く輩出することができます。

全体として、県大会の高いレベルの中、厳しい結果を突きつけられることになってしまいましたが、完全
に完敗という試合ばかりではなく、特にダブルスでは、自分たちが夏休みの練習で一生懸命取り組んでき
たことが発揮でき、勝利まであと一歩というところまで近づくことができていたように感じました。１０
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月末には団体戦が待っているので、今大会の反省を踏まえて練習・対策を立ててまた頑張っていきたいと
思います。

当日は会場まで駆けつけていただき、たくさんの応援、本当にありがとうございました！

硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

高校　練習試合＆新コートお披露目
2014年09月08日

２学期が始まりました。今学期も元気に活動していきます。
今学期は、９月末に新人戦県大会の個人戦、１０月末に団体戦と大事な試合を控えています。
体育祭や文化祭という学校の大きな行事とも重なり、とても忙しい時期に大事な大会を迎えることになり
ますが、一つ一つの試合を大事に集中して戦い、結果に結び付けれるように頑張ります。
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昨日、美鈴が丘高校と練習試合を行いました。
８月末から学院のコートは改修工事に入り、あまり練習ができていない中での試合でした。
やはりなかなか本来の調子でプレーできていない選手も多く、課題もたくさん見つかったようです。
しかし、どんな場合でも真摯に試合に臨む姿勢は素晴らしかった！！
大会までには完ぺきに調整してくれるものと信じています。

美鈴が丘高校テニス部の皆さん、ありがとうございました！

そして、本日の放課後よりいよいよ新しく改修したコートが利用できるようになりました。
コートの雰囲気は、錦織選手の活躍で盛り上がっている全米オープン仕様と同様。
とても綺麗なコートになりました！！みんなで大事にしていきたいですね。
練習前はどうやら高３の先輩も含めてコートの取り合いが起こったようです。。。

早速、今日は高１の練習を行いました。キャプテンはＭ君です。
気持ち新たに練習に取り組み、このコートでどんどん上手になっていこう！！
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

0904　前庭に集合
2014年09月05日

テニスコートの改修は着々と進んでいます。
工事が終わるまでは、前庭でのクラブ活動。
３学年揃うとかなりの人数（７０人強）です。

中１（赤）を真ん中にして、手前が中２（黄）です。中１の向こうに中３が見えます。
この後、走りました。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0903 もう少しで完成！
2014年09月03日

中学テニス部は、昨日、２学期初めてのクラブ活動がありました。
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でも、今はまだコートに入れません。
・・・「中１、まだコートに入れてもらえないの？」という話ではなく…、

コートを直していただいているのです！
ヒビが入り、数年後にはヒビがつながり、イレギュラーバウンドに悩まされたこともありましたが、これで
もう大丈夫ですね。
８月後半の雨で工事が進まず、２学期に入ってしまいましたが、きれいなコートで打てると思えば我慢でき
ます。
完成が待ち遠しい日々です。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

平成２６年度　広島県新人大会　個人戦　広島地区予選　結果報告
2014年08月25日

高校テニス部です。
８月１８日（月）、１９日（火）の２日間にわたって、新人大会個人戦の地区予選がありました。
１８日はシングルス、１９日はダブルスが行われました。

夏休みに入り、この新人大会でいい結果を出すべく、合宿などを通して厳しい練習や試合経験を積んで頑
張っています。
個人戦では各校シングルス６名、ダブルス３組しか出場枠がありません。
その出場選手を決定するために部内戦を行いましたが、どの試合も非常に競り、緊張感あふれる中での試
合になりました。
その厳しい部内戦を勝ち上がった選手が個人戦に出場しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　シングルスの出場選手

　　　　　　　　　　　　　　　　　今大会に出場した選手集合

シングルスは高２のＴ君、Ｙ君、Ｎ君と高１のＹ君の４名、ダブルスは高２のＴ君・Ｍ君ペア、Ｍ君・Ｍ
君ペア、高１のＳ君・Ｙ君ペアの全３組の県大会出場が決まりました。
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選手の皆はもちろん、応援に駆けつけてくれた生徒もたくさんおり、いい雰囲気の中で結果を出すことが
できました。
県大会でも更なる活躍を見せれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。
県大会の個人戦は、９月２７日（土）、２８日（日）に三原運動公園で行われる予定です。
また、新人大会の団体戦は１０月末の予定です。詳細がわかり次第また連絡いたします。

硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

0822 警報が出ているときには…
2014年08月22日

大雨警報が出ています。
警報が出ているときには、登校できません。
もちろんクラブ活動もありません。
今日は、中１夏休み最後の練習の予定でしたので残念です。１０周の計測は後日…お楽しみに。

自宅で、「今できること」に集中してください。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

高校　夏合宿2014
2014年08月14日

８月１１日から１泊２日で東広島運動公園で夏合宿を行いました。
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今年は台風の影響で、２泊３日の予定が１日少なくなってしまい、とても残念だったのですが、その分、
短時間で集中できた非常に中身のある練習や試合を経験できたと感じています。
合宿後には、疲労感の中にも充実感と自信に満ち溢れた表情をしている生徒がとても印象的でした。
一人一人が今回の合宿で得たものは大きかったはず。

お盆休みが終われば、１８日から大事な新人大会がスタートしていきます。
５５期を中心に、『勝負』にこだわる、『強い』チームとなってしっかり戦っていきます。
応援よろしくお願いします。会場は広域公園テニスコートです。

また、今回の合宿には練習試合として、県立広島高校、近大附属東広島高校のテニス部の皆さんにも参加
していただきました。どうもありがとうございました。
さらに、多くの学院テニス部ＯＢも合宿に駆けつけてくれました。
上は４７期から５３期まで、２日間で計１３名。
こんなに多くのＯＢに参加してもらって、現役生は本当に幸せだったと思います。ありがとう。
これからも練習や合宿の機会に、いつでも戻ってきてくださいね。

Page 199 of 239

2020/11/17



　　　　　　　　　　　　　　　晩御飯にご満悦な高１のメンバー

　　　　　　　　　　夜のミーティングでOBの話に真剣に耳を傾ける現役生

硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

優勝しました！
2014年08月08日

７、８日に市総体がありました。
台風の接近が心配され、普段は６Ｇ(ｹﾞｰﾑ)先取なのですが、団体戦も個人戦もすべて４Ｇ先取で行われまし
た。
団体戦は、ダブルス２つ・シングルス３つの計５試合中、３試合取った方が勝ちます。
一回戦は新人戦で敗れた広大附属中との対戦。ダブルス２つ・シングルス１つを取り、３－２で何とか勝ち
ました。
二回戦は修道中との対戦になりました。Ｄ２つ・Ｓ１つを取り、３－１で勝利。
三回戦（準決勝）は五日市中との対戦。ＤとＳを１つずつ取って、最後のＳ勝負になり、結果２－３で負け
てしまいました。
最後のシングルスも、３－４Ｇと、非常に惜しい敗戦でした。
第３位となり、表彰していただきました。

出場メンバーの活躍だけでなく、中３・中２がみんなで一生懸命応援し、大きな力になりました。
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団体戦終了後から８日にかけて、個人戦ダブルスが行われました。

そして…、

Ｆ・Ｍペアが第３位！ Ｎ・Ｎペアは優勝しました！
キャプテンのＮ君とＮ君のペアは、４－３、４－３で勝ちあがり、決勝戦も０－３からねばってひっくり返
した４－３の勝利でした。

今日はこの２ペアしか試合がなかったのに、中３がみんな応援に来てくれました。
拍手で試合を盛り上げ、最後まであきらめず一緒に学院優勢の雰囲気を作ってくれました。
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これまで応援してくださったみなさま、本当にありがとうございました。
５７期はこれで公式戦からは引退です。最後にいい姿を見せてくれました。
高校での活躍も楽しみにしています。後輩の指導もよろしく！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0806 明日は市総体＆合宿報告
2014年08月06日

今年も平和のうちに８月６日を迎えられたことを幸せに思います。
明日からいよいよ市総体。
７日は団体戦。団体戦が終わり次第、個人戦ダブルスがあります。
８時半集合、受付、開会式の後、９時くらいから試合が開始されます。
団体戦一回戦は、新人戦で敗れた広大附属中との対戦です。
勝てば二回戦は修道・AICJの勝者との対戦になります。
応援が大きな力になります。応援よろしくお願いいたします！
（雨天の場合も、屋内コートで大会は行われます。しかし、６時の時点で広島市内に警報が出ていた場合、
試合は中止ですので、家でしっかりイメージトレーニングをしてください！　以降、警報が出たらその時点
で試合は中止・延期されます。８日朝に警報が解除された場合は、８日に団体戦・個人戦があります。）

３日（日）～５日（火）に、三次にて合宿を行いました。
３日は雨でスタート。コートで打てない…ということで、急遽体育館を借りてバレーボールをしました。
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即席チームでしたが、なかなかチームワークもよく、楽しくプレーしていました。
旅館に戻って、夕食です。毎年お世話になる三次のふだば旅館です。旅館の説明中、なぜか中３はうれしそ
う…？

４日（月）は、雨も上がり、コートで思い切り試合をすることができました。

団体戦のメンバーは…隣のコートで打っておられた方にお願いすると、何と練習の相手をしてくださいまし
た！
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大変勉強になりました！ ありがとうございました！

さて、待ちに待った夕食。

夜にはミーティング。中３は一人ずつ、自分の覚悟を言葉にしました。
キャプテンも、強い思いを述べました。この団結力で、絶対に勝ちましょう！

合宿最終日の５日、空は今にも降りそうな雲…でしたが、奇跡的に１４時４０分まで降りませんでした！

蒸し暑くなってきました。お茶もどんどんなくなり、中２が時々チェックしてお茶を作ってくれました。
ふだば旅館からいただいたタオルも大活躍でした！
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今年の合宿も、大きなケガなく無事に終えることができました。
寝食をともにして、より絆が深まったように思います。
送り出してくださった保護者のみなさん、お世話になった三次の方々、ありがとうございました。
ここまで支えてくださった多くの方々に感謝し、得たものを自信として、明日は胸をはって試合に臨んでほ
しいと思います。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0802　明日から合宿、市総体に向けて！
2014年08月02日

中学テニス部です。
明日から、中３と中２は三次で合宿をします。
市総体に向けて、充実した３日間にしたいと思います。
市総体は、８月７日（木）、８日（金）。広島市安佐南区大塚の広域公園テニスコートにて。
７日は９時から団体戦。一回戦は広大附属との対戦です。
勝てば、二回戦は修道とAICJの勝者との対戦になります。

終わり次第、個人戦（ダブルス）があります。
８日は個人戦（ダブルス）です。
応援よろしくお願いします！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る
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0728 夏休みの練習と中国大会 2014年07月28日

夏休みに入り、毎日暑い中練習しています。
８月７、８日には市総体（団体戦・個人戦ダブルス）があるので、中３はダブルスを中心に練習に励んでい
ます。
先週２３日には、午後の練習に早くから来ていた高校生をつかまえて、ダブルスの相手をしてもらいまし
た。

高校生の先輩との対戦では、刺激や気づきをたくさんもらうことができました。

25日は、ホール掃除の担当でした。掃除をいい加減にする人は、最終的に試合をいい加減にします。
今年の中１はどうかな…？

掃除の仕方に個性が見え隠れしていました。

26、27日には、「全国中学生テニス選手権大会 中国地区予選大会」が、尾道市のびんご運動公園にて行わ
れました。
５月ＧＷの県予選で広島県代表となったＴ君・Ｎ君のペアが、個人戦ダブルスに出場しました。
結果は、一回戦敗退。悔しさを忘れないでほしいと思います。いい経験をしました。
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はるばる応援にきてくれたキャプテンも、中国大会の雰囲気に学ぶものがあったようです。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

高校　練習試合に行きました
2014年07月23日

夏休みに入りました。
キャプテンの高２Ｔ君のもとでこれから厳しい夏がスタートしていきます。
学期中は練習日が週２日しかありませんが、夏休み中はほぼ毎日練習日を設けて２グループに分かれて活
動しています。

７月２０日（日）に広大附属高校へ練習試合に行ってきました。
レギュラー組の選手とともに、普段あまり試合に出場できない選手も多くの試合を経験させていただくこ
とができました。
また、普段はハードコートで練習しているので、オムニコートでの球の走り具合や試合中の動きなども経
験でき、とても良かったと思います。
広大附属高校テニス部の皆さん、どうもありがとうございました。
８月下旬から始まる新人大会に向け、これからもお互い切磋琢磨して頑張っていけたらと思います。
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これからの夏休みのスケジュールです。
まずは、新人戦の地区大会の選手選考になる部内戦を７月２８日から行う予定です。
その後、８月１日からは広島市テニス協会主催の夏季高校生テニス選手権大会に出場します。
忙しく予定が詰まっていますが、体調管理に気をつけて元気にこの夏を乗り切っていきましょう。

硬式テニス部

詳細を見る

0721 夏になりました！
2014年07月21日

夏休みに入りました。
昨日からキャンプに行っている５９期・中１ですが、
テニス部には２５名が入部し、１７日から練習を開始しています。
テニス部なのに、練習計画表には「走」「走」「走」…。
冗談ではありません。が、走るばかりではありませんよ。

毎年恒例の、奇妙なステップも習っています。
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ちゃんとできるとかっこいいはずなんだけど…盆踊りみたいになっている人も。

練習後にそろって一枚。（練習後に笑顔が出せるようなら、まだまだ走れるわね。）

さて、中２の練習が終わったとき、ちょっとした『レアアイテム』を見つけました。

わかりますでしょうか？　胸の「ＩＨＳ」のマークが、みんなの色と違います。
一学期が終わって、しっっっかりと洗濯したようなのですが、
漂白剤を使うとこうなってしまうようです。お気をつけください。

家に帰ると制服も体操服も汗と土でどろどろ。
洗濯する前に、ひどい汚れは自分で手洗いできるようになるといいですね。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

第５４回中国高等学校テニス選手権大会 結果報告
2014年06月23日

６月２１日（土），２２日（日）に尾道びんご運動公園で中国大会がありました。
県総体を勝ち上がり，見事に中国大会の切符を手にした高３のＩ君がシングルスで出場しました。
さすが中国大会とあって，１回戦から気が抜けない高いレベルの試合がたくさん繰り広げられます。
Ｉ君の初戦の相手は岡山県代表の選手でした。
相手の強いサーブとストロークに苦戦を強いられ，最初は相手のペースで進みましたが，途中から徐々に
自分のペースに引き込もうといろいろ考えながら試合を作っているのがこちらにも伝わってくる戦いぶり
でした。
特に，最後まであきらめずにボールを追いかける姿には熱いものを感じました。
結果は３－６で競りながらも敗退してしまいましたが，Ｉ君の集大成として素晴らしい試合だったと思い
ます。

これで高３は全員引退しました。チームは高２（５５期）中心のチームへと移行します。
高３の皆さんは勉強に集中して，来年の夏にはＯＢとしてぜひ皆で戻ってきてください。
Ｉ君，最後までお疲れ様でした！！
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

平成26年度県総体（個人戦） 結果報告
2014年06月11日

先週に引き続き、６月７日（土）に広域公園テニスコートで県総体の個人戦がありました。
ダブルスは３Ｒより，シングルスは2Ｒより試合がスタートしました。
ダブルスは３組すべて２Ｒまで勝ち残っていたのですが、この日の相手はどの組もシード選手と当たるこ
とになり、敗戦してしまいました。
県ベスト８の壁の大きさを実感させられる結果にはなりましたが、どの試合も全く完敗というわけではな
く、善戦できる部分があったことを自信にしていってほしいと思います。
高３はこれで引退しますが、高２は更に練習を積み重ね、先輩の分も頑張ってもっと上を目指してほしい
と思います。

なお、シングルスでは高３のＩ君が２Ｒ、３Ｒと勝ち進み、県ベスト１６に入ったので、２１日（土）か
らの中国大会へ出場することが決まりました。
皆でＩ君を最後まで応援していきたいと思います！
会場まで応援に駆けつけてくださった皆さん、どうもありがとうございました。
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硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

平成26年度広島県総体(団体戦) 結果報告
2014年06月01日

３１日、１日の２日間にわたって三原運動公園、びんご運動公園で行われた県総体に出場しました。
まず団体戦の報告です。県総体の団体戦は各校ダブルス１組、シングルス２名の計３本で勝負します。
高３（５４期）中心のチームでオーダーを考えながら戦ってきました。
１回戦　学院　２－１　市立工業
２回戦　学院　２－１　広大附属
３回戦　学院　２－１　美鈴が丘
４回戦　学院　０－２　広島なぎさ

結果は県ベスト８入賞でした。
４回戦のなぎさには完敗でしたが、１回戦から３回戦までは苦戦を強いられつつも勝ち進むことができま
した。
調子が悪かったメンバーを他の仲間でカバーし合いながら戦う姿に、チームとして戦うことはどういうこ
とか、また、チームとしての戦うことの力強さを選手には見せてもらいました。
応援にかけつけてくれた高３のメンバーにも応援の力強さを教えてもらいました。
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                         　　　　　　　　　　 対 美鈴が丘戦

                   　　　　　　　 試合前の円陣  気合いを入れます

                   　　　　　　　　　　 シングルス A君

                   　　　　　　　　　　 シングルス　Ｏ君

       　　　　　　　　 応援部長のＯ君。ポーズが決まっていますね！
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高３はもうすぐ引退しますが、先輩の背中を見て、後輩たちはもっともっと成長して強いチームを作って
いかなければなりません。
ひとまず高３の皆さんお疲れ様でした。
会場まで応援に駆けつけてくださった皆さんもありがとうございました。

なお、まだ個人戦は続いていますので引き続き応援をよろしくお願いします。
次は、７日（土）に広域公園テニスコートで９時試合開始予定です。

硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

平成26年度 広島県総体のお知らせ
2014年05月26日

高校テニス部です。今週末に行われる県総体のお知らせです。

５月３１日（土）　団体戦（ベスト４まで）　　
会場：三原運動公園　　　時間：９時４５分より開始式
６月１日（日）　団体戦・個人戦（ダブルス２回戦まで，シングルス１回戦のみ）　
会場：びんご運動公園　　　時間：９時より試合開始
残余試合は、その次の週の土日に広域公園で行われる予定です。

昨日、県総体に備え、高３を中心としたメンバーで高陽高校との練習試合を行いました。
大会も間近に迫り、選手の１つ１つのプレーにも気迫と緊張感が感じられます。
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高３生（５４期生）にとっては最後の大会になります。応援よろしくお願いします。
５４期生の持ち前の明るさと元気とチームワークが存分に発揮される大会になりますように！

硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

0417 中学部室復活！
2014年04月21日

先週１７日のことになりますが、クラブ活動中ふと見ると、聖堂・別館がこのように解体されていました。
１０年前は、クラブを終えて１８時頃に職員室へ戻るとき、この別館からおいしそうな匂いが漂ってきてい
たものです。
時にはオカリナの音色が響いていたのを懐かしく思い出しました。

さて、この日は訳あってしばらく使用できなくなっていた中学部室が開きました。
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中２のＮ君が掃除をしてくれています。

きれいに使っていきましょうね！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

2014年度広島県総体 地区予選始まる
2014年04月19日

新年度が始まりました。
高２のＴ君が新キャプテンに就任し、高校テニス部は新しいスタートを切りました。
５６期生も高校１年生として仲間に加わり、総勢４０名を超える大きなクラブになっています。
普段の練習ではコートで打つ時間がなかなか取れない状況になっていますが、短時間でも集中し、
効率のよい練習をしようと皆で切磋琢磨しながら頑張っています。
今年度も応援よろしくお願いいたします。

 さて、始まって早速ですが今日から県総体の広島地区予選の大会が始まりました。
学院からはシングルス６人、ダブルス３組が出場し、ダブルスには厳しい部内戦を勝ち抜いてきた高１の
ペアも出場します。大会は明日まで続きますが、一人でも多くの選手が県総体への切符をつかんでほしい
と思います。

　　高３学年主任の土屋先生も応援に駆けつけてくださいました。
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　高３（５４期）にとっては最後の大きな大会となるので、最後まで悔いのないように自分たちの
テニスをやってほしいと思います。頑張れ、５４期生！！

　最後に、今年度から新たに広島学院のユニフォームを作成しましたので連絡いたします。

県総体、新人大会、選手権大会などの高体連主催の大会、団体戦などで着用して戦っていきます。
試合会場に来られた際には、このユニフォームを着た選手をお探しください。

硬式テニス部 , 高校

詳細を見る

0327　もう春ですね
2014年03月27日
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テニスコートに続く階段の横に、桜の木があります。
もうすっかり春の景色です。

春休みの練習は、学年ごとに分かれて行なっています。
中１も長時間コートが使えます。先日からダブルスの練習を始めました。

あたたかい春の陽をうけながら、コートを駆けまわっています。
前衛の動きは頭を使うので、練習後は身体も頭もくたくたになったようでした。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0301　祝卒業
2014年03月03日

３月１日（土）、５３期が広島学院から巣立っていきました。
午後からテニスコートで、卒業生との交流試合（真剣勝負）が行われました。

３年生は２人ペアになって、交代しながら高２と戦いましたが・・・、
「あれ？！ 脚が…」「もう疲れた～」と、息を切らしながらも真剣にボールを追っていました。
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最後は後輩からお菓子とバラ一輪をプレゼント。
先輩、お世話になりました。寂しくなりますが、後はしっかり引き継ぎます！

駆けつけてくれたOBも一緒に、記念写真を撮って解散しました。
５３期のテニス部員は、中学の頃から、真面目で素直でひたむきなチームでした。
これからの活躍を祈っています！　卒業おめでとう！

硬式テニス部 , 中学 , 高校

詳細を見る

0222　練習試合
2014年02月24日

２月２２日（土）、附属中学校と練習試合をしました。
附属中学校は、１１月に行われた新人戦において、１回戦で敗れた相手です。
リベンジを果たす…というよりは胸を借りるつもりで臨みました。
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 今回も団体戦では負けてしまいましたが、個人戦は勝ち越すことができました。
また、ダブルスのチームワークを褒めていただきました。

 土曜日は天気もよく、あたたかな春の陽射しが感じられました。
よく手入れされたきれいなコートで思い切り打たせていただきました。
附属中学校テニス部のみなさん、ありがとうございました。
次の公式戦に向けて、これからも精進していきたいと思います。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0204　春近し
2014年02月04日

節分があって、暦の上では春になりました。
今日は雪の舞うときもありとても寒い一日でしたが、部活動を終えて着替えている時間もまだまだ明るく、
春が近づいていることを実感します。
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写真は、一月下旬に撮った桜の枝ですが、もう、つぼみがいくつか見られます。

さて、こんな素敵な揃いのウェアができそうです。
見本をキャプテンに着てもらいました。

これを着て試合に臨む本格的な春が、待ち遠しいですね。
（注：試合中は着用できません。）

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

第54回広島県テニス選手権大会結果報告
2014年02月03日

今年も高校テニス部をよろしくお願いいたします。

昨年の１２月に開催された選手権大会の広島地区予選を勝ち上がったダブルス３組（県大会シード１組含
む）とシングルス５名（県大会シード１名含む）で、先週の土日に県大会を戦ってきました。

ダブルスでは全員が１回戦を突破するも、２回戦で苦戦を強いられ、２組が敗退してしまいましたが、高
１のＴ君、Ｍ君ペアが２回戦を見事に突破し、ベスト８に入ることができました。おめでとう！！
これにより、Ｔ君、Ｍ君ペアは来年度県総体の出場が決定しました！

シングルスでは、１回戦から自分より格上の選手とあたったり、なんとか１回戦を突破しても２回戦で
シード選手にあたってしまうなど、出場した選手がそれぞれ厳しい戦いを強いられ、思うような結果を残
すことができませんでした。

しかし、この厳しい現実を経験してこれから先に活かせることは多くあると思うので、高２は最後の県総
体に向けて、高１は更なるレベルアップをと新年度を迎えるまでにもっともっと成長していってほしいと
思います。

新年度からは中３（56K）も一緒に練習に入ります。活気のあるチームを作るべく、これからも頑張って
いきます。
応援よろしくお願いいたします。
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硬式テニス部

詳細を見る

0106　今年もよろしくお願いいたします。
2014年01月06日

２０１４年になりました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
まずは、年末・１２月２７日のホール掃除の様子から・・・。

一生懸命磨いていました。きっと気持ちよく新年を迎えることができたことでしょう。
中１はホール掃除が昨年最後の練習でした。

その後、中１らしくはしゃいで帰って行きました。

中２はコートでダブルスの練習。

寒い中でしたが、テニスを楽しんでいました。

そして今日、１月６日が中学テニス部の練習はじめでした。

中１は毎年恒例の三輪神社への初詣。
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今年も皆が健康で、よい一年を過ごせますように。
テニスも上達しますように・・・。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

1222 雪、そして冬休みの練習が始まりました。
2013年12月22日

期末試験も無事（？）終わり、冬休みになりました。
中１も、これでようやくコートで打てる！ …と思ったら、

こんな風になって２日間ほどクラブが休みになってしまいました。

今日は久し振りに晴れて、思いっきりコートで打てました。
冬は体力強化の季節なので、ランニングもしています。

中２のトップはかなりのスピード。カメラも追いつかず。
この冬の努力が春に結果を生みます。がんばりましょう！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

1114　表彰していただきました。
2013年11月15日

木曜日の中高別朝礼で、先日の新人戦の表彰をしていただきました。
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次は団体戦で賞状を獲得し、全員で壇上に立つことが目標です。

秋も深まってきました。この寒い時期の努力が、春に実を結びますように。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

1110　賞状獲得!!
2013年11月11日

土曜日に引き続き、日曜日には新人戦の個人戦がありました。
シングルスは惜しくも敗退していましたが、ダブルスは３ペアとも残っています！
前日からの雨の予報とコートの関係上、試合は午後から行われることになりました。
やはり朝から雨。
学院周辺は昼前には雨が上がりましたが、広域公園では冷たい雨が降っていました。
屋内コートとはいえ、寒い中での試合です。
準決勝は、学院vs学院…という、見応えのある試合もありました。

さて、そして、結果は・・・
１・２・３位！ という目標叶わず、２・３・３位（決定戦無しのため）となりました！

２位となったＴ・Ｎペアです。おめでとう！

Page 224 of 239

2020/11/17



そして、３ペア６名賞状をいただきました。おめでとう!!

課題を胸に、次からの練習に励みましょう。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

1109　新人戦
2013年11月09日

今日・明日と、広域公園テニスコートにて、広島市中学生新人テニス大会が行われています。
午前中は団体戦がありました。
残念ながら広島学院は初戦敗退。しかし、その後決勝まで進出した広大付属中に２－３、
しかも最後のシングルスの試合は５－５でデュースまで戦いましたので、本当に惜しい結果でした。
負けは負けとして受け止め、学んだことを次の練習から意識して臨んでほしいと思います。

午後からは個人戦も行われました。
シングルスは４名出場。それぞれ２回戦までは進めましたが、残念ながら敗退しました。
ダブルスは３ペア（Ｆ・Ｎ、Ｔ・Ｎ、Ｍ・Ｓ）出場し、現在TOP４に３ペアとも残っています！
続きは明日の午後からです。
学院同士の対決もあり応援が難しいところですが、キャプテンＮ君の宣言通り１・２・３位を目指します！
応援よろしくお願いします。

５７期のウェアです。（左袖に校名が刺繍されています。）
明日は、このウェアを着て賞状をもった写真を撮りたいと思います。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

1002　「頭脳」の育成中？
2013年10月03日

広島学院中のテニスといえば、頭脳を生かしたダブルス。（あくまで目標です。）
その頭脳は、コートのみで鍛えられるわけではありません。

水曜日はコートでの練習日ではありませんでしたが、文化部の活動がない中３・中２が一つの教室に集まり
ました。
そして、みんなで新聞を広げ、読む…のではなく、貼っています。
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これは、文化祭の人気（!?）企画、「ＲＣＣ大迷路」のための準備です。
実はあの大迷路は、こんな地道な作業から生まれているのです。
この作業をいかに効率よくおこなうか、作業の分担・動線・スペースの使い方…などなど、
「頭脳」を鍛えるチャンスです！

でもまぁ、そんなことはあまり意識せず、楽しそうに作業していました。

少なくとも、協調性は育つはず…。
この新聞が、どのように使われるのか。「ＲＣＣ大迷路」で確かめてくださいね！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0930　部内戦
2013年10月01日

体育祭も終わり、１０月になりました。
この先に控えているのは、中間試験・文化祭・そして新人戦です。
３０日は体育祭の振り替え休日でしたが、新人戦団体戦メンバーをめぐって部内戦を行ないました。

普段のハードコートとは違うクレイ（土の）コートにとまどいながらも、必死にボールを追いかけていまし
た。
幸い気温はあまり上がらず涼しい一日でしたが、真剣勝負を続ける生徒たちにはかなりハードでした。

（写真は中盤の記録用紙です。）
力が拮抗しているため、大人数での総当たり戦になりました。
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試合が終わるたびに先生に報告します。

部内戦の結果、団体戦に登録される８名は決まりましたが、やはりあまり力の差がないことも
わかりました。これからの頑張り次第で、誰もが今後登録メンバー入りする可能性があります。
最後にキャプテンが話していたように、代表となった８名は責任感をもって、その他のメンバーも
あきらめず次を目指して、これからの練習に臨んでほしいと思います。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0919　秋晴れの下
2013年09月20日

気持ちのよい晴れの日が続いています。
木曜日の中１の練習は、コート外練習が１時間、コート内練習３０分です。
その貴重な３０分の練習風景です。

この後、「ラリーしていいよ」と言われ、歓声を上げて楽しそうにラリー練習をしていました。

中２も新人戦を控え、少しずつ練習の雰囲気が変わってきました。
少し厳しいかな、と思いつつ「カントリー２周 ９分３０秒」の目標タイムを掲げたら、
７割の部員が達成！
ただでさえ短い練習時間、なんとなくやっても意味がありません。
どんなことでも目標をもって取り組むことの大切さを感じてもらえたらと思います。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0910　屋根がつきました！
2013年09月10日

２学期になりました。
ちょっとわかりにくい写真なのですが、ご覧ください。
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部室前に屋根がつきました！
前にも屋根はつけていただいていたのですが、雨風に朽ちてしまい、
しばらく不自由しておりました。
これで、暑い陽射しも、冷たい雨もしのげます。
（練習中に雨が降ってきて、慌ててカバンを移動させる…なんてことがなくなります。）
尽力くださった校務の先生方、ありがとうございました！
環境もよくなったことだし、まずは新人戦入賞を目指して頑張ります！

中学での公式戦は終わってしまった中３ですが、まだまだ中学テニス部として
練習を盛り上げています。今日は、Ｙ君がカントリー２周で７分４秒という記録を出しました。
そして、皆で「一生懸命」中１の面倒をみてくれています。
もう少しだけですが、一緒に練習できる時間を大切にしたいと思っています。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0831　夏休みが終わります。
2013年08月31日

８月も今日で終わりです、みなさん宿題は終わっているでしょうか？
幸い明日も日曜日で休みですから、あと一日頑張りましょう。
大変遅くなりましたが、市総体の結果を報告します。

団体戦…初戦敗退。
個人戦（ダブルス）…Ｓ・ＹペアBEST4、Ｔ・ＯペアBEST8。
非常に暑い中での試合でした。応援してくださった方々、本当にありがとうございました。
団体戦は悔しい結果となりましたが、この思いを共有した仲間として、高校に上がっても
支えあってがんばってほしいと願っています。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0807　明日から市総体です。
2013年08月07日

暑い日が続いています。
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更新が遅れましたが、８月５日（月）に、久し振りの中１練習がありました。
が、この日はホール（＆トイレ）掃除の担当日。
中１練習の大半は「掃除」となりました。

でも実は、この掃除がとても大事なんです。掃除には性格と賢さが表れます。
取りかかりは少し遅かったですが、床を磨き始めてからは、とても丁寧に作業を
していました。強い学年になりそうです。
これで、きれいなホールで８月６日を迎えられますね。
その後はランニングなど、コート外の練習をして帰りました。

次の中１練習はお盆明けですが、ようやくコートで練習できます。ラケットを忘れないように！

さて、今日は８月７日。中３は明日から市総体です。
中学校での公式戦はこれが最後です。
明日（８日）は団体戦。８～９日の個人戦はダブルス８ペアが出場します。
これまでダブルスは特に力を入れて練習してきました。
ペアで息を合わせ、最後の大会として悔いのない試合ができますように。
団体戦は優勝旗をもって帰りたいと思います！
応援よろしくお願いいたします！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0802 合宿へ行ってきました。
2013年08月05日

７月３１日の朝、中３と中２は広島駅に集合して三次へ向かいました。
三次運動公園に到着し、早速練習開始。
曇り空は気になりますが、たくさんのコートで思い切りボールを打つことが
できました。
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中３vs中２でシングルス・ダブルスの試合をした結果、中３の圧勝でしたので（当然？）
負けた中２は走って旅館に向かいました。

左）「消灯は２２時です。イエロー・レッドカードが出ないように！」…旅館の説明を受けています。
右）夕食全部食べ切り隊の中２・４名。最後までおいしくいただきました。

夜には中２だけでミーティング。矢野先生にダブルスの動きを解説してもらいました。
明日は中３に勝てるかな？

２日目。全員でのストレッチから一日の練習が始まります。

この日はいくつかのグループに分かれて、シングルスの総当たり戦をしました。
６連勝した人も…強いですね。
そんな中、昨夜騒いで寝不足のため、ダウンしてしまった人も。

（クリックしても大きくなりません。）
睡眠は大事です。いい勉強になりました。
心配していた雨はほとんど降らず（５分間くらい中断しましたが）、充実した練習ができました。

しっかり身体を動かした後の夕食、おいしそうですね。　 右）中３・Ｙ君も大満足！

夜は、全員そろってのミーティング。
中３は一人ずつ、来週に迫った市総体に向けての思いを発表しました。
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３日目の朝の練習は、スイカでスタート。
今日も暑くなりそうです。

練習も終わりに近づいた昼食のお弁当。中３も中２も、輪になって仲良く食べていました。

食べている写真が多い（というよりそればかり？）ですが、今回の合宿も、テニスをするだけでなく、
「同じ釜の飯を食う」経験で、より絆が強まったように思います。
快く送り出してくださった保護者のみなさま、お世話になった三次の方々、本当にありがとうございまし
た！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0730　明日から三次に行きます。
2013年07月30日

久し振りに中１の練習がありました。先輩がコートを使っているので、中１は前庭での練習です。
キャンプを経て、ちょっとたくましくなったように見える中１。元気にストレッチしています。
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前庭でのトレーニング後、カントリー１周を初めて計測しました。
今のところの最速はＴ君の４分３１秒。これからみんな体力をつけ、どれだけ記録が伸びるか楽しみです。
その後、クラブの連絡網プリントを配り、電話をかける練習をして、中１の練習は終了しました。
用件を伝えるだけならメールやラインも便利だけれど、電話をきちんとかけられるようになってね。

さて、そんなかわいい中１をおいて、中２と中３は明日から三次合宿に行きます。
８月８、９日の市総体に向けて、団結を強め、士気を高め、技術も少し…向上してきたいと思っています。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0723　さわやかな風
2013年07月23日

中１がキャンプに行っているので、今は中２と中３が２時間ずつテニスコートで打っています。

見上げるときれいな空と雲。良い天気に恵まれ、中１はキャンプを楽しんでいるかな。

中２は８時半から１０時半までコートで打ち、その後カントリーを走ります。
中３は１０時からまず走って、１０時半から１２時半までコートで練習です。

どちらも後半は試合形式でダブルスの練習。（写真は中２。）
「前衛はしっかり足を動かして！」とキャプテンが指示を出していました。
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写真はありませんが、中３の練習では高校生の先輩が相手をしてくださり、
大変勉強になりました。

今日も中３Ｙ君がカントリーで新記録（７分１４秒）。
そのＹ君とキャプテンＳ君のペアは、明後日尾道で行われる中国大会に出場します。
応援よろしくお願いいたします！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0722　帽子を忘れずに！
2013年07月22日

先週の練習中の様子です。
帽子を忘れた（あるいは、持ってきたけれど被っていなかった）部員が、

こんなことになっています。
彼らはしばらく休んで快復したのでよかったですが、テニスコートの暑さは危険です。
帽子は必ず被ってください！

さて、今日は月曜日。
「今日は暑いですね～！」という部員が多かったのですが、それはきっと
昨日（日曜日）に一日中クーラーのきいた部屋でゲームをしていたからでは？
・・・と言うと、黙ってしまいました。
普段から体調管理をしっかりしてくださいね。特に寝不足だと暑さに負けますよ。
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「暑い、暑い」ばかりの中学テニス部ですが、カントリー２周で、中３のＹ君が７分１９秒という
新記録を出しました。夏に新記録を出す人は珍しいです。
中２キャプテンのＮ君も、それに刺激を受け頑張ったのですが新記録ならず。
それでも７分５３秒と健闘しました。
着々と体力をつけてきております。明日も頑張ります！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0719　夏休みに入りました。
2013年07月19日

昨日から夏休みの練習がスタートしました。
中１も元気に練習しています。（写真を撮り忘れてしまいました。）
中１の練習後、中２の、自分たちで動いて練習している姿を見ると「さすが先輩だな」と思います。
中３は最後の大会である市総体に向かって、熱い練習をしています。

写真は、昨日の中３練習風景です。昨日の気温は３１℃、コート上は３５℃でした。
今日は少し涼しかったですが、これから夏本番です。水筒を忘れずに！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

2013年度県総体（団体戦） 結果報告
2013年06月03日

　６月１日（土），２日（日）の２日間にわたって，尾道びんご運動公園で団体戦を戦ってきました。
県総体の団体戦は，シングルス２本（S1・S2）とダブルス（D）の３本勝負で勝敗を決定します。
高３（53K）のチームで挑みましたが，高３ 15人のうち実際に試合に出れる権利がもらえるのは5人で
す。
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代表として試合に出た人は，高３全体の思いや期待を背負い，重圧のかかった中での試合に挑み，
また，試合に出場できなかった人も，応援歌を独自に作成するなど，チームで一体となった応援を選手に
かけてくれました。

試合結果
１回戦　学院　３－０　呉商業
２回戦　学院　２－０　井口　　（２回戦以降は，勝敗決定後打ち切り）
３回戦　学院　２－１　明王台
４回戦　学院　０－２　修道　　　（県ベスト８）

去年の新人戦同様に修道高校に敗れる形になってしまいましたが、選手は最後まで一生懸命戦いました。
１００％の力を発揮することができたと感じています。
５３期のチームカラーが十分に発揮されたとてもいい団体戦でした。
応援してくださった全ての方に感謝申し上げます。ありがとうございました。
宿舎では、夜のミーティングで先輩から後輩へ熱いメッセージ、激励がありました。
先輩たちの思いを引き継いで、これからは高２（54K）がI君キャプテンのもとで新チームを作っていき
ます。

なお，まだ個人戦は続いています。場所と日時は６月８日（土）広島広域公園で９時開始予定です。

対　修道戦

D　Ｔ君・Ｙ君ペア

S1　Ｆ君

S2　Ｍ君
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学院応援団

硬式テニス部 , 高校 , Ａ

詳細を見る

0601　準優勝しました！
2013年06月01日

久し振りの更新です。
前回の更新は、全中県予選大会の前でした。
全中県予選の結果は・・・、団体戦一回戦敗退です。だから更新がなかった、というわけではなく、
いい写真が撮れなかったからですよ！
個人戦では、ダブルスでＳ君とＹ君のペアが５位入賞。中国大会進出を決めました。

さて、今日は広島市テニス選手権大会でした。
団体戦、タイトルのとおり準優勝しました！
ダブルスをしっかりと取り、応援でコートを盛り上げ、３ポイントを何とかもぎ取る、という
学院本来の形が実践できました。
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団体戦で最初にコートに入る、とても重要なＤ（ダブルス）２のＹ君・Ｏ君ペア。

後ろで応援してくれているのが中２です。

表彰式。キャプテンのＳ君が久し振りの賞状を受け取ります。

嬉しそうな５６Ｋのメンバーです。夏にもこの笑顔が見たいなぁ。

応援に来てくださった保護者のみなさま、ありがとうございました。
惜しくも優勝は逃しましたが、８月の市総体に向けて、心身ともに成長したチームに
なっていきたいと思います。
明日は個人戦。今回の個人戦はシングルスのみです。
明日も良い結果が報告できるよう、がんばります！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

練習試合（広大医学部の先輩方）
2013年05月20日

　先週の土曜日（18日）に、広島大学医学部テニス部の選手と練習試合をしました。
来ていただいたのは、ほとんどが学院ＯＢの方で、合宿などでいつもお世話になっている先輩方です。
高３（５３期）、高２（５４期）中心のチームでまずは団体戦を行い、その後、ダブルス・シングルスの
個人戦を数試合行いました。

　　中でも、互いのキャプテン同士のシングルスは白熱した試合になりました。 

　　高２のダブルスペアも果敢に挑んでいきます。さて、見事勝利することができたのでしょうか！？
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　試合後には先輩のアドバイスを真剣に聞き、テニス談義や大学や進路の話で盛り上がっていました。

　　現役時代から仲の良かった先輩と後輩のツーショットをいただきました。

縦のつながりが密にできているところは、テニス部の本当にいいところだと感じます。
先輩方、今後ともご指導よろしくお願いします。

さて、チームはいよいよ県総体を迎えていきます。高３（５３期）にとっては最後の大会になります。
県総体の日程は　６月１日（土）、２日（日）　団体戦・個人戦　　両日とも尾道びんご運動公園
　　　　　　　　６月８日（土）、９日（日）　個人戦残り　　両日とも広島広域公園テニスコート
となっています。応援よろしくお願いいたします。

硬式テニス部 , 高校 , Ａ

詳細を見る

0502　明日から全中です。
2013年05月02日

５月になりました。
桜もすっかり散って、若葉の美しい季節です。

中２は自然に囲まれたテニスコートで、久し振りにラリー練習をしました。
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次のページへ

明日から３日間、広域公園で全国中学生テニス選手権大会広島県予選大会が行われます。
３日は個人戦ダブルス、４日は個人戦シングルス、そして５日は団体戦です。

中３は試合に向けて、気合いを入れて階段ダッシュをしました。
最後のミーティングでは、「それぞれがベストを尽くしましょう！」というキャプテンからの言葉。
どのような結果になっても、悔いがないと言いきれるように、それぞれがベストを尽くしたいと思います。
どうぞ応援よろしくお願いいたします！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る
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