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0329　ダブルスBEST4！
2013年03月30日

２８日、２９日に広域公園で行われた、広島市テニス協会主催の大会で、
Ｓ君とＹ君のペアがダブルスBEST4に入りました！

高校生の先輩も、後ろで祝福してくれました。

春からの公式戦に向け、これからも技術を磨いていきます。
たくさんの応援、ありがとうございました！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0323　中１の練習
2013年03月23日
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今日は、もうすぐ先輩になる５７Ｋ中１だけの練習日でした。
広島市テニス協会の試合が近いので、ダブルスの試合中心の練習をしました。

写真は、アップをしているところです。
あたたかくなって、動きやすくなってきました。
水分補給と紫外線対策を忘れずに！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0321　春休み
2013年03月21日

春休みに入りました。
桜も咲きはじめています。入学式まで咲いていてくれるか…ちょっと心配です。

　　～世の中にたえて桜のなかりせば 春のこころはのどけからまし～

さて、期末試験の返却も終わり、晴れ晴れとした表情の部員たちです。（19日撮影）

Ｙ君が着用しているのは５６Ｋのウェアです。
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左胸に学院のマークが、左袖に「広島学院」の文字が入っています。

春からの公式戦に向けて、チーム力を高めていきましょう！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0214　本日の練習
2013年02月14日

火曜日は雨で練習できなかった中学テニス部ですが、今日は晴れて元気よく練習しました。
まずは全員でランニング、ストレッチ。
それから集まって「声だし」をします。

（写真では何をやっているのかよくわからなくなってしまいましたが…。）
その後、中２はコートで、中１はコートの外で練習します。
中１が戻ってくるのは１時間後。そして３０分間だけコートで打てます。

マラソン大会も終わって、「今日は何周走るんですか？」という質問が出ました。
今日からはまたカントリー２周です。
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トップで２周目に入っていくＮ君。それを追うＭ君。

２周なんて余裕、なカメラ目線のＫ君。

２月も中盤（今日が何の日かはあえて触れません）、少しづつあたたかくなってきました。
晴れて練習できる日が増えるといいなと思います。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0205　今日の練習
2013年02月05日

今日は午前中暖かかったのですが、午後からまた寒くなりました。
写真は、練習前に中１と中２が円になって、ストレッチをしている様子です。

この後、中１は１ヶ月振りに「高須台３周」の計測をしました。
ほとんどの生徒が５分～７分タイムを縮めました！　１０分以上速くなった生徒もいました。
体育の授業などで体力をつけてきた証拠だと思います。
長距離同様、テニスも練習した分だけ少しずつ上手になっているはずです。
目標をもって練習を重ね、少しずつでも力をつけていきたいと思います。
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練習中は大丈夫でしたが、練習を終えた頃から雨がぽつぽつと降りだしました。
今夜は雪の予報…まだまだ寒い日は続きそうです。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

平成２４年度　広島県高等学校テニス選手権大会　県大会　結果報告
2013年02月04日

先週の２月２日（土），３日（日）に尾道びんご運動公園で選手権大会の広島県大会がありました。
学院からはシングルスで６名，ダブルスで２組が出場しました。
県大会に出た学校の中では，一番多くの選手が出たことになります。
出場した各校の選手達は，広島県の各地区予選を勝ち上がった精鋭達で，非常にレベルが高く，そして
競った試合が多かったです。

結果はというと。。。正直，学院にとってはかなり厳しいものになってしまいました。
シード選手との実力差をまざまざと見せつけられました。顧問も選手たちも、とても悔しい思いをして昨
日戻ってきました。

高２にとっては，次の総合体育大会が現役最後の大きな大会になります。
テニスを始めた時の原点に戻り，もう一度勝つ喜びを得るためにも最後までしっかり練習を重ねて頑張っ
ていきたいと思います。
最後まで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 , Ａ

詳細を見る

0115　手がかじかみます。
2013年01月15日

今日、中１の上上グランドでの練習は、あまりに寒いということで…

「ケードロ」から始めました。
高須台を２周走った後とは思えない、見事な走りっぷり。

楽しそうに走り回っていますが、トレーニングですよ！
結局、早々と捕まってしまうと寒い、ということに気づきました。
その後、ボレーボレー。かじかんだ手はなかなか温かくならなかったようです。
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寒いとケガも多くなりますから、家でのケアもしっかりしましょう！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0105　気持ちも新たに
2013年01月05日

明けましておめでとうございます！
中学テニス部も今日から活動を再開しました。
写真は、カントリーをサボって歩いている姿…ではありません。

中１は、練習後にお隣の三輪神社へお参りしました。その帰り道です。
（もちろんその前にみんなで聖堂にご挨拶しました。）
今年も元気いっぱいテニスができますように！
今年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

平成24年度　広島県高等学校テニス選手権大会　地区予選　結果報告
2012年12月28日

選手権大会の広島地区大会が終わりましたので，結果を報告します。

学院からはダブルス３組（高２が２組，高１が１組），シングルス６名（高２が５名，高１が１名）が出
場しました。

選手によってはかなり厳しいドローを勝ち抜いていかなければならない者もいましたが，普段の厳しい練
習で培った力と，試合が無くても応援に駆けつけてくれたチームメイトの力を借りて，とてもすばらしい
試合を見せてくれました。
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結果，ダブルス２組（高２　Ｆ田・Ｍ上ペア，Ｔ・Ｙ田ペア），シングルス５名（高２　Ｍ上，Ｙ田，Ｆ
中，Ｔ田，　高１　Ｉ坊）が県大会に出場を決めました。

　　　　　　　　　　　　ダブルス　　高２　Ｔ・Ｙ田ペア

　　　　　　　　　　　　シングルス　高２　Ｔ田

　　　　　　　　　　　　試合後に正岡先生に結果報告

この大会は，12月15日（土），16日（日）の２日間で予定されていましたが，天候に恵まれず，コート
状況も悪かったため試合進行がうまく進みませんでした。

予備日として22日（土），25日（火）の２日間にも試合が行われたため都合が合わず，悔しい思いをし
た選手も出ました。

しかし，結果は結果として受け止め，この悔しい気持ちを振り切って我々は前に進んでいかなければなり
ません。

来年2月にある県大会もチーム全体で戦っていきたいと思います。

今年１年間、応援ありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
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　　　　　　　　　　　　雪の広域公園テニスコート

　　　　　　　　　　　　試合前に虹がかかりました。勝利の予感！？

硬式テニス部 , 高校 , Ａ

詳細を見る

1226　先輩ありがとう！
2012年12月26日

今日も、午前中は雪が舞って寒いテニスコートでした。
この冬休み、中１は８時半～、中２は１０時～練習しています。
今朝は早くから、中２の先輩が２名、コートに来ていました。
そして・・・、

中１の練習の球出しをしてくれました。優しいですね～。
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先輩に球出しをしてもらって、中１は真剣に打っていましたよ。
先輩ありがとう！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

1224　雪の舞う中…
2012年12月24日

今日は、テニス協会主催の大会もあるため、学校のコートでの練習は１４名でした。

サービスコートでのミニ試合を中心に行いました。
雪が舞っています。でも、中学生はあまり気にならないみたいです。
見ている顧問は凍えそうでした。

コートの隅で、突然筋トレを始めた２名。
これだけ寒いと何が起こるかわかりません。
しっかり身体を動かした後、「おかあサンタさん」の話などしながら帰っていきました。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

1220　冬休みの練習が始まりました。
2012年12月20日

終業式を終え、今日から冬休みの練習が始まりました。
今日は天候にも恵まれ、気持ちよくテニスができました。
中１も、普段の練習と違ってコートで打てる時間が長いので、楽しそうに練習しています。
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でもこの後、高須台コースを２周走って、テスト期間中の運動不足を痛感していましたよ。
暖かくなってから結果を出すには、この冬の練習が欠かせません。
寒さも厳しいテニスコートですが、みんなで一緒にがんばっています！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

1120　秋深し
2012年11月20日

秋も深まってきました。コート横の紅葉もきれいです。

中１は高須台を走った後、上上グランドでボールタッチの練習をしています。
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暗くなるのが早くなってきました。ボールが打てる時間も短くなっています。
集合や移動をはやくして、時間をうまく使いましょう。
それと・・・ケガにはくれぐれも気をつけて！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

1111 新人戦がありました。
2012年11月12日

夏休みの終わりに、

こんなことを言っていた５６Kですが、その５６Kが主体となって出場する
広島市中学校新人テニス大会が、１１月１０、１１日に行われました。
１１月１０日（土）は授業日だったので、授業を公認欠席して臨みました。
まずは団体戦。初戦は突破しましたが、次に対戦した崇徳中学校に敗れ
BEST４となりました。

表彰を受けるキャプテンＳ君（上）　今回の参加メンバー（下）

寒そうな色に写っていますが、広域公園は本当に寒かったです。
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団体戦終了後から、個人戦（シングルス・ダブルス）が行われました。
１１日（日）にも引き続き試合が行われ、結果、Ｔ・ＩペアがBEST４に入りました。

団体戦も個人戦も、負けた相手が優勝するという悔しい結果になりました。
これからの練習でしっかり実力をつけて、次の大会に臨みたいと思います。
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

1011　羽が生えてる？
2012年10月11日

９月末に１３分３５秒（カントリー３周）の記録を出した中２のＫ君ですが、今日の記録はなんと１３分
０４秒でした。
そして、Ｔ君も１２分５６秒という、素晴らしい自己新記録を出しました。
さらに、いつもトップで帰ってくるＹ君は、なんと…１１分５３秒！　羽でも生えているのではないか
と、背中を見てしまいました。

中１も、カントリー２周で８分２５秒という素晴らしい記録を、Ｎ君が出しました。
涼しくなって、走りやすい季節です。これからも努力を続けていきましょう！

写真はありませんが、ちゃんとボールも打ってます。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0927　新記録目指して
2012年09月28日

昨日のクラブで、うれしいことがありました。
副顧問が体育祭の準備を終えてコートへ行くと、既に練習を終えた生徒たちが着替えていました。
そして…、
「先生、今日１３分３５秒だったんですよ！ すごいでしょ！？」
中２のＫ君が報告してくれました。
カントリー３周のタイムで、自己新記録が出たようです！
Ｋ君は、中１の時はどちらかといえば最後の方にゴールしていました。
それが今では４番か５番にゴールに戻ってきます。
中２は、時間も限られているので、基本２周、早く２周を終えた生徒だけ３周めに挑戦します。
Ｋ君が最近３周目に向かっている姿は見ていましたが、それにしても１３分３５秒はよいタイムです。
キャプテンのＳ君も、「やっぱり、３周走る人はテニスでも強くなってますよね」と言っていました。
ちなみに、中２の最高記録はＹ君で、１２分台を出したことがあります。

中１も、毎回走るたびに自己新記録を出す生徒がたくさんいます。
ぐんぐん体力をつけているのですね！
もともとの得意、不得意はありますが、自分の新記録を目指していけばいいと思います。
明日の体育祭も楽しみです。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0810　市総体個人戦の結果
2012年08月31日

ご報告が遅くなりました。
８月１０日には、市総体の個人戦(ダブルス)が行われました。
５５期にとって、中学の公式戦はこれが最後です。
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ダブルスに力を入れてきた学院中テニス部にとって、勝負の日でした。

Ｍ・Ｗペア(左)、Ｙ・Ｍ下ペア(右)

個人戦も、応援に支えられます。Ｆ君、Ｔ君ありがとう。

Ｍ岡・Ｙペア

Ｔ・Ｍ本ペア（キャプテン・副キャプテンお疲れ様でした！）

結果は、１０４ペア中、Ｙ・Ｍ下ペアがBEST16、Ｍ岡・ＹペアとＴ・Ｍ本ペアがBEST8に入りました。
これからも技と心を磨いていってください。
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硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

第65回広島県新人大会（個人）地区予選　結果報告
2012年08月18日

１６日（木），１７日（金）の２日間にわたり，広域公園テニスコートで新人大会の個人戦
（地区予選）が行われました。

各学校でシングルスは６名，ダブルスは３組しか出場することができないので，学院では夏休みの最初に
部内戦を行い，厳しい戦いに勝ち残った選手（高２ ７名，高１ １名）が出場しました。

結果，シングルスでは６人中３人，ダブルスでは３組全てが県大会の出場権を得ることができました！
おめでとう！！

高２ Ｆキャプテン，Ｔ副キャプテンを中心に，夏休みは厳しい練習を行っています。
基本を大事に，意識付けをしっかりと，そして自分を追い込む姿勢をもつ。
これからもチーム一丸となって戦っていきますので，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 , Ａ

詳細を見る

0809　市総体団体戦ベスト４
2012年08月09日

今日は市総体の団体戦がありました。

団体戦は、ダブルス２つ、シングルス３つの合計５つで試合をします。
それぞれが６ゲーム先取で１ポイント。先に３ポイント取った方が勝ちです。
１回戦は、東雲中学校との対戦。
初戦だったので最後まで試合をして、５－０で勝ちました。

２回戦は井口台中学校との試合。３ポイント取ったので、試合を打ち切り３－０で勝ちました。
ちなみに、打ち切りの連絡があるまでの時間差のため、あとの２試合も終わっていました。
その２試合も入れると４－１でした。

準決勝は修道中学校との対戦。
ダブルスとシングルスを１つずつ取って、最後のシングルス勝負になりました。
その試合を任されたのはＭ君。
Ｍ君は、０－３から粘って２－４まで差を縮めましたが、３－６で負けてしまいました。

各自が自分の弱さと向き合って、高校での課題にしてくれることを願っています。

第３位（ベスト４）になったので、表彰式に出席しました。

Page 16 of 33

2020/11/17



久し振りの賞状、とれてよかったね！　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

0808　明日は市総体
2012年08月08日

明日からいよいよ市総体です。
明日、９日には団体戦と、それが終わり次第、個人戦（ダブルス）があります。
１０日は個人戦ダブルスです。
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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0806　中２と中１の対面
2012年08月06日

８月６日、今日も平和な朝でした。

　まさか、コート横でボーリング・・・？　ではなく、

　中２のＫ君がいつも持ってくるペットボトル。
　（記名しましょう。）
　しっかり凍らせてありますが、
　こうやって置いておくと液体になります。
　（気を抜くとぬるくなります。）

今日の練習は中２と中１。
せっかくなので中１も少しだけコートに入り、中２と中１で１５分間の「コーン当て対決」を行いました。

コートの向こう側に置いてある赤いコーンに当てたら１点。

ひたむきな中１と、負けられないから必死な中２。
経験を生かして、見事、２２対６で中２が勝ちました！

　中２と中１の対面式では、
中２キャプテンのＳ君から、
「今のうちにしっかり走って体力をつけてください」

　とのメッセージをもらいました。

　その後、中１はカントリーコースを走り、
　コート横の道をダッシュします。

通称「アピールダッシュ」。
　コート外の練習だけど、コートの中にいる先生や先輩に
　自分をアピール！

　（細い道なので、気をつけないと激突します。）
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練習が終わっても、まだまだ元気な中１。
中１の次のクラブは、先輩の試合の応援です。 

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0805　今日の練習
2012年08月05日

今日もよく晴れて、テニス日和です。

青い空、白い雲、熱いテニスコート。
午前中は中３と中１の練習がありました。まずは中３から。だいぶ足が動くようになったＫ君。

今日もＯＢのＨ先輩が指導に来てくださいました。
何やら見慣れない大きさのボールを持っていますね。
中３は、市総体まであと少しです。少しでも強いチームを作りましょう！

続いて、中１の練習。カントリーを２周走った後のコート練習です。
今日は、ばてる生徒がいませんでした。少しずつ体力をつけてきている模様です。

中１も、Ｈ先輩がバックハンドストロークの指導をしてくださいました。
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真剣な表情でラケットを振っています。コツをつかむことができたかな。

フィリピンの矢野先生、見てますか～？
明日からまたコート外練習だけど、暑さに負けず頑張ります！

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0801　中３合宿
2012年08月03日

中３は、７月３０日～８月１日の２泊３日で、三次に合宿に行ってきました。

　三次へ向かうバスの中です。
　仲良くトランプをしています。
　カードをきる姿まできまっている
　キャプテンのＴ君。

　７月３０日（月）
　この日は、高校テニス部顧問の正岡先生が
　指導に来てくださいました。
　正岡先生は中３の担任団ということもあり、
　中３の様子を気にかけてくださっています。
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正岡先生のアドバイスを受けて、３０日はダブルスの試合をしました。

夕食は焼き肉でした。

７月３１日（火）

シングルスの総当たり大会を行いました。
合間には、ＯＢのＨ先輩が指導してくださいました。

　夜はミーティング。
　みつけた課題や団体戦への意気込みなどを
　発表しあいました。

８月１日（水）最終日は団体戦をしました。
キャプテン率いるＴチームと、副キャプテン率いるＭチームとの対戦。

試合前、チームで肩を組み気合いを入れます。
こういうことが自然にできるところが、この学年のいいところ。

団体戦はダブルス３つ、シングルス３つで全員出場しました。
チームの応援も盛り上がり、白熱した試合となりました。
結果は・・・引き分け。得失ゲーム数までまったく同じでした。
充実した合宿ができたと思います。
お世話になった方々、参加させ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！

硬式テニス部 , 中学
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詳細を見る

0729　無理っ!!!
2012年07月29日

昨日から中１はテニスコートでの練習を始めました。夏休み中は４回しかコートに入れません。

元気のよいかけ声でランニングしていました。声を聞く限りでは、強くなりそうな学年です。
ボールを打つ姿は撮影できませんでしたが、やはりコートでの練習は楽しかったようでした。

さて、日も高くなり、中２が練習にやってきました。
「暑い!!」「先生、今日は特別に暑くないですか？」
…今日が特別に暑いのではありません。あなたたちが涼しい山から帰ってきたばかりだからです。

　しかし、暑いことには変わりありません。

　テニスボールもコートから逃げ出しています。
　（誰だ、ボールを出したのは。）

それでは、ボールも逃げ出すテニスコートが
どれくらい暑いのか計測してみましょう。

　３２℃。
　天気予報どおりですね。

　しかし、これは風の通る審判台での計測。

　温度計をコート表面に近づけると、みるみる温度が上昇。

　４０℃超えました。

　４１℃くらいです。

（生徒の胸の高さでは、３５℃前後でした。）
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温度計を見て、「無理っ!!!」とか何とか言いながらも、元気よく練習する中２。

時には熱い友情も…。

明日から中３が合宿に行くので、中１と中２はしばらく練習がありません。
このうちに、しっかり宿題を進めておきましょう！

硬式テニス部 , 中学
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詳細を見る

0727　市総体に向けて
2012年07月27日

練習後の職員室にて、何やら真剣に見ている少年３人。

市総体の組み合わせ表を見ているようです。
特に団体戦の、他校のメンバーが気になる様子。

市総体は８月９、１０日。団体戦は９日にあります。
今度こそ、悔いのない試合ができるように。今、中３は一丸となって練習に励んでいます。
市総体で中学テニス部を引退する中３にとって、本当に大事な大会です。
どうぞ応援よろしくお願いします！

それにしても…黒くなりましたね。テニスコートは今日も暑かったです。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0628　最後の合同練習
2012年06月28日

中２は、１時間半の練習中に30分しかコートで打てません。
それ以外の時間は、カントリーコースを走ったり、上上グラウンドと呼ばれる高いところにある小さなグラ
ウンドで練習したりしています。

左の写真のT君とO君のペアは、今日ボレーボレーが１４４回できました！
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火曜日に、キャプテンが言いました。
「次のクラブが、中２と中３が一緒に練習できる最後のクラブです。」
来週は期末試験一週間前で、クラブはありません。
その後は夏休み練習になり、中２と中３が一緒に練習をすることはありません。
そういうわけで、今日は最後の合同練習でした。
一緒にコートにいても同じメニューをするわけではありません。
だけど、最後だと思うと、少し感慨深いものがありました。

高校に入ったらまた、一緒に練習してね。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

県総体・中国大会個人戦報告　高3引退　
2012年06月18日

6月9日（土），10日（日）に広島県総体個人戦の続きが広域公園で行われました。
シングルスで高3のW君，Ｍ君，高2のＭ君，Ｆ田君，F中君，Ｔ君の6名が出場し，ベスト16に高3のW
君，M君と高2のF君が入り，中国大会出場が決まりました。
先週に引き続き，試合に出場しないメンバーは本部運営を頑張り，高1は先輩の姿を目に焼き付けようと
必死に応援していました。
チームのメンバーが一体となって大会に取り組むことができ，出場選手も自分の力をしっかり発揮するこ
とができたと思います。
当日はたくさんの方に応援に駆けつけていただき，ありがとうございました。
なお，先日の16日（土）に島根県松江市で行われた中国大会に出場した3名は，2回戦までで敗北し，高3
は引退となりました。
最後まで必死に取り組む姿勢を見せてくれた高3（52期）に本当にありがとうと言いたいと思います。こ
れから受験勉強に忙しくなりますが，テニスで培ったスピリッツでしっかり頑張ってください。
後輩も先輩の姿を見てこれからますます成長してくれることでしょう。期待しています。
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硬式テニス部 , 高校 , Ａ

詳細を見る

県総体結果報告
2012年06月04日

　６月2日（土），3日（日）に行われた県総体団体戦に出場してきました。
２日（土）は三原運動公園でベスト４まで試合を行いました。結果は以下の通りです。
　　第一試合（２回戦）　学院　３　－　０　広島国際学院
　　第二試合（３回戦）　学院　３　－　０　市立広島商業
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　　第三試合（４回戦）　学院　０　－　２　広陵
ベスト４をかけて広陵高校と対戦しましたが，ダブルス・シングルスともにあと一歩のところで勝ちに手
が届かず，惜敗してしまいました。
試合に出たメンバーの中でも、特に52期高3は最後の試合で最高のプレーを見せることができました。そ
れを応援で支えた他のメンバー、そして会場まで足を運んでくれた高3の生徒に感謝したいと思います。
また、当日は当番校として大会を運営し、スムーズな試合進行に協力することができたため、委員長より
賛辞をいただきました。

３日は団体戦が前日で終わったため，びんご運動公園で個人戦を戦いました。
今週末１０日（土），１１日（日）も個人戦が続きますので，引き続き応援をよろしくお願いいたしま
す。会場は広域公園です。
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硬式テニス部 , 高校 , Ａ

詳細を見る

0603　テニス選手権大会の結果
2012年06月03日

２日（土）と３日（日）に、広域公園テニスコートにて、広島市中学校テニス選手権大会が行われました。
２日の団体戦、一回戦は崇徳中学校との対戦でした。
ダブルス１のＮ・Ａペアは６－０で勝利。
ダブルス２のＹ・Ｍペアは苦戦しましたが、なんと０－５から粘って６－５と勝利をもぎ取りました。
その後、シングルスを２つ取られて、２－２でキャプテンＴ君のシングルスの勝負となりました。
大変緊張感のある試合でした。何度も雰囲気にのまれそうになりましたが、中２も含めたテニス部全員の応
援により、勢いを手に入れて６－５で勝利！
本部に勝利の報告をしたＴ君が、「応援に力をもらいました。応援のお陰で勝てました。」と言っていたの
が印象に残りました。
続く二回戦は、広島なぎさ中学校との対戦。ダブルスを１つとりましたが、残念ながら１－４で負けてしま
いました。
悔しさは大きいですが、やはりダブルスを取らなければ勝てないことなどを学ぶ、よい機会になりました。

３日個人戦シングルスでは、キャプテンＴ君と副キャプテンＭ君がベスト１６まで残りましたが、残念なが
ら賞状には手が届きませんでした。
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　　　　　　　　　個人戦終了後　（試合のないＭ君も応援に来てくれました。）

これからテニスコートは暑くなりますが、暑さに負けない強い身体と精神と、何よりチームワークで市総体
に向かって頑張りたいと思います。
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

0530 今週末は選手権大会です。
2012年05月30日

今週末、６月２日（土）と３日（日）に「広島市中学校テニス選手権大会」が広域公園で行われます。
２日は団体戦と個人戦シングルス（１～２回戦）、３日には個人戦シングルス（続き）があります。
団体戦は、まず崇徳中学校との対戦です。厳しい戦いになると思いますが、それに勝つと、ＧＷの全中県予
選１回戦で敗れたなぎさ中学校と対戦できます。
団体戦は、あくまで優勝目指して頑張ります。どうぞ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

広島県総体へ向けて
2012年05月10日

６月２日（土）、３日（日）に県総体があり、団体戦と個人戦が行われます。
会場は２日が三原運動公園、３日が尾道びんご運動公園です。
高３（５２期）にとっては、最後の大きな大会になります。
県総体に向けて、Ｆキャプテン（５３期）を中心に、練習メニューを工夫しながら密度の濃い練習を行っ
ています。

まずは、今週末１２日（土）、１３日（日）に行われる中国ジュニア（兼）全日本ジュニア広島県大会
（会場　広島広域公園）でいい成績を残せるように頑張っていきたいと思います。

高２の各正規ペアから今後に向けての意気込みが届きましたので、これから逐次紹介します。

Page 29 of 33

2020/11/17



自分たちなりのテニスで、部員の「自分のテニス」を発掘していきます。（Ｙ・Ｔペア）

互いに信頼し、言葉を交わさずとも気持ちを理解できるダブルスを目指していきます。（Ｔ・Ｙペア）

硬式テニス部 , 高校 , Ａ

詳細を見る

0510 今日も練習日和でした
2012年05月10日

今日も天気がよく、暑いくらいの一日でした。
中３の練習は、Tキャプテンを中心に少しずつ引き締まった雰囲気になってきました。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0508 今日の練習
2012年05月08日

全中県予選が終わって初めての練習日でした。
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今までより気持ちを引き締めて参加する部員が多かったように思います。
でも、まだまだできることはあるはず。
学院テニス部がこれからどれだけ成長するか、顧問としても楽しみです。

さて、今日はＯＢのＨ先輩が指導に来てくださいました。
Ｈ先輩は「週２回の練習で勝つために、この１時間半を濃いものにしよう！」とアドバイスしてくださいま
した。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0505　全中県予選
2012年05月07日

GWに全国中学生テニス選手権大会広島県予選がありました。
５月３～４日の個人戦では、ダブルスのＴ・Ｍペアが６位入賞、中国大会の補欠に入りました。
５日の団体戦では、開会式の抽選で、優勝候補のＮ中学校と一回戦で対戦することになりました。
団体戦は、ダブルス２つ、シングルス３つの５試合で勝敗を決めます。
「勝ちます！」の言葉どおり、ダブルスのＡ・ＮペアとＹ・Ｍペアは熱戦の末勝利！！！
結果、２－３で負けてしまいましたが、諦めずに試合に臨む大切さを実感することができたとともに、これ
までの練習でのチーム意識を見直すよい機会になったと思っています。
応援に来てくださった保護者のみなさん、ありがとうございました。
団体戦メンバー以外の中３部員、中２部員もたくさん応援にきてくれました。テニスの応援は声をかけるこ
とができないので難しいのですが、拍手や歓声でいい雰囲気を作ってくれました。

　　　　　　　　赤いウェアは５５期が選んだものです。なかなか似合ってますね。

大会後には、準優勝のＪ中学校に練習試合を申し込みました。
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試合で勝ちたい、テニスを頑張りたい。そんな思いが伝わってくる練習試合ができました。
Ｊ中学校テニス部のみなさん、ありがとうございました。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

県総体広島地区予選　結果
2012年04月17日

４月１４日（土），１５日（日）に広島広域公園テニスコートで県総体の広島地区予選が行われました。

すでに県総体出場を決めている高３（52期）２名，高２（53期）１名以外のメンバーで春休みに部内戦
を行い，勝ち残ったシングルス上位６名，ダブルス上位３組が試合に出場しました。

結果，シングルス４名(+3名），ダブルス２組が見事に県大会への出場権を得ることができました。

新年度になり，53Ｋ中心のチームになりました。Ｆ君を中心にこれからも真剣にテニスに取り組み，団体
戦での上位進出を目標に頑張りますので，今後とも応援をよろしくお願いいたします。

硬式テニス部 , Ａ

詳細を見る
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前のページへ

0412　今日の練習 2012年04月13日

今日は晴れて練習日和でした。
中３はキャプテンのＴ君を中心にメニューを工夫し、５月の大会に向けて頑張っています。
中２はランニングの後、ボレーやストロークを練習しました。
ケガで休んでいたＯ君が来週には復活するので、次回は全員そろった集合写真が載せられそうです。

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る

0406　活動紹介
2012年04月06日

  中学テニス部は、火曜日と木曜日の放課後に活動しています。

 現在、中３（５５期）が１９名、中２（５６期）が１８名、顧問２名の
計３９名です。

 今日は春休み最後の練習でした。冷たい風が吹いたり小雨が降ったり、
寒い日でしたが、元気に練習しました。

 （写真の桜はコートの横に落ちていたものです。前庭の桜が咲きはじめ
ました！）

硬式テニス部 , 中学

詳細を見る
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