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59期　最後の試合
2019年06月14日

６月１日（土） 広島県高等学校総合体育大会に出場しました。
１回戦　広島学院２－０国泰寺　　２回戦　広島学院０－２山陽
１回戦の序盤はリードされる苦しい展開でしたが、ピンチサーバーがチームピンチを救い、ストレート勝ち
を収めました。２回戦はこれまで何度も対戦してきた山陽高校と対戦。お互い戦術を知り尽くしているの
で、真っ向勝負でぶつかりあいました。あと1歩でしたが、全力を出し切った試合でした。 
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 試合後に、５９期の最後のミーティング。５９期全員がこれまでをふり返り、今の思いを語りました。まっ
すぐな気持ちは後輩たちにも届きました。たくさんの応援ありがとうございました。

バレーボール部

詳細を見る

５８期　卒業おめでとう
2019年03月04日

３月２日（土）に高校の卒業式がありました。６年間、バレーの練習をしたザビエル体育館で追い出し会が
ありました。５９期が考えたコントや歌？が披露されました。

〈　卒業生から後輩たちへのメッセージ　〉

〈　保護者と　〉

〈　部員一同で　〉

最後は恒例の胴上げです。

クラブ等活動 その他

無線同好会

カトリック研究会

GSS(ジャグレンジャー)

図書委員会

美化委員会

放送委員会
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５８期卒業おめでとう！　未来に向って羽ばたけ！！

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

中国新人大会・広島地区予選
2019年01月16日

中国高等学校バレーボール選手権大会の広島地区予選が行われました。結果は以下の通りです。
○１月６日
１回戦　広島学院２－０宮島工業　　　２回戦　広島学院２－０県立広島
○１月１２日
３回戦　広島学院１－２賀茂
○１月１３日
順位決定戦　　広島学院０－２西条農業　　　広島学院１－2山陽　　※広島県大会出場決定
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今週末に、中国大会をかけた広島県大会があります。チームがまとまり、接戦をものにできるように頑張り
ます！

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

選手権大会
2018年11月06日

１０月２７日（土）、広島県選手権大会（春高バレー）が始まりました。
５９期主体の新チームで臨む、初めての県大会です。結果は以下のとおりです。
　・１回戦　広島学院２－０御調　　　　・２回戦　広島学院２－０福山工業
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 今週末（１０日）は、ベスト１６をかけて呉港と対戦します。応援よろしくお願いします。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

2018年夏
2018年09月06日

夏休みに行われた大会の試合結果です。
○中国私立高等学校バレーボール選手権大会（７月30日～８月１日）
　〈予選リーグ〉　広島学院０－２山陽　　広島学院０－２関西　
　〈順位決定戦〉　広島学院２－１就実
○体力づくり新人バレーボール大会（９月１日）
　〈予選グループ選〉　広島学院０－２山陽　　広島学院２－１千代田

　２年生も１年生も、自分の役割を理解し、自分でやるべきことを常に考え、練習した夏でした。７月の終
わりに行われた中国私学大会後、練習試合を積み重ね、９月の体力づくり新人大会に臨みました。予選リー
グ２位で決勝トーナメント進出には至りませんでしたが、秋の選手権大会に向けて各自が取り組むべき課題
を見出すことができました。また、夏休み中には、多くのＯＢが練習に来てくれて、熱心に後輩を指導して
くれました。いろいろな話もしてくれました。ＯＢの先輩に教わったことを忘れず、お互いにしっかり声を
かけあって、日々の練習に励みたいと思います。
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 試合会場では、保護者のみなさんやＯＢが応援してくれました。
たくさんの声援ありがとうございました。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

県総体への道
2018年05月04日

年度が変わり、春の大会が始まりました。
４月８日（日）春の中国大会広島地区予選。初戦の基町には２－０でストレート勝ちをおさめました。次の
広島工業戦は、あと一歩のところまで追い詰めましたが、勢いに乗れずストレート負けでした。翌週の順位
決定戦で県大会出場を目指して戦いましたが、３戦ともすべてフルセットの末に勝ちを逃しました。
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 ４月２８日（土）広島県総合体育大会広島地区予選。
３チームのリーグ戦を１位で勝ち上がれば県総体への出場が決定します。

結果は１勝１敗で３チームが並び、得失セット数の差で県大会出場は叶いませんでした。この日をもって高
３（５８期）の５名が引退となりました。
最後の安佐北戦では、３年生が奮起し、途中から出場した２年生が後押しする展開で、フルセットにもつれ
た試合を２５対２３で勝利。今までフルセットをものに出来なかった試合が続きましたが、最後はみんなの
願いが一つになって勝利をもぎ取ることができました。  

最後まで大きな声援ありがとうございました。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

祝！卒業
2018年03月04日
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５７期生の卒業式がありました。
式後、親しんだ体育館で卒業のお祝いをしました。

後輩と一緒に…

保護者と一緒に…

最後はみんなで円陣。

卒業おめでとう！　　さらなる飛躍を祈念しています！！

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

有言実行
2017年11月03日

１０月２８日に神辺旭高校で選手権大会が開催されました。別名『春の高校バレー』と呼ばれ、全国につ
ながる大会です。山陽高校と対戦しフルセットの末敗れました。敗因はサーブカット。攻撃や守備のつな
ぎに手ごたえも感じました。生徒も何をやればチーム力がアップするかつかめたと思います。
１月までに課題を克服し、レベルアップしたチームで新人戦を迎えたいと思います。
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バレーボール部 , 高校

詳細を見る

体力づくり新人大会
2017年09月06日

９月２日（土）は広島地区体力づくり新人大会でした。
新人戦なので、すべての学校が新チームで挑みます。予選リーグの初戦は広島工業と対戦。相手の強いサー
ブに乱され、思うような攻撃もできないまま１セット目を先取されました。２セット目は、序盤からレフ
ト、ライトのアタックが決まり、中盤にはセンターのクイック攻撃も機能して、セットを奪い返しました。
フルセットにもつれた試合は、お互い一進一退の攻防で２０-２０を迎えましたが、自分たちのミスから流れ
を失い、２５-２０で敗れました。もう１試合の千代田戦は、セットカウント２－０で勝ちました。結果、予
選リーグ１勝１敗の２位。翌日の決勝トーナメント進出を逃しました。
夏休みの練習目標は、『今大会で決勝トーナメントに進出し、自分たちの力を試す』でした。「あと５点」
で決勝トーナメント進出を逃し、悔しい思いを選手も監督も味わいました。2年生の堅実なプレーや１年生の
攻撃力の向上も見られた、内容のある大会になりました。しかし、目の前の勝負に対する甘さもまだまだあ
ります。課題を克服しながら、選手権大会に向けて再出発です。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

2017年　夏休み
2017年08月30日

夏休みの活動報告です。
〈　公式戦の結果　〉
○中国私学選手権大会　７月31日（月）～８月２日（水） 広島県立総合体育館
　　予選リーグ　広島学院０－２瀬戸内　　広島学院２－１就実　　広島学院０－２関西
　　順位決定トーナメント　　広島学院１－２山陽
○県知事杯　８月５日（土）…呉市総合体育館
　　１回戦　広島学院０－２祇園北

　（写真は中国私学選手権大会）

　６月に高３（５７期）が引退し、高２と高１（１７名）で練習しています。この夏もたくさんのＯＢが練
習にきてくれました。自分たちが経験したことを、一緒に練習しながら後輩たちに伝えてくれました。あり
がたいことです！　
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　新チームになって初めての公式戦で、初勝利を手にしましたが、岡山県の強豪校と対戦し、２５－３で負
ける苦い経験もしました。１年生がコートの中に多くいるので、未熟な面もたくさんあります。オーバーや
アンダーの精度が低いので、まだまだ納得のいく試合ができていません。しかし、試合を重ねるにつれて、
コンビやレシーブも良くなってきました。主将を中心にまとまりもできてきました。
　この夏に経験したことを、９月にある体力づくり新人大会で発揮してくれたら、OBも喜ぶと思います。未
完の大器？だと信じて前進あるのみ！　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
練習の合間に・・・８月２３日（水）に中学バレー部と一緒に海に行きました！

　バーベキューや海水浴を楽しみました。

はしゃぎすぎて、少し疲れてる？ 

こんな感じで夏休みもあとわずか・・・。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

オープンスクール
2017年06月20日

６月１７日(土)のオープンスクールで、バレーボール体験を運営しました。短い時間でしたが、たくさんの
小学生が訪れてくれました。
今回の企画は、すべて高２と高１が協力して考えました。小学生たちは、バレーボールに親しみをもってく
れたでしょうか？

　　　　　　サーブ（いくぞ！　おりゃ～）　　　　　　　　　アンダーパス（ナイスイン！）　

　　　オーバーパスの見本をみて（難しそう･･･）　　　　高校生とパス（なーんだ　簡単じゃん！）

　指導の難しさを実感することも、自分の成長につながります。部員にとって、良い体験になりました！

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

57期引退
2017年06月08日

６月３日（土）広島県総合体育大会。高３の５７期生にとっては最後の大会です。
１回戦の相手は格上の賀茂高校。１セットめは中盤に大きくリードされて苦しい展開でした。終盤に７連続
得点で追い上げましたが、力及ばす２１対２５。２セットめは、リベロがしっかりレシーブし、両エースが
ブロックをはじき飛ばす勢いのあるアタックを連発。中盤は、ピンチサーバーが後押し。理想的な展開で、

Page 10 of 62

2020/11/17



集中力を切らさず１点１点重ねていきました。２４点までリード、あと１点というところで追いつかれ
デュース。結果は２５対２７で試合終了。惜しいのひとことに尽きるセットでした。
５７期が一つになって戦う姿に、応援していた後輩達も感動していました。

エースが打つ！

みんなで喜ぶ！

練習してきたコンビ

神ってる、ブロック

気合いよ、届け！
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 よいしょっ

頼んだで！！！

 任せろ～

 強気のサーブで、サービスエース

ＯＢや同級生、そして保護者のみなさんの声援が力となりました。
たくさんの応援ありがとうございました。

５８期と５９期の新チームです。さあ、どうなるか？　
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今後とも応援よろしくお願いします。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

県総体にむけて
2017年05月10日

５月６日（土）、県総体の地区予選が行われました。
気持ちとボールをしっかりつなげることを練習の中で確認して、地区予選に臨みました。途中交代で出場し
た選手の活躍もあって、接戦に持ち込みました。結果はセットカウント１－２。総力を尽くしての敗戦とな
りました。
高３が出場する公式戦は１ヶ月後の県総体のみとなりました。最後の試合では存分に戦えるようにあと１ヶ
月間時間を惜しんで練習したいと思います。 

５６期のＯＢや保護者の方の応援に励まされました。応援ありがとうございました。

バレーボール部 , 高校
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詳細を見る

背水の陣
2017年04月28日

　４月９日から３週間にわたって、中国高等学校バレーボール選手権大会が開催されました。
　初戦の井口高校戦は、堅さもありましたがストレート勝ち。２回戦の安西高校戦は、攻撃力の差で力及ば
ず。順位決定戦にまわることになりました。
　順位決定戦の初戦は美鈴が丘高校。リードできる場面でミスが続きストレート負け。県大会出場のために
は、残り２試合で２連勝しなければならない状況にまで追い込まれました。背水の陣で挑んだ、皆実高校戦
では、緊張を吹き飛ばす大きな声と両エースの頑張りでストレート勝ち。最後の対戦相手は五日市高校。勝
てば県大会、負ければシード権を失う大一番。１セット目は、相手のミスに助けられて２６対２４で辛くも
勝利。このままの勢いで･･･とはいかず、２セット目を接戦で奪われ、セットカウント１対１。５７期の運命
をかけたラスト１セットは２０点まで一進一退の攻防が続き、胃の痛い試合展開。最後は、練習してきたク
イックとレシーブが上手く機能し、なんとか勝利をもぎとりました。

３週間にわたって、悔しい思いをしてきましたが、この勝利が次の県大会や県総体予選につながればと思っ
ています。応援よろしくお願いします。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

体力づくり新人大会
2016年09月07日

９月３日（土）・４日（日）、体力づくり新人大会が行われました。広島地区の新チームの力をはかる大事
な大会です。
初日、４チームのリーグ戦を２勝１敗の２位で通過。途中出場のメンバーが適材適所で活躍し、一体感と勢
いがありました。
次の日の決勝トーナメントは、フルセットにもつれた試合を落として１回戦敗退。肝心な所で練習した攻撃
が決まらず、惜しい試合でした。

現時点で広島地区ベスト１６。上を狙える位置にいます。
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１１月には全日本選手権、１月には中国新人大会があります。悔いなく戦えるよう日々の練習に励みたいと
思います。

バレーボール部

詳細を見る

２０１６夏休み
2016年08月29日

　高２（５７期）主体の新チームになって初めての公式戦は、８月８～１０日に県立総合体育館で行われた
中国私学大会でした。予選リーグ戦で県外のチームから１勝。新チームとしての初勝利です。フルセットに
持ち込んだ試合もありましたが、予選リーグは１勝３敗。３日間で県外の強豪チームと対戦し、収穫の多い
大会となりました。
　８月２０・２１日には呉市で県知事杯が行われました。２回戦から出場し、２回戦、３回戦と２－０で勝
ち上がり、ベスト４をかけて県立工業と対戦しました。要所でミスが出て負けてしまいましたが、課題が見
つかる試合になりました。

（写真は中国私学大会） 

 ☆８月２６日は、中学バレー部と一緒に海水浴に行きました！

なお、例年８月末に行われていた体力づくり新人大会が９月３・４日にあります。
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夏休みに練習してきた成果を存分に発揮したいと思います。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

オープンスクール
2016年06月18日

本日はオープンスクールでした。ザビエル体育館にもたくさんの小学生が来てくれました！　
アンダーパス、オーバーパス、サーブを体験しました。

生徒がやり方を説明します。　　　　　　　　　　最初はアンダーパスでボールをかごの中に入れます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　結構、むつかしい・・・

思いっきりサーブ。　　　　　　　　　　　　　　　　最後はオーバーパス。何回か練習して本番。
ボールがどこに落ちるかで得点が変わります。　　　　　　　練習の成果は出たでしょうか・・・

たくさんのご来場、ありがとうございました。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

５６期引退
2016年06月14日

６月１１日（土）・１２日（日）
福山で県総体が開催されました。負ければ引退という状況で、３年生の５６期３名がコート内で躍動しまし
た。

 ３年生同士の息の合ったクイック攻撃

ベンチで声援を送る後輩たち 
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 練習してきた時間差攻撃

 チームの司令塔として牽引したセッターの２アタック

２日目は、シード校の高陽に最後まで食らいついて、学院らしいバレーができました。５６期の最後の試合
は県ベスト１６でした。最後に主将が、「夏に初めてチームを組んだときは、どうなるか不安だった。で
も、後輩達が経験を積んで、チームの躍進につながった。これからも自分たちが作ったバレーを基盤に成長
してほしい。５７期と５８期なら必ずできる。」 と後輩達にエールを送りました。

〈引退した高３の３人。〉

保護者の方々の応援も力になりました。ありがとうございました。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

県総体～56期の意地～
2016年05月02日

広島県総合体育大会の地区予選がありました。のどかな加計で大会が開催されました。
中国大会で「フルセットにもつれると負ける」という嫌なジンクスを晴らすためにも大切な大会でした。
初戦の修道戦で予想通りフルセット。３セット目、「またか？」という重たい空気を、２年生が体を張った
レシーブで変えてくれました。３年生のセッターも強気のトスでチームに勢いをつけて勝利。
久しぶりにフルセットをものにできました。
順位決定戦でも海田戦でフルセット。３セット目は一進一退の攻防。攻撃的なサーブと２年生のクイックと
ブロックで得点を重ね、なんとか勝利。
フルセットにもつれても、「いける！」という自信を取り戻せた大会になりました。
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 ６月に開催される、県総体まであと一ヶ月。高３の意地と高２の躍動感がうまく噛み合えば、面白いチーム
になる予感？    引き続き応援よろしくお願いします。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

中国大会広島地区予選始まる
2016年04月08日

４月３日（日）より、中国大会の広島地区予選が始まりました。　
なんと、５６期の野球部が応援に駆けつけてくれました。
１回戦　広島学院　２－０　美鈴が丘　　　２回戦　広島学院　２－１　山陽

山陽戦は、お互い攻めて拾ってつなぐという粘りのバレーで、１セット目は２７対２９の大接戦。惜しくも
１セット目を落としましたが、２セット目は、常に攻め続け、高さを生かしたブロックで流れを呼び込み２
セット目を奪取。３セット目はサービスエースとブとブロックで相手を翻弄し、フルセットの末勝利を収め
ました。
どんな局面でも攻めの姿勢を忘れず、チーム一丸となってつかんだ勝利でした。 
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野球部の応援からもたくさんの勇気をもらいました。次の試合も、勢いの乗って戦いたいと思います。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

５５期引退試合
2016年03月17日

３月１５日（火）の午後、５５期の引退試合を行いました。
５５期は５人なので、５４期のOBも駆けつけてくれました。

 　　　久しぶりの試合で、少し不安そう・・・　　　　　重たい体だけど大丈夫？　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　試合が進むにつれて、だんだん体も慣れてきて、動きも良くなり　　

　　　笑顔があふれていました。　後輩たちは、さすが先輩と思ったことでしょう。

Page 19 of 62

2020/11/17



  試合の後は、高１と高２が寄書きしたボールの贈呈です。

お疲れ様でした。また、遊びに来てください！

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

55期卒業！
2016年03月05日

３月５日（土）に５５期の卒業式がありました。
式後に、思い出の詰まった体育館で、56期と57期の後輩たちが先輩を送り出しました。

まずは、部旗の前で記念撮影。

記念品の贈呈。記念品は、引退試合の時の写真が入った写真立てです。

その後、恒例の胴上げ！　後輩たちが全力で持ち上げます。
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最後に、保護者や後輩たちと記念撮影。
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卒業おめでとうございます！この６年間で、精神的にも体力的にも大きく成長しました。
社会に羽ばたく５５期のみなさん、辛いときや苦しいときは同級生や仲間の顔を思いして、前に進んでく
ださい。たまには、学校に顔を出してください。　
５５期の保護者の皆様、バレー部を支えてくださり、本当にありがとうございました。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

新人選手権大会
2016年01月20日

１月１６日（土）、広島県高等学校新人バレーボール選手権大会が行われました。
　１回戦　広島学院　２－１　御調　　　２回戦　広島学院　０－２　神辺旭

初戦は緊張のためか思うようにプレーできず、スタートダッシュに失敗し、１セット目を先取されまし
た。そこから気持ちを立て直して２・３セットを奪い、２回戦は、選手権大会で準優勝したシード校の神
辺旭と対戦。
平均身長は学院のほうが高く、相手よりブロックの数は上回っていましたが、オーバーやアンダーの基礎
技能は圧倒的に相手のほうが上でした。相手の隙のない守りに阻まれ、なかなか得点できずに敗退しまし
た。勉強になった試合でした。
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「ここが勝負」という場面で必要とされるのは、基礎力と強い気持ち。
初心に戻り、次の４月の大会に向けて技術向上に励みます。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

中国大会を目指して
2016年01月12日

１月９日（土）・１０日（日）、新人選手権大会の広島地区予選が行われました。結果は以下の通りです。
３回戦　広島学院　２－０　瀬戸内　　　準々決勝 　広島学院　０－２　工大高
順位決定戦　広島学院　０－２　祇園北　　広島学院　１－２　賀茂　（広島地区９位）
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順位決定戦では惜しい試合がいくつもありました。
今週末の広島県大会でベスト８に入れば、中国大会に出場できます。

中国大会出場を目指して、全力で戦いたいと思います！

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

選手権大会（春の高校バレー）
2015年11月04日

１０月３１日（土）・１１月１日（日）第６８回全日本バレーボール高等学校選手権大会の広島県大会が行
われました。
５６期主体の新チームになって初めての県大会でした。高２が３名なので、高１も試合に出場します。
１０月に練習試合を行い、経験を積んで試合に臨みました。
高２キャプテンＡ君がセッターを務め、チームを牽引しています。高２の攻撃陣と高１の守備がどこまで通
用するかがポイントでした。

相手の攻撃をブロック
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サーブで攻める

相手の３年生エースと勝負

練習してきたＢクイックで攻撃

守備から攻撃へ流れをつくる

・１回戦　広島学院　２－１　呉工業　　　　　・２回戦　広島学院　０－２　高　陽

今回の選手権大会では、簡単なプレーでミスが出て、リードされる場面が多々ありました。非常にもったい
ない！しかし、最後までボールを落とさない粘りは随所に見られました。
１２月の新人戦に向けて、各自が攻撃力アップを自覚しながら練習に励みたいと思います。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

夏休みの大会報告
2015年08月26日

○中国私立高等学校選手権大会　８月１７～１９日 
・予選リーグ…１勝2敗（３・４位トーナメント進出）
　　広島学院０－２城北　　広島学院０－２瀬戸内　　広島学院２－０岡山理大附 
・３、４位トーナメント
　　１回戦　広島学院０－２松江西

○体力作り新人大会（広島地区）　８月２２・２３日 
・予選リーグ…２勝１敗（２位トーナメント進出）　　　
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　　広島学院０－２安古市　　広島学院２－０皆実　　広島学院２－０国泰寺　
 ・２位トーナメント
　　１回戦　広島学院２－１賀茂Ｂ　　　２回戦　広島学院０－２高陽 

 　　　　夏休みに練習した成果が出ました。１年生が多いチームなので、伸びしろは十分あります。
　　　　　選手権大会に向けて、一丸となって練習に励みます。応援よろしくお願いします。

バレーボール部

詳細を見る

Page 26 of 62

2020/11/17



広島市中学校総合体育大会
2015年08月10日

広島市中学校総合体育大会が東原中学校で開催されました。
１回戦の相手は安西中学校。出だしはサーブで攻めて、相手のリズムを乱し９対６までリードしました。
しかし、終盤にかけてスパイクミスが出てしまい、セットを取ることができませんでした。
夏休みに課題として挙げていた「素早く動く」、「声を出す」、「効果的なサーブ」は、試合の中で成果と
してあらわれました。
結果は２－０のストレート負けでしたが、練習したことを十分発揮してくれました。

試合後の集合写真　　　 前列：中３（58期）　　２・３列目中２（59期）
保護者のみなさま、暑い中の応援ありがとうございました。

バレーボール部 , 中学

詳細を見る

広島市中学校総合体育大会　区大会
2015年07月21日

７月20日、広島市中学校総合体育大会の区大会が行われました。
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 結果は１勝２敗。　
３週間後の８月９日に行われる市大会が、中３（５８期）にとっては中学最後の大会です。
悔いの残らないように、夏休みの練習に励みたいと思います。

バレーボール部 , 中学

詳細を見る

５５期引退試合
2015年07月19日

７月１８日、５５期（高３）の引退試合を行いました。
引退してから１ヶ月半、久しぶりに５５期が体育館に集合しました。

のびのびとしたプレーで現役を圧倒する活躍ぶりに、高１・２は先輩たちの偉大さを実感しました。

これからの夏休み、高１・２は練習に励んで心身ともに強くなることをめざします。
高３はバレー部で身につけた強靭な精神力と体力で自分との戦いをのりきってください。

保護者のみなさま、暑いなか応援くださりありがとうございました。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

オープンスクール
2015年06月20日

本日はオープンスクールでした。授業体験の他に、クラブも体験できます。
ザビエル体育館に、たくさんの小学生が来てくれました。
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　　ソフトバレーボールを使って、最初はオーバーパス。チャンスは５回。何回入るかな？

次はアンダーパス。かごに入るでしょうか。 　　　　　　最後は、サーブ。　熱血指導の効果は？

たくさんのご来場ありがとうございました。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

夏に向けて
2015年06月12日

６月９日（日）に広島市バレーボール選手権大会が開催されました。
区大会で敗れた修道中学校と対戦しました。
１セット目を落として、後がなくなった２セット目は、デュースまでもつれました。３１対３０まで一進
一退の攻防が続きましたが、最後は相手のアタックが決まりゲームセット。悔しい試合展開でした。
夏に向けて１つでも多く勝てるように、今週から練習しています。

 　　　　　　　高校生とアップ　　　　　　　　　　　　　　　ブロック練習　　高く跳ぼう！

　　　　　サーブ練習　ジャンピングサーブ！？　　　　　トス練習　　アタックにつなげ！

応援よろしくお願いします。
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バレーボール部 , 中学

詳細を見る

５５期最後の大会
2015年06月09日

６月６日・7日に５５期の引退試合となる、広島県総合体育大会が開催されました。
２日目に残って、シード校と対戦するためには２連勝しかありません。
初戦の相手は、呉宮原高校。学院をよく知っているので、弱点を巧みに突いてくるチームです。１セット
目は相手のミスにも助けられて難なく先取。しかし、２セット目はクイック攻撃で翻弄され、追いかける
苦しい展開。副キャプテンのS君のサーブから流れを引き寄せデュースに持ち込み、３年生エースO君とH
君がアタックを決めて、何とかストレート勝ちを収めました。
さすが３年生という試合内容でした。次の尾道北高校にも勝利して、初日を終えました。

いよいよ、シード校の祇園北高校と対戦。常に大きな声を出し、練習したことを最大限出しましたが、
シード校の壁は厚くベスト１６で最後の大会が終了しました。

最後に、高３の生徒５人が後輩たちに向けて、熱く語ってくれました。「支えてくれて感謝している」
「自分たちがやってきた以上の練習をすれば、結果につながる」「自分にしかできないことが、必ずあ
る」など重みのある言葉でした。
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本当に３年生はよく頑張ったと思います。
また、保護者のみなさまや５５期の同級生の声援が大きな力になりました。ありがとうございました。

バレーボール部

詳細を見る

県総体に向けて
2015年05月07日

 　広島県総体広島地区予選もいよいよ大詰めです。３年生にとって地区予選最後の順位決定戦が行われまし
た。来年度のシード権の獲得にもつながる大事な試合でした。
　 初戦の相手は、公式戦で何回も対戦している広陵高校でした。お互い相手を知り尽くしているので、１点
取られたら取り返すという戦いが終盤まで続きました。２年生主体の広陵高校に対し、３年生主体の学院が
意地を見せた試合でした。25－23・28－26の接戦（２点差）をものにできたのは大きかったです。

　２試合目の相手は高陽高校でした。１セット目の終盤、23対23の場面でミスが続けて出てしまい、ゲーム
セット。もう一度気合いを入れ直して臨んだ２セット目は学院ペースでスタート。レシーブでつなぎ、３年
生のアタッカーが決める、粘りのあるバレーができました。結果はストレート負けでしたが、ここ最近の試
合では一番内容のある試合でした。

今大会で広島地区９位になり、来年度のシード権も何とか獲得できそうです。
高３の先輩が、後輩たちに大きなお土産を残してくれました。
６月の広島県総合体育大会で、自分たちのバレーがもう一度できるように、これからも練習します。
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バレーボール部 , 高校

詳細を見る

総体予選始まる
2015年04月30日

第６８回広島県高等学校総合体育大会の広島地区予選が始まりました。
初戦（３回戦）の相手は、安西高校。１セット目は中盤までリードしながらも終盤に逆転され、セットを
失いました。２セット目以降はどうにかたてなおし、セットカウント２－１で辛勝。
２戦目の相手は前の大会でフルセットの末に負けた瀬戸内高校。前回の雪辱を…のはずでしたが、焦りか
らミスを連発し、ストレート負けを喫しました。
３年生が、その日のミーティングで「勝負にこだわり、確実に結果を出すための練習をする」と言ってい
ました。次の順位決定戦で、その思いをぶつけてもらいたいと思っています。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

総体予選始まる
2015年04月30日

第６８回広島県高等学校総合体育大会の広島地区予選が始まりました。
初戦（３回戦）の相手は、安西高校。１セット目は中盤までリードしながらも終盤に逆転され、セットを
失いました。２セット目以降はどうにかたてなおし、セットカウント２－１で辛勝。
２戦目の相手は前の大会でフルセットの末に負けた瀬戸内高校。前回の雪辱を…のはずでしたが、焦りか
らミスを連発し、ストレート負けを喫しました。
３年生が、その日のミーティングで「勝負にこだわり、確実に結果を出すための練習をする」と言ってい
ました。次の順位決定戦で、その思いをぶつけてもらいたいと思っています。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

中国高等学校選手権大会　広島県大会
2015年04月20日

４月１８日（土）、第６７回中国高等学校バレーボール選手権大会広島県大会に出場しました。
１回戦、シード校の神辺旭高校と対戦しました。１セット目は相手の速い攻撃についていけず、守りに入
り、リズムが出ないままセットを落としてしまいました。「練習してきたことをひとつひとつやるだけ」
と気持ちを切り替えて臨んだ２セット目は、お互いが１点取れば取られるという一進一退の展開でした。
１９対１９のところで先にミスが出てしまい、一気に引き離されました。最後の最後で競り負け、セット
を取ることができませんでした。
１回戦敗退でしたが、広島県３位のチームと互角に戦えたことで自信がつくと同時に、県総体に向けての
課題も明確になりました。
来週から県総体予選です。５５期高３に残された時間はあとわずかです。予選で県大会のシード権が獲得
できるよう明日から気合を入れて練習します。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

中国高等学校選手権大会　その２
2015年04月13日

４月１８日・１９日に中国高等学校選手権大会の３回戦と準々決勝が行われました。
ベスト８をかけてシード校の賀茂高校と対戦。序盤に４点差をつけられる苦しい展開になりましたが、主将
のジャンピングサーブで同点に追いつき、追い上げムードができました。２０点以降は一進一退の攻防が続
き、最後はサービスエースで１セット目を取りました。２セット目は、相手のミスにも助けられて得点を重
ねることができました。思い切ったプレーを最後まで続け、セットカウント２－０で勝利しました。
この勝利で広島地区ベスト８入りができました。
準々決勝は、広島県新人大会で優勝している工大高と対戦しました。身長、技術、パワーのすべての面で相
手チームが上でした。
順位決定戦では、持っている力をすべて出し切ったとは言えませんが、多くの試合経験を積んで、高３の選
手が自信をつけた大会になったと思います。
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 〈今大会の試合結果〉

３回戦　広島学院　２－０　賀茂　　　準々決勝　広島学院　０－２　工大　　
順位決定戦　広島学院　０－２　安古市　　　広島学院　１－２　瀬戸内

応援ありがとうございました。今週末に福山で開催される県大会に向けて頑張ります。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

中国高等学校選手権大会
2015年04月09日

４月５日（日）から中国高等学校選手権大会の広島地区予選が始まりました。この大会はトーナメント方
式なので、気の抜けない試合が続きます。
初戦の相手は沼田高校。練習してきたサーブとサイドの攻撃が決まり、相手にリードされることなくスト
レートで勝利を収めました。
２試合目は井口高校。１試合目の勢いそのままに１セット目を先取しました。２セット目の出だしに学院
の攻撃が相手の高いブロックに阻まれ、５点差がつきました。しかし、あきらめずに拾ってつなぐ全員バ
レーで、２０対２０の同点までこぎつけました。そこからは、高３の両エースが思い切ってアタックを打
ち続け、１点リードでマッチポイントをむかえました。最後は相手のアタックがネットにかかり、ゲーム
セット。全員が集中力を持続させつつ、強気のバレーができました。

次は、地区ベスト８をかけて賀茂高校と対戦します。県大会への出場は決定しましたが、上を目指してさ
らに頑張りたいと思います。
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バレーボール部 , 高校

詳細を見る

５４期　祝卒業
2015年02月28日

２月２８日に５４期生の卒業式が行われました。　
卒業式後に、バレー部の後輩たちが追い出し会を開催！
セレモニーの内容はすべて高２の生徒が計画し、記念撮影や胴上げなど、和やかな雰囲気で５４期を送り
出しました。

記念品贈呈（後輩たちが、バレーボールに寄せ書きしました）

 胴上げ！　受験勉強のしすぎで、少し体重が・・・

後輩たちと記念撮影（前列：５４期）

ご卒業おめでとうございます。５４期生の保護者の皆様、本当に長い間ありがとうございました。
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５４期生が自分の選んだ道で活躍してくれることを願っています。 

バレーボール部

詳細を見る

新人戦の結果報告
2015年01月28日

広島県高等学校新人バレーボール選手権大会が行われました。

○広島地区大会〈１２月２８日、１月１０・１１日〉
　　　　　　１回戦　広島学院　２－１　広陵　　　２回戦　広島学院　０－２　広島城北
　　　　順位決定戦　広島学院　２－０　山陽　　広島学院　２－０　広島工業（広島地区１０位）
 　初戦の広陵戦は、１セット先取しながらも２セット目をデュースのすえに取られ、３セット目の序盤
も大量リードされるなど苦しい展開となりました。中盤からは、ひらきなおって思い切ったサーブとア
タックで主導権を握り、どうにか接戦をものにしました。
　２回戦の城北戦は、敗れはしましたが、背の高い相手に対して練習してきたことが通用する手ごたえを
感じました。

○広島県大会〈１月１７日〉
 　　　１回戦　広島学院　２－０　市立沼田　　　２回戦　広島学院　１－２　盈進
 　２回戦でシード校の盈進と対戦しました。この試合に勝利すれば中国大会が見えてくるので、生徒も
気合が入っていました。１セット目は、エースの活躍とセンターの効果的なクイック攻撃で勢いに乗り、
先取しました。しかし、２セット目の中盤からサーブカットが乱れ、思うような攻撃ができなくなり、修
正できないまま２・３セットを落とす悔しい敗戦となりました。
　今後は４月の公式戦に向けて練習に励み、力をつけたいと思います。
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バレーボール部 , 高校

詳細を見る

ボランティア活動
2014年09月16日

３連休の初日９月１３日に、バレー部員９名で安佐南区の土砂災害ボランティアに行きました。
現地では、土砂で汚れた民家の１階をきれいにする作業を割り当てられました。床下に残っている土砂や
木片を、ぞうきんを使って手作業で取り除き、壁に飛び散った土砂の拭き掃除も行いました。壁紙がドア
ノブ付近まで茶色に汚れているのを見て、今回の土砂災害の大きさを痛感しました。
生徒たちは、服をドロドロにしながら、黙々と作業を行いました。一日かけて、やっと一軒の家をきれい
にすることができましたが、周囲には同じような状態の家が何軒もありました。
ボランティアの割り振りをされている責任者の方が、「日に日にボランティアの数が減ってきている」と
も言われていました。
復旧までには、まだまだ相当な時間がかかりそうです。 

バレーボール部

詳細を見る

夏休みが終わりました…
2014年08月29日

体力作り新人大会（広島地区）　８月２３日（土）・２４日（日）
〈予選グループ戦〉
　広島学院　２－０　皆実　　　広島学院　０－２　高陽東　　　広島学院　２－０　広島市工
　※２勝１敗で２位トーナメントに進出。　　
〈決勝トーナメント　２位トーナメント〉
　１回戦　広島学院　２－０　瀬戸内　　　準決勝　広島学院　０－２　高陽　　
　※２位トーナメント３位。
夏休み最後の大会は、けが人が多くいる中、みんなでカバーしながら試合に挑みました。
特に、瀬戸内高校戦では、攻撃的なサーブと粘りのあるレシーブで相手のミスを誘い、自分たちのバレーが
できました。
このようなバレーが何試合も継続してできるように、これからの練習をがんばりたいと思います。

夏休みの練習も終わり、海に行きました・・・。　
ＢＢＱと海水浴を堪能！！
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精神的にも肉体的にも強くなります！！
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バレーボール部 , 高校

詳細を見る

中国私学大会
2014年08月19日

８月１１日～１３日、第１７回中国私立高等学校バレーボール選手権大会が広島県立総合体育館にて行われ
ました。
３チームで行われた予選リーグを１勝１敗で１位通過し、最終日の決勝トーナメントに進みました。
決勝トーナメントでは、岡山県の美作高校、島根県の松江西高校と対戦しましたが、自分たちのバレーをさ
せてもらえず完敗でした。
県外の強豪校と対戦することで、収穫もたくさんありました。試合内容はまだまだですが、３位入賞を果た
し自信もつきました。
５４期の先輩や保護者の方の応援が励みになりました。ありがとうございました！
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中国私学大会３位！　これから、もっと上を目指します。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

教育実習生とお別れ
2014年06月18日

高校バレー部に教育実習生が指導にきていました。今日が最後の練習でした。
実習生にいろいろなことを質問をし、アドバイスをもらい、普段とは違った部活動を経験できました。

持ち上げられているのが、教育実習生です！

夏にある中国私学バレーボール大会のパンフレット作成のために、ユニフォームを着て写真をとりまし
た。明るさとチームワークで、５４期の先輩たちに負けないチームにしたいと思います。
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バレーボール部 , 高校

詳細を見る

広島県総合体育大会　５４期引退
2014年06月06日

５月３１日に福山の府中高校で、５４期の最後の大会となる県総体が開催されました。

 　試合前に気合を入れて練習する選手たち

 中盤までは一進一退の攻防が続く

 途中交代の選手もチームをサポート
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 練習してきたプレーを相手にぶつける

 昨年の夏に、全く歯が立たなかった祇園北に善戦しました。
あと１点で・・・という試合展開でしたが、セットカウント２－０で敗れました。
しかし、４月の地区予選でできなかったことを克服し、力以上のものを発揮してくれました。
５４期がここまでこれたのも保護者の方々の温かい声援があったからです。応援ありがとうございました。
５４期は引退しますが、今後も５５期・５６期で力を合わせて先輩たちを越えられるように頑張っていきた
いと思います。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

中国選手権大会県予選および県総体地区予選
2014年04月30日

中国高等学校選手権大会広島県予選および、県総体広島地区予選の結果を報告します。

〈中国高等学校選手権大会広島県予選〉
４月１９日(土)　会場：県立みよし公園
１回戦　広島学院　２－０　福山工業　　　　２回戦　広島学院　０－２　広島城北
 １回戦の福山工業戦は、１・２セットとも中盤までリードされるという苦しい戦いとなりましたが、両エー
スの活躍で辛くも勝ちをおさめることができました。
 ２回戦の広島城北戦は、序盤は相手についていくことができたものの、流れをつかめず本来の力を発揮でき
ませんでした。県大会ベスト１６。
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〈県総体広島地区予選〉
４月２６日(日)　会場：西条農業高等学校
１回戦　広島学院　１－２　県立工業
  １セット目を先取したものの、２・３セットは大事なところでミスが出て、最後はねばりきれず、悔しい結
果となりました。
　県総体への出場権を得ているので、１ヶ月間でチームを立て直し、学院らしい元気あるバレーで３年生最
後の試合に挑戦したいと思っています。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

中国高等学校選手権大会　広島地区予選
2014年04月18日

中国高等学校選手権大会　広島地区予選の結果を報告します。
○４月６日(日)・１２日(土)・１３日(日)
　１回戦　広島学院　２－０　舟入　　　　２回戦　広島学院　２－０　安佐北
　１・２回戦は、効果的なサーブとコンビバレーで、勢いに乗り自分たちのバレーができました。

　３回戦　広島学院　１－２　高陽東　　　
　順位決定戦　広島学院　１－２　修道　、　広島学院　１－２　西条農業

　高陽東戦は、一進一退の攻防でフルセットまでいきました。最後は相手チームの粘り強いレシーブに負け
てしまいました。選手は自分の出せる力を精一杯発揮したと思います。
　気持ちを切り替えて順位決定戦に挑みましたが、後一歩のところで、ミスが出て攻撃の歯車がかみ合いま
せんでした。競った場面で、ミスを恐れず練習をしてきたことを出せるかが、今後の課題になりました。

　１９日には、三次で広島県大会が開催されます.　練習の成果を発揮すると同時に、勝利にもこだわりたい
と思います。
　応援よろしくお願いします。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

５３期　祝卒業！
2014年03月04日

３月１日は５３期の卒業式でした。
卒業式後、思い出のつまったザビエル体育館で記念撮影を行いました。
後輩たちから、色紙や記念品を渡されて、少し照れていました。
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学院バレー部最後の集合写真

後輩たちが３年生を胴上げ　　　未来に向かってはばたけ！！

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

広島県高等学校バレーボール新人選手権大会
2014年01月15日

広島県高等学校バレーボール新人選手権大会の広島地区予選が行われました。結果は以下のとおりです。

１２月２８日（土）　
決勝トーナメント２回戦　　広島学院　２－１　五日市　　県大会への出場決定。
１月１１日（土）　
決勝トーナメント３回戦　　広島学院　０－２　国泰寺
１月１２日（日）　
順位決定戦　　広島学院　０－２　城北　　広島学院　０－２　安佐北

順位決定戦では、力を発揮できず悔しい結果になりました。県大会では、冬休みに練習したことを思い出し
て、チーム一丸となって戦いたいと思います。
応援よろしくお願いします。

バレーボール部

詳細を見る
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選手権大会（春の高校バレー）　広島県大会
2013年11月20日

５４期・５５期の新チームになって初めての県大会でした。結果を報告します。
 ○１１月１６日（土）　会場：三原東高校
　　１回戦　　広島学院　２－０　庄原格致
　　２回戦　　広島学院　０－２　広工大
　ミスを減らすことを心がけて試合に挑みました。１回戦はサーブやアタックで相手を崩し、失点も少な
く、勢いのあるバレーができました。
　２回戦は３年生が主体の広工大と対戦し、力の差はありましたが、大きい選手を相手にどのようなバレー
をしたらいいのか勉強にもなりました。
　初めての県大会でベスト１６に入れたので、次の新人戦はもっと上をめざしたいと思います。

 遠くまで応援ありがとうございました。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

選手権大会（春の高校バレー）　広島地区予選
2013年11月03日

バレーボール高等学校選手権大会の地区予選が始まりました。結果は以下の通りです。

１０月２７日（日）　会場：海田高校　　　　２回戦　　広島学院　１－２　皆　実

１１月２日（土）　　会場：県立工業高校　　順位決定戦　　広島学院　２－０　宮島工業
　負ければ、県大会の出場を逃す大事な試合でした。先週は、緊張して声も出ずに消極的な試合だったの
で、今週は反省を生かし、とにかく声を出して喜び、気持ちの切り替えをはやくして、自分たちのペースで
試合に臨むことを心がけました。
　２セット目は相手にリードされて追いかける展開になりましたが、集中力と声を切らさずに攻めのバレー
ができました。この勝利に満足せず、県大会までにレシーブを強化して、粘りのあるチームになればと思っ
ています。
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たくさんのご声援ありがとうございました。 

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

体力作り新人大会
2013年09月02日

8月３１日(土)・９月1日(日) 体力作り新人大会が行われました。結果は以下の通りです。
○予選リーグ戦
　　広島学院　２－０　千代田
　　広島学院　２－０　美鈴が丘
○順位決定戦
　　広島学院　０－２　安古市　　予選リーグを２位で通過しました。

↓　予選リーグ 　美鈴が丘戦

　↓　順位決定戦　安古市戦

○決勝トーナメント
　　１回戦　広島学院　０－２　城　北

予選リーグ戦では、この夏に練習したサーブで相手を崩し、両エースが思い切ったアタックを決め、学院
ペースで試合をすることができました。
順位決定戦の安古市戦は、相手の攻撃をレシーブし、粘り強くつなぎましたが、最後のアタックでミスが
出てしまいストレート負けをしました。
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気持ちを切り替えて挑んだ決勝トーナメントでは、相手のアタックをリベロが何本も拾ってアタックにつ
なげましたが、相手のブロックにかかり、勢いに乗ることができませんでした。
試合には負けてしまいましたが、今後が楽しみな試合となりました。　

　↓　決勝トーナメント　城北戦

 　　　保護者の皆様、先輩たちの大きな声援が力になりました。　応援ありがとうございました。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

福島学童ボランティア
2013年08月28日

遅くなりましたが、ボランティア活動の報告をします。
８月２２日（木)、「福島学童・夏休み保養キャンプ」のお手伝いをしました。
福島県の小学生２５名と大島の海で一緒に過ごしました。午前中は海水浴の見守り隊、午後はバーベ
キューをして楽しみました。

↓　高校生と小学生でバディを組んで遊びました。

↓　バーベキューでは、午前中に子どもたちが釣った魚も焼きました。 　

 残さずに食べる指導もしていました。
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福島の子どもたちは、本当に元気いっぱいでした。
暑い一日でしたが、子どもたちとの出会いは、うれしい夏の思い出となりました。 

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

５３期追い出し会
2013年07月15日

７月１５日（海の日）に５３期の追い出し会をしました。
５３期は引退後、勉強漬けの毎日でほとんど体を動かしていないはずなのに・・・。

すばらしい動きで現役を圧倒していました！
衰えるどころか、上手になっていたのは気のせいでしょうか？

５３期で作ったユニフォームも披露して、楽しい会になりました。
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また、明日から勉強ですね。夏バテせずにがんばってください。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

オープンスクール
2013年06月22日

今日はオープンスクールでした。
クラブ体験にたくさんの小学生がザビエル体育館にやってきました。バレーボールの技術を応用したゲーム
で小学生に楽しんでもらいました。

最初は高校生が教えます。 

すると

見事ゴールに入りました！　

最後は力強くアタック！

たくさんのご来場ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。
高校バレー部の生徒たちは、おにいさん気分を味わうことができ、喜んでいました。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

５３期引退！
2013年06月06日

６月１日（土）・２日（日）は広島県総体でした。結果は以下のとおりです。

○６月１日　会場：国泰寺高校
１回戦　広島学院　２－０　近大福山
２回戦　広島学院　２－０　広島なぎさ

○６月２日　会場：祇園北高校
３回戦　広島学院　０－２　崇徳高校
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初日は緊張していましたが、序盤からサーブと勢いのあるアタックで自分たちのペースで試合をすること
ができました。流れを切るミスもなく、それぞれが自分のやるべきことに専念し、勝利をつかみ取りまし
た。
３回戦の崇徳戦では、相手の高さに臆することなく果敢に攻撃をしかけました。昨年度の優勝校なので、
簡単に点を取れる相手ではありませんでしたが、最後まであきらめずに粘り強くプレーしました。１点入
るごとに応援席から歓声がわき上がり、大きな力になりました。
５３期最後の大会はベスト１６で終わりましたが、学院らしいバレーができたと思います。

２日間、卒業生や５３期の仲間がたくさん応援に来てくれました。会場をとどろかすほどの声援が、とて
も心強かったです。
また、保護者の皆さま、毎試合会場に足を運んでの応援、ほんとうにありがとうございました。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る
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県総体（広島地区予選） 2013年05月08日

県総体広島地区予選　決勝トーナメントの結果を報告します。
○５月５日（日）　会場：西条農業
　　広島学院　０－２　高　陽
　　広島学院　０－２　安古市　〈広島地区７位〉

　２試合とも先にミスが出てしまい、リズムに乗れませんでした。序盤についた点差をつめても、勝負ど
ころで決め切れずストレート負けを喫しました。勝負にこだわって戦ってきましたが、あと一歩のところ
で力及ばす悔しい試合になりました。 

　６月１・２日の県総体が５３期にとっては最後の大会です。それまで１か月もありませんが、今回の地
区予選はぞれが取り組むべき課題、またチームとして取り組むべき課題も見えました。自分に厳しく、ま
たお互いにも厳しくすることで、切磋琢磨できればと思います。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

中国高等学校選手権大会（県大会）・県総体（広島地区予選）
2013年04月30日

○中国高等学校選手権大会　広島県大会
　　４月２０日（土）　会場：神辺旭高校
　　　１回戦　広島学院　１－２　呉工業

○広島県総体　広島地区予選
　　４月２８日（日）　会場：宮島工業高校
　　　２回戦　広島学院　２－０　宮島工業
　　準々決勝　広島学院　２－１　広島城北

　選手権大会の県大会では、フルセットの末１回戦敗退という結果に終わりました。敗因はチームの決定
力不足でした。練習で、決定力不足を補うために、アタッカーの打ち込みを欠かさず行いました。
　部員全員が「決定力が上がれば必ず結果はついてくる」と信じ、県総体の地区予選をむかえました。２
試合とも、苦しい場面で両エースが練習の成果を発揮し、得点を重ねました。また、各々が気持ちを前面
に出し、迷いなくプレーできました。その結果、前回の地区予選でフルセットの末に負けた城北に勝利す
ることができました。
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　５月５日にベスト４のチームと対戦します。この勢いに乗って、思い切りの良いバレーをしたいと思い
ます。

　引き続き、応援よろしくお願いします。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

中国高等学校選手権大会　広島地区予選②（５３期）
2013年04月16日

先週末の試合結果は以下のとおりです。
○４月１３日（土）　会場：西条農業
　　３回戦　　　広島学院　２－０　安古市
　　準々決勝　　広島学院　０－２　崇　徳
○４月１４日（日）　会場：修道
　　順位決定戦　広島学院　１－２　山　陽
　　　　　　　　広島学院　１－２　城　北　（広島地区ベスト８）

　順位決定戦では、２試合ともフルセットの末に負けてしまいましたが、苦しいなか全員で声を出して学
院らしいバレーもできました。
　今週末はいよいよ県大会です。地区大会の経験を活かして、臨みたいと思います。

バレーボール部 , 高校
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詳細を見る

中国高等学校選手権大会　広島地区予選①（53期）
2013年04月09日

中国高等学校選手権大会の広島地区予選が始まりました。
 ・４月７日（日）　会場：宮島工業
　　２回戦　広島学院　２－０　広大附属
　効果的なサーブと多彩な攻撃で、自分たちのバレーをすることができました。
　高３と高２がうまくかみ合って試合運びができたのも、春休みの練習の成果だと思います。
　これに満足せず、上を目指していこうと思います。
　１３日の土曜日に安古市高校と対戦します。応援よろしくお願いします。

高３は引退まであと２ヵ月。各自がチームのために
全力を出して、思い出に残る試合をたくさんしてほ
しいと思っています。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

５２期　卒業！
2013年03月02日

今日は５２期の卒業式です。
式後、体育館で記念撮影を行いました。
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６年間、苦楽をともにしました。
一心にみんなでボールを追いかけました。

５２期のさらなる飛躍を期待しています！！

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

新人大会　広島県大会
2013年01月22日

今週末、高等学校新人バレーボール選手権大会の広島県大会が行われました。結果は以下の通りです。
○１月19日（土）　会場：如水館高校
　　１回戦　広島学院　０－２　如水館
気合いは十分だったのですが、勢いに乗れないままミスが出てしまい、初戦敗退という結果でした。
４月の大会に向けて、自分たちで練習メニューを考え、それぞれが課題を意識しながら練習しています。
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バレーボール部 , 高校

詳細を見る

新人大会　広島地区予選
2013年01月15日

先週末、広島県高等学校新人バレーボール選手権大会の広島地区予選が行われました。
結果は以下の通りです。

○１２日（土）　会場：祇園北高校
　　　　３回戦　　広島学院　２－０　修道
　　　準々決勝　　広島学院　０－２　祇園北
○１３日（日）　会場：安古市高校
　　順位決定戦　　広島学院　０－２　安佐北
　　　　　　　　　広島学院　２－１　安古市

この結果、広島地区８位となりました。
今週末はいよいよ中国大会をかけた県大会です！　応援よろしくお願いします。

バレーボール部

詳細を見る

選手権大会（春高）
2012年11月20日

　第６５回全日本高等学校選手権大会の広島県大会が１１月１７日（土）に行われました。
　現高３（５２期）が６月の県総体で５位になり、県のシード権を獲得していたので、今回の広島地区大
会は免除され、いきなり県大会からのスタートでした。１回戦は県立工業高校と対戦し、終盤もつれる展
開でしたが、ブロックと時間差攻撃が効果的に決まり、ストレート勝ちをおさめました。２回戦は福山地
区１位の神辺旭高校と対戦しました。序盤は一進一退の攻防が続きましたが、終盤にサーブレシーブが乱
れ、思うような攻撃ができず、２２－２５、２１－２５のストレート負けを喫しました。新チームになっ
て初の県大会はベスト１６で終わりましたが、今後の課題も見えた大会になりました。
　また、新しいユニフォームを５２期・５３期・５４期の保護者の皆様が寄贈してくださいました。新し
いユニフォームを着て、１回戦を突破することができたので、もしかして縁起の良いユニフォームかもし
れません。保護者の皆様、本当にありがとうございました。
　年明けまで試合はありませんが、もっと上を目指して練習したいと思っています。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

ポップコーンはじめました
2012年10月26日

今年の文化祭でバレー部はポップコーンを販売します。
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…ということで、放課後にみんなでポップコーンを試作しました。

まず、種を油にひたします。　　　　　　　　　ポンポンとはじけてきたら振ります。

　→　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓できあがり！ 

もちろん試食しました。できたてはあつあつでおいしかったです。 

☆文化祭当日は、キャラメル味と塩味を販売します！！

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

体力作り新人大会
2012年08月29日

体力作り新人バレーボール大会　８月２５日（土）・２６日（日）    於：広島学院体育館
 この大会に２チームエントリーしました。結果は以下の通りです。２年生チームがリーグ戦を１位通過し、
１年生チームは予選敗退となりました。１年生は試合ごとに緊張もほぐれ、広大附属戦ではデュースまでも
つれましたが、終盤にサーブミスが出て流れに乗れませんでした。それでも、今ある力を発揮できたと思い
ます。
＊広島学院Ａ（高２）予選リーグ結果　３勝０敗　  
　　　　広島学院Ａ２－０広島なぎさ　広島学院Ａ２－１西条農業　広島学院Ａ２－０五日市
＊広島学院Ｂ（高１）予選リーグ結果　０勝２敗  
　　　　広島学院Ｂ０－２県立工業　  広島学院Ｂ０－２広大附属
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 決勝トーナメント準々決勝の賀茂戦の１セット目は、１８－２１とリードされましたが、終盤にサーブが効
果的に決まり２５―２３で逆転勝ちしました。２セット目は両エースが苦しい場面でアタックを決め、なん
とかストレート勝ちをおさめました。
　準決勝の祇園北戦は、サーブカットが崩れて１セット目を落としましたが、切り替えて挑んだ２セット目
は、終盤にブロックとセンターの速攻で２４－２４のデュースまで持ち込みました。しかし、最後は決定力
の差で負けてしまいました。
 ＊決勝トーナメントの結果　　　準々決勝　広島学院Ａ２－０賀茂　　　準決勝　広島学院Ａ０－２祇園北　　　　

 ３位という結果でしたが、２年生が適材適所で活躍し、夏休みのチーム課題だった｢全員レギュラー｣が達成
された大会でした。１年生チームは来年に期待！！
　暑い中、応援に来てくださった保護者の皆様ありがとうございました。また、この夏休みにお手伝いに来
てくれたＯＢの先輩ありがとうございました！ 

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

中国私学大会
2012年08月03日

７月３１日～８月２日、第１５回中国私立高等学校男女バレーボール選手権大会が広島県立総合体育館で開
催されました。
新チーム（５３期）になって初めての公式戦でした。参加チームの多くが３年生主体のため、経験の差はあ
りましたが、今ある力を発揮できたと思います。
また、県外のチームと試合をしたり、上手な選手を観て勉強にもなりました。
結果は、４チームリーグで４位でしたが、この夏休みに練習する課題をみつけることができました。
〔試合結果〕　　第１試合　広島学院　１－２　山陽　　第２試合　広島学院　０－２　美作　　
　　　　　　　　第３試合　広島学院　１－２　修道

 　　　　　　　　　　　学院バレーに必要な｢元気な声｣は今年も健在です。

遅くまで応援ありがとうございました。
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バレーボール部 , 高校

詳細を見る

高３引退試合
2012年07月17日

７月１５日、高３（５２期）の引退試合を行いました。
高３は久しぶりに体育館に全員集合です。
高１・２の現役チーム対戦しましたが…、「やはり先輩たちは強かった」というのを後輩たちは実感しまし
た。
現役チームは、新チームになって初めての試合が夏休みにあります。それぞれが課題をもって、夏休みの練
習に取り組もうと思いを新たにしました。
高３は自分の夢をかなえるために勉強あるのみです。

  高３から後輩たちへ、最後のアドバイス！

　最後は高３が保護者と対戦しました！
（親がミスをすると、子どもが腕立て伏せをするというルールです）

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

県総体にて高３（52期）引退
2012年06月04日

６月２日、３日に福山で行われた広島県総合体育大会に出場しました。
結果は以下の通りです。
○６月２日　会場：市立福山高校
　　２回戦　　　広島学院　２－０　皆　実
○６月３日　会場：神辺旭高校
　　３回戦　　　広島学院　２－１　安佐北
　　準々決勝　　広島学院　０－２　崇　徳　　広島県５位入賞

　２日の皆実高校戦は、サーブと速攻が効果的に決まり、ストレートで勝利することができました。３日
の安佐北高校戦は、ベスト８を死守する気持ちからか、堅さが目立ちミスを連発して１セット目を落とま
した。２セット目以降は気持ちを切りかえ、本来のプレーを取り戻しなんとか勝利を手にしました。ベス
ト８に入ったことで、１１月に行われる選手権大会の広島県大会のシード権も獲得できました。
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　準々決勝は、前年度優勝校の崇徳高校と対戦しました。１セット目は相手の速いサーブとコンビバレー
に圧倒されてしまいました。自分たちのできることを精一杯やろうと臨んだ２セット目は、コースを狙っ
たサーブで３－０といいスタートを切り、粘り強いレシーブと速攻を主体とした攻撃で中盤まで喰らいつ
いて行きました。終盤は相手のブロックに攻撃が阻まれストレート負けとなりました。
　この大会で、５２期高３は引退しましたが、仲間とともに最後まであきらめずに戦うことができたと思
います。　
　遠方までたくさんの応援ありがとうございました。

　←安佐北戦

　←崇徳戦

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

県総体　広島地区予選②
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2012年05月07日

先週に続き県総体の広島地区予選の順位決定戦が行われました。結果は以下の通りです。

○５月６日　会場：安古市高校
　広島学院　０－２　高陽
　広島学院　１－２　賀茂　　　→　広島地区８位で広島県総体への出場が決まりました。

＊試合会場に５２期の高３野球部がたくさんお応援にかけつけてくれて、本当に感謝しています。
　惜しい試合で残念な結果となりましたが、６月の県総体では悔いなく戦えるよう、残された時間
　がんばって練習したいと思います。　
　たくさんのご声援ありがとうございました。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

県総体　広島地区予選①
2012年05月01日

先週末より県総体の地区予選が始まりました。試合結果は以下の通りです。

○４月２９日　会場：加計体育館
　　１回戦　広島学院　２－０　井口
　　２回戦　広島学院　２－０　安西
　　３回戦　広島学院　２－１　安古市

＊３連続で試合をするというハードな一日でしたが、最後まで集中力を切らさずに勝負することができまし
た。この結果、広島地区ベスト８に入り、県大会のシードを獲得しました。来週（５月６日）は、順位決定
戦があります。ひとつでも上位にいけるように努力します。
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　　　　　　　　　　　　遠方までたくさんの応援ありがとうざいました。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

中国高等学校選手権大会　県大会５位入賞！
2012年04月23日

今週末、中国高等学校選手権大会の県大会が行われました。結果は次のとおりです。
○４月２１日　会場：吉田運動公園
　１回戦　　広島学院　２－０　府中
　２回戦　　広島学院　２－０　国泰寺

○４月２２日　会場：三次高校
　準々決勝　広島学院　０－２　広工大 

＊中国大会の出場をかけた広工大戦では、リードされながらも効果的なブロックで終盤に追いつき、一進
一退の攻防が続きました。最後は相手のアタックが決まり２８対３０で惜しくも１セット目を落としまし
た。結局ストレート負けとなりましたが、練習成果を存分に発揮してくれたと思います。身長は高くない
ですが、元気とねばりのあるプレーを今後もしたいと思います。応援ありがとうございました。 

今週末からは県総体の地区予選が始まります。高３（５２期）にとっては最後の大会です。この勢いで上
位進出を目指したいと思います。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る
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中国高等学校選手権大会　広島地区予選② 2012年04月16日

先週末の試合結果は次のとおりです。

○４月14日　会場：南区スポーツセンター
　　３回戦　　　　広島学院　１－２　高陽
　　順位決定戦　　広島学院　０－２　国泰寺

○４月１５日　会場：加計体育館
　　順位決定戦　　広島学院　２－０　基町 　　　→　広島地区１１位で県大会出場が決まりました。
　　気持ちを切り替えて、県大会へ挑みたいと思っています。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

中国高等学校選手権大会　広島地区予選①
2012年04月09日

昨日より、中国高等学校選手権大会の広島地区予選が始まりました。
試合結果は以下のとおりです。

○試合結果（４月８日　会場：安佐北高校）
　　　２回戦　　広島学院　２－０　廿日市

＊春休みの練習の成果を発揮することができました。
　来週の３回戦は、高陽高校と対戦します。

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

高校バレー部です！
2012年04月06日

高校バレー部です！
今週末から中国大会の地区予選が始まります。
がんばって練習しています。

以下、４～６月の地区大会と県大会の日程です。
結果は、順次掲載します。

○第64回中国高等学校バレーボール選手権大会
　　＊地区大会　　４月８日(日)・14日(土)・15(日)
　　＊県大会　　４月21日(土)・22日(日)　…三次

○第65回広島県高等学校総合体育大会
　　＊地区大会　　４月28日(土)・29日(日)・５月６日(日)
　　＊県大会　　６月２日(土)・３日(日)　…福山　　 決勝　９日(土)　…安佐北区SC
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今後ともよろしくお願いします!!

バレーボール部 , 高校

詳細を見る

中学バレーボール部紹介
2012年04月05日

こんにちは。中学バレーボール部です。中学バレーボール部は新中三８名，新中二６名で活動していま
す。

練習日は火，金。５～６月に開催される「区，市選手権大会」　に向けて練習に励んでいます。

ぜひ応援してください。

バレーボール部 , 中学

詳細を見る
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