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第63回広島県高等学校対抗陸上競技選手権大会
2013年09月03日

８月２４日（土），２５日（日）の２日間，竹が端運動公園陸上競技場にて県対抗が開催されました。本校
からは男子４×１００リレー、男子８００ｍ、男子５０００ｍの３種目に出場しました。雨の降る中での
レースで、選手にとってはなかなか厳しいレースとなりました。
結果は以下の通りです。

男子４×１００リレー　    ４６秒５７　                     予選敗退
男子８００ｍ　    高１Y君　２分０４秒５６　           予選敗退
男子５０００ｍ　高２B君　１６分４０秒５９　       全体２２着
                          高２K君　１７分３３秒３６　       全体３９着

どの種目も満足できる結果とはなりませんでした。

次回は、９月７日（土）、８日（日）にコカコーラ・ウエスト広島スタジアムで地区新人が行われます。県
新人への出場権がかかった大会となります。今大会の悔しい思いをきっと晴らしてくれることでしょう。応
援のほど、よろしくお願いいたします。

写真は宿泊地での様子です。

陸上競技部 , 高校

詳細を見る
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夏の終わりに…
2013年08月29日

８月２８日（水）に狩留家海浜公園にて毎年恒例のバーベキュー大会を行いました。今年は中１が史上最多
の１１名も加わり，陸上競技部も４０名弱の大所帯となりました。人数が多くなることで，普段話すことの
ない部員ができるようになったこともあり，このような機会でぜひ先輩と後輩の垣根を越えて仲良くなって
ほしいと願っています。

さて，中学生は８月末にジュニアオリンピック記録会，高校生は９月の１週目に地区新人が行われます。夏
の努力の成果が現れるか？！応援のほどよろしくお願いします。

陸上競技部

詳細を見る

第６１回広島地区高等学校夏季陸上競技選手権大会
2013年08月24日

８月７日（水），８日（木）の２日間，コカ・コーラウエスト広島スタジアムにて地区対抗が開催されまし
た。短距離では２０位以内，長距離では２２位以内に入ると，県対抗への出場権を獲得できるので，できる
だけ多く権利を獲得しよう！という目標で臨みました。
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結果は以下のとおりです。

＜予選＞

　１００m　高１Ｔ君　　１組　　４着　１２秒０９　（風＋２．４m）

　　　　　　高１Ｉ君　１０組　　６着　１２秒０７　（風＋３．８m）　　→ともに予選敗退

　２００m　高１Ｓ君　　８組　　３着　２４秒６３　（風－２．１m）

　　　　　　高１Ｎ君　　９組　　４着　２４秒７３　（風－２．１m）　→ともに予選敗退

　４００m　高２Ｔ君　　３組　　６着　５７秒０３　→予選敗退

　８００m　高１Ｙ君　　３組　　３着　２分０３秒０１　→全体５位のタイムで決勝進出！

　　　　　　高１Ｓ君　　８組　　７着　２分２５秒２３　→予選敗退

１５００m　高１Ｎ君　　２組　１３着　４分４１秒４５

　　　　　　高２Ｎ君　　４組　　６着　４分２８秒５２　→ともに予選敗退

４×１００mリレー　高１Ｓ君，高１Ｎ君，高１Ｔ君，高３Ｋ君

　　　　　　　　　　　　６組　　２着　４５秒８１　→全体１７位のため，県対抗出場決定！

４×４００mリレー　高１Ｓ君，高１Ｎ君，高２Ｔ君，高１Ｔ君

　　　　　　　　　　　　２組　　６着　３分４５秒０４　→予選敗退

＜決勝＞

　８００m　高１Ｙ君　　　　　　７着　　２分０６秒５８　→入賞！＆県対抗出場決定！

５０００m　高２Ｂ君　　１組　１０着　１６分５９秒９８　→県対抗出場決定！

　　　　　　高２Ｋ君　　１組　１９着　１７分２６秒２２　→県対抗出場決定！

※以上の結果により，４×１００mリレー，８００m，１５００m（２名）の４種目で県対抗への出場権を獲
得しました。県対抗は８月２４日（土），２５日（日）に福山市の竹ケ端陸上競技場にて行われます。応援
のほど宜しくお願いします！
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陸上競技部 , 高校

詳細を見る

高３引退！
2013年07月27日

報告が遅くなったのですが，６月８日（土）に東広島運動公園にて，高校記録会が行われました。この記録
会で，高校３年生が引退となります。

今年の高３は５人全員が短距離という学年でした。５３期のみなさん，本当にお疲れさまでした。
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陸上競技部 , 高校

詳細を見る

第40回広島県中学校陸上競技選手権大会
2013年07月23日

7月20日（土）、21日（日）に広島広域公園で第40回広島県中学校陸上競技選手権大会が行われました。こ
の大会は、各郡市代表の者（広島市は市選手権大会での上位8名）と標準記録を突破した者が出場できます。
本校からは4名5種目出場しました。結果は以下の通りです。
◎3年男子100m；A君　＜予選＞　11秒60（追風1.9m）

＜決勝＞　11秒48（追風1.3m）5位入賞（自己新）
◎共通男子200m；A君　＜予選＞　24秒16（追風0.8m）

＜決勝＞　23秒66（追風2.7m）6位入賞
◎共通男子400m；O君　＜予選＞　55秒15　全体9番　決勝進出まであと0.02秒！
                            I君　＜予選＞　55秒38　全体10番　
　　　400mに出場した2人は予選で全体9番、10番となり、あと少しのところで決勝進出を逃しました。
◎2年男子1500m；M君　＜予選＞　4分45秒37　予選敗退　

次の大会は8月23日（金）、24日（土）の広島市総合体育大会です。夏休みしっかり走りこみ、それぞれの
目標が達成できるようにがんばってほしいものです。

陸上競技部 , 中学

詳細を見る
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第59回全日本中学校通信陸上競技大会広島県大会 2013年07月09日

7月6日(土)、7日（日）広島広域公園にて通信大会が行われました。この大会は，標準記録を突破した選
ばれし者だけが出場できる大会で、本校からは3年100m、 共通200m、 共通400m、2年1500m、共通 
4×100mリレーに出場しました。

共通男子400mに出場した中3O君が、自己記録を0.5秒近く更新する53秒99をマークし、全体8位で決勝
に進出しました。決勝では、予選の疲れもあり、タイムは伸びませんでしたが、8位に入賞しました。

 3年男子100mではA君が予選で全体8位タイになりました。通常は1/100秒でタイムが判定されるのです
が、8位タイで3人が並んだため、1/1000で判定された結果、A君は3人の中では一番遅いタイムというこ
とが判明し、惜しくもA決勝進出を逃し、Ｂ決勝に進出することになりました。Ｂ決勝では11秒72（風
0.0m）で2位に入りました。

7月20（土），21日（日）の県選手権大会（@広島広域公園）へ向けて更なるレベルアップを目指してほ
しいものです。

陸上競技部 , 中学

詳細を見る

平成25年度広島市中学校陸上競技選手権大会
2013年06月27日

6月15日（土）、16日（日）にエディオンスタジアムで、平成25年度広島市中学校陸上競技選手権大会が行
われました。この大会は県大会、中国大会、全国大会へとつながる大会でした。
入賞した生徒は、次のとおりです。
中3男子100ｍ 　Ａ君　２位　11秒56（風+1.5）
一部男子200ｍ　Ａ君　優勝　23秒61（風+2.9）
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一部男子400ｍ　Ｏ君　５位　56秒27
                    　  Ｉ君   ７位　57秒81

＊本校初の同一種目2人入賞！
中2男子1500ｍ　Ｍ君　７位　4分36秒49

＊2位まであと0.9秒！優勝まであと2秒！！

これらの成績により、総合ポイント23点を獲得し、男子総合7位になりました。総合成績は6位までが入賞と
いうことで、過去4大会連続続いていた総合入賞もストップしてしました。この悔しさも忘れず、夏の市総体
では再び総合入賞に挑戦してもらいたいものです。

通信大会出場者（7月6日、7日）
中3Ａ君；100、200
中3Ｏ君；200、400
中3Ｉ君；400
中2Ｍ君；1500
4×100ｍリレー

県選手権大会出場者（7月20日、21日）
中3Ａ君；100、200
中3Ｏ君；400
中3Ｉ君；400
中2Ｍ君；1500

陸上競技部 , 中学

詳細を見る

第６６回広島県総合体育大会陸上競技の部
2013年06月03日

5月31日，6月1日，2日の３日間，エディオンスタジアム広島にて，県総体が行われました。本校からは高３
のＨ君が100m，高３のＫ君が200m，高１のＹ君が800m，400mリレーと1600mリレーに出場しました。
初日は400mリレーでした。走順は，高３Ｈ君→高３Ｋ君→高３Ｓ君→高３Ｏ君でした。今年度の目標が中
国大会出場だったので，まずは準決勝進出をかけて予選に向かいました。

Page 7 of 48

2020/11/17



バトンミスが少々ありましたが，結果は４３秒９７とチームベストタイムを出すことができました　。しか
し，惜しくも準決勝進出まであと３チームで予選敗退となりました。

２日目は100mと800mと1600mリレーでした。

 男子100m予選４組に高３Ｈ君が登場しました。タイムは11秒37（風+0.5m）と自己ベストを更新しまし
たが，５着と予選敗退が決定しました。
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男子800m予選３組に高１Ｙ君が登場しました。タイムは2分04秒43で６着となり，予選敗退が決定しまし
た。 
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1600mリレー予選４組に広島学院チームが登場しました。走順は，高２Ｋ君→高３Ｓ君→高１Ｙ君→高１Ｎ
君でした。タイムは3分41秒33で７着となり，予選敗退が決まりました。

３日目は，高３Ｋ君の200mでした。これまですべて予選敗退であったため，何としても準決勝に進みたい
ところでした。
予選５組に登場し，23秒00（風0.0m）の１着で，無事に準決勝進出を果たしました。決勝進出をかけた準
決勝では，22秒91（風-0.1m）と好タイムを出したものの，７着と決勝進出まであと0.09秒のところで準決
勝敗退となってしまいました。

この県総体は，高３にとって最後の大会となりました。残るは６月の記録会です。最後，各自が有終の美を
飾れるように，残りの日々を一生懸命過ごしてほしいと思います。

陸上競技部 , 高校

詳細を見る

第６６回広島地区高等学校春季陸上競技選手権大会　～３日目～
2013年05月12日

５月１２日（日），コカ・コーラウエスト広島スタジアムにて，高校地区総体の３日目が行われました。今
朝は，この３日間で一番の天気で気温は26℃まで上がりました。本日，出場した種目は200mと800m準決
勝でした。結果は以下の通りです。
◎２００ｍ
　　高１S君　　７組１レーン　２４秒９０　＜風－２．５m＞　（４着　予選敗退）
　　高１N君　１０組３レーン　２４秒６２　＜風－２．４m＞　（３着　予選敗退）
　　高３K君　１１組３レーン　２４秒０４　＜風－２．８m＞　（２着　準決勝進出）
　　　→　準決勝３組８レーン　２３秒３３　＜風－０．６m＞　（３着　準決勝敗退）

　　※高３K君は準決勝でいい成績を収めたものの，決勝まであと1人のところで敗退しました！入賞まであ
と一歩だっただけに悔しさが残ります。とりあえずは準決勝3着ということで県総体出場は決定しました！

◎８００m準決勝
　　高１Y君　　３組６レーン　２分０４秒６３　（７着　準決勝敗退）
　　※記録により，ギリギリで県総体出場が決定しました！
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３日間にわたり，激しい戦いが繰り広げられましたが，当初の目標通り１００m（高３H君），２００m（高
３K君），８００m（高１Y君），４００mリレー，１６００mリレーで県総体出場権を獲得しました！しか
し，決勝や準決勝へあと1人という惜しい状況がいくつかあったので，この「おしい！」をいい反省材料にし
て，次回までのモチベーションにしていきたいと思います。応援してくださいました方々，本当にありがと
うございました。県総体も引き続きご声援のほど，よろしくお願いします。

陸上競技部 , 高校

詳細を見る

第６６回広島地区高等学校春季陸上競技選手権大会　～２日目～
2013年05月11日

５月１１（土），コカ・コーラウエスト広島スタジアムにて，高校地区総体の２日目が行われました。今朝
もあいにくの天気でしたが，午後からはようやく晴れ間が見られました。本日，出場した種目は100m，
800m，5000m，そして4×400mリレーでした。結果は以下の通りです。
◎１００ｍ
　　高２Ｔ君　　１組７レーン　１２秒５８　＜風－１．２m＞　（７着　予選敗退）
　　高３H君　　９組４レーン　１１秒７１　＜風－１．１m＞　（２着　準決勝進出）
　　　→　準決勝３組８レーン　１１秒６４　＜風－１．３m＞　（４着　準決勝敗退）
　　高１I君　１２組３レーン　１２秒２２　＜風－１．１m＞　（４着　予選敗退）

　※高３H君は準決勝の記録により，県総体出場が決定しました！

◎８００ｍ
　　高１S君　３組　２分２２秒９４　（９着　予選敗退）
　　高１Y君　７組　２分０５秒２５　（１着　準決勝進出）
　　高２N君　８組　２分０９秒１３　（６着　予選敗退）　

　※高２Y君は，明日の準決勝への進出が決定しました！

◎１５００ｍ
　　高２K君　３組　１７分２７秒５８　（７着　予選敗退）

◎４×４００ｍリレー（高２K君，高３K君，高３S君，高１Y君）
　　３組６レーン　３分３２秒９１　（４着　予選敗退）
　　　→全体１２位のため，県総体出場が決定しました！

今日は目標通り，１００mとマイルリレーで県総体の権利を獲得できました。特に，１００mの高３H君は県
総体出場へ向けて努力を重ねていただけに，顧問としても嬉しい結果となりました。
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陸上競技部 , 高校

詳細を見る

第６６回広島地区高等学校春季陸上競技選手権大会　～１日目～
2013年05月10日

５月１０日（金），コカ・コーラウエスト広島スタジアムにて，高校地区総体の初日が行われました。あい
にくの天気で午後からは気温も下がり，良い条件とは言えませんでした。しかし，どのチームも同じことで
すので，言い訳なしに県総体を目指して頑張りました。
本日，出場した種目は400m，1500m，そして4×100mリレーでした。結果は以下の通りです。
◎４００ｍ
　　高２Ｔ君　　５組５レーン　５８秒３５　（６着　予選敗退）
　　高３Ｓ君　　９組１レーン　５４秒７６　（２着　準決勝進出）
　　　→　準決勝２組１レーン　５４秒６１　（８着　準決勝敗退）
　　高２Ｋ君　１５組４レーン　５３秒４２　（３着　予選敗退）
　　※Ｋ君は準決勝進出まであと１名でしたので，大変悔しい結果となりました。
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◎１５００ｍ
　　高２Ｎ君　４組　４分３３秒８６　（８着　予選敗退）
　　高１Ｎ君　６組　４分５２秒１１　（１７着　予選敗退）

◎４×１００ｍリレー（高３H君，高３K君，高３S君，高３O君）
　　３組４レーン　４４秒６４　（３着　予選敗退）　→全体１２位のため，県総体出場が決定しました！

リレーチームは今年中国大会を目指して頑張ってきただけに，思うような記録を残せず悔しい思いをしまし
た。しかし，幸い県総体への出場権は獲得したので，残り３週間に全力を尽くして最後まであきらめないで
ほしいと思います。

陸上競技部 , 高校

詳細を見る

平成２５年度呉市陸上競技協会春季記録会
2013年05月05日

５月４日（祝），ＧＷ真っ只中に呉市総合スポーツセンター陸上競技場にて，春季記録会が行われました。
本校からは中２，中３の９名が参加しました。
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中２にとっては，今シーズン初めての大会とあって，これまでの取り組みを試す良い機会になりました。今
大会でも，ほとんどの選手が自己ベストを更新し，次への自信となりました。

監督の友弘先生は投擲の記録員を行っていました。
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次は６月の市大会です。今回の結果をうけて，ますます精進してまいりますので，引き続き応援のほどよろ
しくお願いします！

なお，今大会では，男子100mで中３のO君が12秒09（風+2.5m），男子1500mでは中２のM君が4分38秒
85というタイムを残し，それぞれが７月6日，７日に開催される全日本中学校通信陸上競技広島大会
の標準記録（中３男子100mは12秒24，中２男子1500mは４分40秒00）を突破し，出場
権を獲得しました！

陸上競技部 , 中学

詳細を見る

第４７回織田幹雄記念国際陸上大会
2013年04月30日

４月２８日，２９日の２日間，エディオンスタジアム広島にて第４７回織田幹雄記念国際陸上大会が開催さ
れました。本校は中学男子１００m，中学４００mリレー，高校４００mリレーの３種目の出場権を得てい
ました。
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まずは，中学男子１００m。出場権を得ていたのは中３のA君で，２組７レーンに登場しました。結果は11
秒55（風+1.6）で５着でした。全体でも５着とまずまずの結果でした。

続いて中学４００mリレー。かなり緊張している様子で思うようにタイムが伸びず，結局48秒72でした。全
体で19着と納得のいかない結果となりました。

最後は高校４００mリレー。今年は中国大会を目標にしているチームだけに気合が入っておりました。しか
し，バトンがうまく渡せずにタイムが伸びませんでした。結局，45秒10で全体で10着でした。再来週にはい
よいよ地区総体が行われます。高３の最後の頑張りに期待したいと思います。

陸上競技部

詳細を見る

第47回織田幹雄記念国際陸上競技大会のお知らせ
2013年04月22日
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4月28日（日），29日（祝）にエディオンスタジアム広島（広島ビッグアーチ）にて，第47回織田幹雄記念
国際陸上競技大会が行われます。この大会は日本グランプリシリーズのうち1つであり，数々の世界大会に出
場する日本代表選手が招待選手として出場します。この大会では，県内の選ばれし中学生と高校生の種目も
あります。その種目のうち，中学男子１００ｍと中学男子４００ｍリレー，高校男子４００ｍリレーに本校
の生徒が出場します。

中学男子１００ｍは29日（祝）の１３：２０頃から，中学男子４００ｍリレーは同じ日の１６：１０頃か
ら，高校男子４００ｍリレーは１６：３５頃から行われます。応援のほどよろしくお願いします！

陸上競技部

詳細を見る

広島県国体強化記録会
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2013年04月21日

４月２０日（土）２１（日）の2日間，エディオンスタジアム広島（広島ビッグアーチ）にて記録会が行われ
ました。この２日間はそれまでとは全く異なる気候で朝から気温１０度程度から上がりませんでした。土曜
日の午後からは雨が続き最悪のコンディションとなりました。春休みの成果を得ようとこの日を迎えました
が，やはり思うようには走れませんでした。
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陸上競技部

詳細を見る

第４回広島県中学生陸上競技記録会
2013年03月18日

学年末試験直後の3月16日（土）、17日（日）に東広島運動公園陸上競技場で、第4回広島県中学生陸上競技
記録会が行われました。この記録会の100mと3000mと4×100リレーはそれぞれ上位16番、48番、24番に
入れば4月に行われる第47回織田幹雄記念国際陸上競技大会の出場権を獲得することができます。

結果は、中2A君が100mで5番、4×100リレーは22番に入り、織田陸上の出場権を獲得することができまし
た。

冬場しっかり練習に励んだもので、大幅自己記録を更新するものもいました。今シーズンの活躍を期待した
いと思います。

陸上競技部 , 中学

詳細を見る

卒業生よりプレゼント
2013年03月13日

Page 19 of 48

2020/11/17



無事広島学院を巣立っていった高３の４名から現役生へプレゼントが送られました！

ストップウォッチ3個！！１０００分の1秒まで計れます。大切に使わせていただきます。
52期の生徒のみなさん並びに保護者のみなさま，本当にありがとうございました！

陸上競技部

詳細を見る

高校卒業式
2013年03月02日

今日は高校卒業式でした。午後１時半ごろには「卒業を祝う会」が終わり、高３の４名が前庭にやってきて
くれました。

毎年のことながら卒業生の先輩の言葉は、後輩たちに強く響きます。また、後輩からの熱いメッセージが込
められた色紙は、卒業生の心にグッと響きます。この瞬間に陸上競技部の魂が伝承されるのだろうと思う今
日この頃です。５２期諸君、卒業おめでとう！

陸上競技部 , 高校

詳細を見る

校内マラソン大会
2013年02月09日

２月８日（金）広島ビッグアーチにて校内マラソンが行われました。各学年上位５名ずつ合計２５名が表彰
されるので，陸上競技部では半分以上の表彰を目標にがんばりました。
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各学年５位以内に入った部員は以下の通りです。
中１（５ｋｍ）　１位　Ｍ君　２０分１５秒（中学総合５位）
　　　　　　　　２位　Ｔ君　２０分３５秒
　　　　　　　　３位　Ｆ君　２０分４４秒

中２（５ｋｍ）　４位　Ｉ君　２０分２７秒（中学総合９位）
中３（５ｋｍ）　１位　Ｙ君　１８分４３秒（中学総合１位）
　　　　　　　　３位　Ｎ君　２０分２２秒（中学総合７位）
高１（10ｋｍ）　１位　Ｂ君　３５分２６秒（高校総合２位）
　　　　　　　　２位　Ｋ君　３６分０４秒（高校総合４位）

結果は，８名が表彰になりました。残念ながら半数（１３名）には届きませんでしたが，中１は１位から３
位独占，中３，高１は１位をとり，陸上競技部の存在感を少しは出せたのではないかと思います。

陸上競技部

詳細を見る

大竹駅伝
2013年01月17日

１月１３日（日），大竹市総合市民会館をスタートにして，大竹駅伝が行われました。高２は全員短距離の
ため，今年は高１の５名が参加しました。

昨年度は最下位だったため，今年のスタートは４列目になりました。（上位だったら２列目になります…）
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高１ばかりであったにも関わらず２区のＫ君は学院区間記録を更新し，残りの多くの区間では学院区間２位
を更新しため，全体のタイムも過去２位の好成績となりました。（ちなみに，順位は最下位を脱出しまし
た…）

大会が終わったあとも，近くの激しい坂道でトレーニングをして帰りました。来年こそは上位に入ります！
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陸上競技部 , 高校

詳細を見る

陸上競技部２０１３　始動！
2013年01月05日

あけましておめでとうございます。 本日より練習が再開されました。ミッションスクールなのに，まずは恒
例の初詣です。お隣の三輪明神へお参りに行きました。

今年も大きな事故がなく，それぞれの力を発揮できますように…

お参りが終わると学校へ戻って，今年の抱負を一人ずつみんなの前で発表しました。

自分の目標をみんなの前で発表することで責任がうまれます。ただのスローガンで終わらせないで，しっか
り実現してほしいと思います。
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今年も陸上競技部はがんばってまいりますので，どうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。

陸上競技部

詳細を見る

平成24年度広島市中学校新人陸上競技大会
2012年10月24日

　10月13日（土）・14日（日）にコカ・コーラウエスト広島スタジアムで平成24年度広島市中学校新人陸
上競技大会が行われました。56期中心の新チームとなって、初めての大会でした。
　大会初日、中2のＡ君が100ｍに出場し自己記録に0.01秒に迫る11秒62（風＋0.9）のタイムで見事優勝
しました。また、中2のＯ君が400ｍに出場し、自己記録を更新する59秒08のタイムで6位入賞を果たしまし
た。大会直前に急遽オーダーが変更になるという不測の事態もありましたが、４×１００リレーでは全体7着
で無事決勝進出を決めました。
　大会2日目、中2のＡ君が200ｍに出場し、昨日の100ｍに続き優勝しました。100ｍと200ｍの短距離2冠
と好成績を収めることができました。４×１００リレーの決勝ではアンカーにバトンが渡った時点では2位と
一瞬、『優勝』の二文字がちらつきましたが、勝負は甘くはなく抜かれ、6位となりました。しかし、急遽メ
ンバー入りした元々長距離の中1のＭ君がアンカーとして頑張ってくれたからこその6位入賞だと思います。
入賞を得点に換算して争われる学校対抗の部では見事6位入賞を達成しました。これで、今シーズンの大会は
すべて終了となりました。有終の美を飾ることができたのではないでしょうか。来シーズンの活躍も期待し
たいと思います。

陸上競技部 , 中学

詳細を見る

第60回広島市中学校総合体育大会駅伝の部
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2012年10月09日

　10月8日（月・祝）に広島広域公園補助競技場を主会場としたコースで第60回広島市中学校総合体育大会
駅伝の部が行われました。この駅伝は、全長17.5ｋｍ（6区間）で争われました。本校陸上競技部として
は、創部3年目で初出場でした。
　1区中3のＹ君は、目標の区間賞には届きませんでしたが、区間4位と好スタートを切りました。その後、
通過順位が13位（2区）→15位（3区）→15位（4区）→16位（5区）と少しずつ順位を落としていきました
が、アンカー中1のＭ君が3人抜きの好走で13位でゴールしました。6区間中、3区間が中1ということで、な
かなか厳しいレースを予想しておりましたが、来年が楽しみな結果を収めることができました。ぜひ来年は8
位入賞を目標に、勝負してほしいと思います。

陸上競技部 , 中学

詳細を見る

第61回広島県中学校総合体育大会
2012年09月30日

　9月29日（土）・30日（日）にコカ・コーラウエスト広島スタジアムで第61回広島県中学校総合体育大会
が行われました。本校からは、100ｍ、800ｍ、4×100リレーに出場しました。

　100ｍには中2のＡ君が出場しました。予選は危なげなく通過し、準決勝では自己記録に0.01秒とせまる
11秒62（風－0.7）で決勝に進出し、決勝では見事6位に入賞しました。1つ上の学年と争い6位に入賞した
のは、立派な成績だと思います。
　800ｍでは中3のＹ君が出場しました。これまで県大会では8位、4位と入賞しておりましたが、今大会では
それらを上回る3位に入賞することができました。
　また、4×100リレーでは、予選を全体7着で通過したものの、2組で行われました決勝ではオーバーゾーン
による失格となり、非常に悔しい結果となりました。中3（55期）は今大会が中学生として出場する最後の
大会でした。この冬しっかりトレーニングを積んで、高校生になったらもう一度勝負をしてほしいと思いま
す。
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　今大会は、郡市対抗で総合成績を争う大会でした。広島学院は広島西（西区・佐伯区）に所属し、総合3位
に入賞しました。広島西チームのキャプテンだった中3Ｙ君が閉会式で広島西チームを代表して、賞状をいた
だきました。

陸上競技部 , 中学

詳細を見る

北部記録会
2012年09月23日

９月２２日（土）みよし運動公園陸上競技場にて，北部記録会が行われました。
この大会は，中高ともに参加できる大会で，普段では見ることのできない中学生と高校生の対決を楽しむこ
とができました。面目を保ってヒヤヒヤの高校生，中学生に負けて悔しがる高校生，高校生に勝ってしまい
素直に喜べない中学生，先輩に勝つまいと気を遣おうとする後輩など…いい対決がたくさんありました。中
１の中には３０秒もベストタイムを更新した生徒もおり，収穫の多かった大会でした。
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陸上競技部 , 中学 , 高校

詳細を見る

第51回広島県高等学校新人陸上競技大会
2012年09月21日

９月１５日，１６日の２日間，東広島運動公園陸上競技場にて，第51回広島県高等学校新人陸上競技大会
（県新人）が行われました。
この大会は地区大会から勝ち上がった者のみが参加できます。本校からは，200m（Ｋ君），1500m（Ｂ
君），4×100mリレー，4×400mリレーが出場権を獲得しました。

4×400mリレー（マイルリレー）は怪我のため，やむなく棄権となりました。1500mは，Ｂ君が体調をうま
く調整することができず，予選１４着（４分３８秒９４）で敗退しました。

4×100mリレー（４継）は予選２組に登場して，４４秒５６と好タイムを出したものの全体１１位と決勝進
出はなりませんでした。しかし，この大会で１６位まで入りましたので，来年４月に行われる織田幹雄
記念国際陸上競技大会への出場権を獲得しました！
200mでは，Ｋ君が予選３組に登場し２３秒０４（風-1.2）で２着となり，難なく準決勝進出を決めまし
た。準決勝では，スタートで出遅れるも後半に驚異的な伸びを見せ，２２秒７８（風+0.6）と学院記録を
更新する好タイムで全体８位に入りました。８位の選手は同タイムでもう一人いたのですが，東広島運動
公園は９レーンまであるため，両者とも決勝に進出できることが決まりました。
１日に３本も走る経験がない本校にとって決勝戦は厳しかったのでしょう，結局，決勝は23秒01（風
+1.9）と惜しくも９位で入賞なりませんでした。残念ながら賞状はありませんでしたが，決勝に残ったとい
う自信はこれからのＫ君をさらに大きくしてくれるでしょう。
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実は後日，決勝進出しながら賞状のないＫ君をかわいそうに思った顧問が賞状を用意して，部員みんなで表
彰式を行い，Ｋ君の結果をお祝いしました。

陸上競技部 , 高校

詳細を見る

地区新人　表彰
2012年09月07日

９月６日（木）の中高別朝礼で，地区新人大会での４００ｍリレーチームが表彰されました。
予選は全体６位でしたが，決勝では１つ順位を上げて５位入賞をしました。創部以来，リレーで入賞するの
は初めてです！

陸上競技部 , 高校

詳細を見る

バーベキュー大会
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2012年08月29日

8月27日（月）、呉市の狩留賀海浜公園にてバーベキュー大会を行いました。この夏休みはまだもう少し練
習がありますが、頑張ってきた自分たちへのご褒美にみんなで楽しみました。気持ちをリフレッシュをし
て、また２学期からも頑張りましょう！

陸上競技部

詳細を見る

第43回ジュニアオリンピック記録会
2012年08月28日

8月26日（日）、広島スタジアムにて中学生の記録会が行われました。
中１にとって２回目の大会でしたが、前回と違うのは自分たちのレースまでのアップ、招集などの準備を自
分たちでしないといけません。個人競技の難しいところですが、それぞれがちゃんとレースに向かうことが
できました。

陸上競技部 , 中学

詳細を見る
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第46回中国中学校陸上競技大会
2012年08月17日

8月8日（水），9日（木）の2日間，維新百年記念公園陸上競技場（山口市）にて中学校の中国大会が開催さ
れ，本校からは中2のＡ君が100mに出場しました。
予選は，いつもより入念なアップを済ませ万全の体制で臨みました。
その結果，予選1組　11秒61（風=1.4m）＜自己ベスト＞で3着に入り，全体ではタイムで決勝に残るこ
とができました。
決勝戦は，自己ベスト更新はなりませんでしたが，11秒68（風+0.8m）で７位入賞を果たしまし
た！

中学生の中国大会出場は本校陸上競技部初の快挙で，さらに入賞のおまけつきでしたの
で，本当によく頑張ったと思います。Ａ君，おめでとう！

陸上競技部 , 中学

詳細を見る

第60回広島市中学校総合体育大会
2012年08月13日

8月11日（土），12日（日）の2日間，広島ビッグアーチにて，市総体が開催されました。主に活躍した選手
を以下にまとめます。
①　高学年男子100m　中２Ａ君
　　　　予選7組1着　11秒88（風-0.6m）　全体6位で決勝進出
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　　　　決勝　　5着　11秒71（風+0.9m）　５位入賞（県総体の出場権獲得！）
②　高学年男子400m　中3Ｓ君
　　　　予選6組2着　56秒99 全体8位で決勝進出
　　　　決勝　　8着　59秒02　８位入賞（県総体の出場権獲得！）
③　高学年男子800m　中３Ｙ君
　　　　予選２組１着　2分12秒74　着順で決勝進出

決勝　　２着　2分7秒21　　２位（県総体の出場権獲得！）
④　高学年男子3000m　中３Ｙ君
　　　　決勝1着　9分26秒73　　　１位（県総体の出場権獲得！）
⑤　高学年男子4×100mリレー
　　　　予選１組１着　46秒47　全体３位で決勝進出
　　　　決勝　３着　　46秒41　３位入賞（県総体の出場権獲得！）

以上の結果となりました。これらの結果により，学校対抗では25.5点を獲得し，6位に入ることが
できました！

また，本大会より中学1年生が参戦しました。まずは高校生の先輩から，アップの仕方や招集などの手続きに
ついて教えてもらいながらレースに臨みました。次回からはそれぞれが自己責任で動かなければなりませ
ん。1日でも早く，1人前の陸上選手になってくださいね！

陸上競技部 , 中学
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詳細を見る

第６０回広島地区高等学校夏季陸上競技選手権大会　～地区対抗～
2012年08月13日

８月8日（水），9日（木）の2日間，広島スタジアムにて高校生の大会（地区大会）が行われました。
全体20位以内（長距離は22位以内）に入ると獲得できる県対抗の権利をつかんだのは以下の種目です。
①　4×100mリレー　予選3組5着　45秒55　（全体17位）
②　高2Ｋ君　200m　予選1組3着　23秒60＜風+1.2m＞　（全体12位）
③　高１Ｂ君　5000m　決勝1組16着　16分56秒26　（全体16位）
県対抗は8月25日，26日に竹ヶ端運動公園陸上競技場（福山市）にて行われます。

陸上競技部 , 高校

詳細を見る

第３９回広島県中学校陸上競技選手権大会
2012年07月30日

７月２１日，２２日の２日間，広島ビッグアーチにて，県選手権が行われました。この大会は各種目３位
に入ると中国大会への権利を獲得するので，出場する中学生は気合が入っておりました。

共通男子400mでは３年のＳ君が予選４組に登場し，57秒06とその組３位に終わりました。
また，共通男子4×100mリレーでは，予選４組に登場し，46秒90と決勝進出はなりませんでした。

共通男子800mでは３年のＹ君が予選２組に登場し，2分5秒33というタイムで２位に入り，決勝進出を
決めました。
１日おいた決勝では2分4秒06と記録を大きく伸ばしましたが，惜しくも４位になり，あと一歩で中国
大会を逃しました。

Page 33 of 48

2020/11/17



２年男子100mではA君が予選４組４レーンに登場し，11秒83（風+1.9m）というタイムでその組を１
位で決勝に進出しました。
決勝は８レーンに登場し，抜群のスタートで11秒68の自己ベストで３位に入り，中国大
会への切符を手に入れました！
 Ａ君は８月８日～9日に山口県で開催される中国大会へ出場します。応援のほど，よろしくお願いしま
す。

陸上競技部 , 中学

詳細を見る

第58回全日本中学校通信陸上競技広島県大会
2012年07月01日

昨日と今日の2日間，広島ビッグアーチにて通信大会が行われました。この大会は，標準記録を突破した選ば
れし者だけが出場できる大会で，本校からは100m, 200m, 800m, 1500m, 4×100mリレーに出場しまし
た。

3年男子100mではＳ君が予選を全体16位でＢ決勝に進出しました。Ｂ決勝では11秒91（風+1.1m）で6位
に入りました。

リレーチームはＳ君，Ｎ君，Ｔ君，Ａ君で構成されており，決勝では45秒82で5位に入りました。
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共通男子800m決勝では中3のＹ君が2分8秒36で8位に入賞しました。

2年男子100mでは，Ａ君が予選で11秒92（風+0.6m）と全体4位でＡ決勝進出を決め，Ａ決勝では11秒
77（風+1.0m）の自己ベストで3位に入賞しました。

大会後には記録会も行われ，本校の生徒は全員が出場する機会を得ました。そのため，選ばれし者の大会な
がら，中学生は全員が本大会に参加し，出場しない生徒も応援やビデオ撮影などで個々がチームを支えてく
れたと思います。今回出場できた生徒たちはこの小さな応援，小さな支えに感謝して，7月21，22日の県選
手権大会（@広島ビッグアーチ）へ向けて更なるレベルアップを目指してほしいものです。

陸上競技部 , 中学

詳細を見る

平成２４年度第３回県中学生記録会
2012年06月10日

昨日，今日と２日間，東広島運動公園陸上競技場にて中学生の記録会が行われました。
それぞれが一生懸命自分のベストタイムに挑みました。なお，この大会で中３のＳ君が100mにて12秒20
（風-0.5）の記録を出し，通信大会の標準タイムを切りました。
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陸上競技部 , 中学

詳細を見る

広島市中学校陸上競技選手権大会２日目
2012年06月04日

大会２日目は一部200m予選，一部800m決勝，３年1500m決勝，一部4×100mリレー決勝に出場しまし
た。

200mでは，３年のＳ君が24秒87で全体９着タイと惜しくも決勝進出を逃しましたが，通信大会の標準タイ
ムを切り，出場権を獲得しました。

800m, 1500m決勝では，３年のＹ君がそれぞれ2分5秒49で２着，4分31秒73で３着と素晴ら
しい結果を残しました。
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また，400mリレーでは，46秒91で３着となりました。
これらの結果，総合ポイント２９点を獲得し，広島学院は全体６位入賞を果たしました！

長い２日間でしたが，上位大会の出場権をたくさん獲得でき，また学校総合でも入賞することができ，楽し
く過ごせた２日間でした。次の通信大会，県選手権に向けてさらにレベルアップを目指して頑張っていきま
す。

通信大会出場者
　３年Ｎ君　：　400m, 400mリレー
　３年Ｓ君　：　400m, 200m, 400mリレー
　３年Ｔ君　：　400mリレー
　３年Ｙ君　：　800m, 1500m
　１年Ａ君　：　100m, 400mリレー

県選手権出場者
　３年Ｎ君　：　400mリレー
　３年Ｓ君　：　400m, 400mリレー
　３年Ｔ君　：　400mリレー
　３年Ｙ君　：　800m, 1500m
　１年Ａ君　：　100m, 400mリレー

陸上競技部 , 中学

詳細を見る

広島市中学校陸上競技選手権大会
2012年06月03日

本日と翌日の２日間，広島ビッグアーチにて市選手権が行われます。中学は短距離，長距離ともに期待がで
き，どちらも通信大会や県選手権などの上位大会への出場を目標に頑張ってきました。その結果…
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400m決勝では中3のS君が57秒83で7着となり，

２年100m決勝では中２のA君が11秒83（風+0.7m）で堂々の１着となり，
4×100mリレー予選では46秒74で全体3着となり，
それぞれ市代表となりました！

また，３年100mでは，中３のN君が決勝には残れなかったものの，12秒12と通信大会の標準タイムを切
り，出場権を獲得しました。
その他に中３のY君が800m, 1500mと決勝に進み，明日の結果如何によっては市代表となります。
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大きな結果を残せなくとも自己ベストを出す選手やそれに近いタイムを出す選手が多かったです。みんなお
疲れさまでした。また明日もがんばろう！

陸上競技部 , 中学

詳細を見る

第６５回広島県高等学校総合体育大会2日目
2012年05月26日

2日目は4×400mリレー（マイルリレー）でした。16:55からのレースであったため，生徒たちは午前中に
中間試験を受け，その後移動してレースに臨みました。

2組に登場しましたが，タイムは3分35秒60と6着に終わりました。

このレースで今回の県総体は終了しました。次回は来週の土曜日にいよいよ高3の引退試合です。

陸上競技部 , 高校

詳細を見る

第６５回広島県高等学校総合体育大会
2012年05月25日

本日5月25日（金）から３日間，広島ビッグアーチにて県総体が行われます。本校からは400mと4×100m
リレー，4×400mリレーが県総体の権利を得ていました。

あいにくの雨でしたが，本日は400mと4×100mリレーに出場しました。
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400mは高３M君が３組に出場しましたが，残念ながらタイムは52秒75で，５着に終わりました。

4×100mリレーは１走から２走へのバトンが１度空振りしましたが，その他は完璧なバトンで44秒28と
学院記録を更新し，さらに，なんと２着でゴールしました！この結果により，目標であっ
た準決勝に出場することができました！

準決勝は予選と同じくらいの力を出し切り44秒36でしたが，さすがは準決勝！43秒台前半でなければ決勝に
は上がれませんでした。結局１組目で8着になり，今日のレースを終えました。

長い1日でしたが，この学年がスタートしてから目標に掲げていた県総体準決勝進出はなんとか果たせたの
で，自信を持って明日のマイルリレーに臨もうと思います。明日は16:50スタートになります。お時間があ
れば是非応援のほどよろしくお願いします！

陸上競技部 , 高校

詳細を見る

春季地区総体３日目
2012年05月08日
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３日目です。今日は200mのみですので，３名だけの出場でした。予想通り，２日間の疲労が３人を襲っ
たため，準決勝へあがるチャンスがありながらそれをつかみ取ることはできませんでした。３名の結果は
以下の通りでした。
高３Y君26秒12（風-0.3m），高２K君24秒03（風0.0m），高２S君24秒51（風-0.6m）

陸上競技部 , 高校

詳細を見る

春季地区総体２日目
2012年05月07日

地区総体２日目も広島スタジアムでした。今日は昨日に比べて少しだけ曇り空が広がっていましたが，１日
中雨が降ることもなく終えることができました。今日は100m, 800m, 5000m, 4×400mリレーに出場しま
した。

  100mでは全員が自己ベストを出しました。高３のY君は12秒59（風+1.7m），高２のH君は11秒71（風
+1.5m），同じく高２のO君は12秒10（風+1.7m）とすべて公認記録でした。

800mは，高３のM君が2分12秒68と本人の力を十分出し切れたタイムを残し，準決勝を目指していた高３の
M君は2分6秒68を出しましたがもう一歩及ばず，公式戦デビューの高１のK君は2分21秒04とこれからの目
標を設定するのに貴重なタイムを残しました。
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本校ではエントリーの少ない5000mでは高１のB君，N君が挑戦しました。B君は２組に登場し，最後まで首
位争いをしましたが16分37秒86というタイムで２着に入りました。県総体のラインまではあと５人というと
ころまで迫りましたが，残念ながら夢は次回まで持ち越しとなりました。N君は序盤攻めていきましたが，後
半スタミナが持たず18分38秒79というタイムでゴールしました。

この日最後のレースとなった4×400mリレーは高３M君，高２K君，高２H君，高２S君が奮闘し，3分35秒
17と全体18位で県総体の権利を獲得しました！
明日はいよいよ最終日です。200mしかありませんが，出場する選手は自己ベストを目指して頑張ります。

陸上競技部 , 高校

詳細を見る

春季地区総体１日目
2012年05月06日

県総体の予選にあたる大会の初日が本日５月６日（日）広島スタジアムにて行われました。本日は400m, 
1500m, 4×100mリレーに出場しました。
400mでは高３のM君が５組に登場し52秒73のタイムで２着！堂々の準決勝出場を果たしました。準決勝
では52秒96と予選よりタイムが伸びませんでしたが，100分の2秒差で県総体出場枠の２０人にギ
リギリ入ることができました！
1500mでは決勝に残れなかったものの，高３のN君が自己ベストの4分36秒83，高１のB君が自己ベスト
に近い4分24秒69，同じく高１のN君が初の公式戦で4分43秒87の結果となりました。
4×100mリレーは県総体準決勝出場を目標にして，今まで練習を重ねてきただけに是が非でも県総体の権
利を獲得したいところです。高２のH君，高３のM君，高２のS君，高２のK君で構成されたリレーチーム
は，練習で何度も弱気になったこともありましたが，本番では守りに入らず攻めの気持ちを最後まで貫け
た結果，44秒55と全体16位に入ることができ，無事県総体の権利を獲得しました。
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明日は100m, 800m, 5000m, 4×400mリレーがあります。リレーは17:40頃スタートなので，ぜひ応
援のほどよろしくお願いします！

陸上競技部 , 高校

詳細を見る

第４６回織田幹雄記念国際陸上競技大会
2012年05月01日

ゴールデンウィークが始まった4月28日
（土），29日（祝）に広島ビッグアーチに
て，第４６回織田幹雄記念国際陸上競技大会が
開催されました。本校からは中学の部で
3000m, 100m, 4×100mリレーに出場しまし
た。
100mに出場したＡ君は１組に登場し，11秒
84（風+0.4m）で５着に入りました。全体で
も12位に入ることができ，本人にとっては念
願の11秒台と立派な成績でした。3000mでは
Y君が9分43秒44で2組11着に入りました。予
選ではギリギリ通過だったことから考えると，
十分がんばったと言える成績でした。そして，
4×100mリレーでは1組にS君，A君，T君,N君
が登場し，自己ベストの46秒台をたたきだし
ました。結果は，46秒96とその組では１着と
なり全体でも6位に入りました。リレーはベス
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ト８を目標に頑張っていたので，大変喜ばしい
結果となりました。
今回の大会で自信をつけて，さらなるレベル
アップを目指してがんばりたいと思います。

陸上競技部 , 中学

詳細を見る

第４６回織田幹雄記念国際陸上競技大会のお知らせ
2012年04月17日

４月２８日（土），２９日（祝）の２日間，広島ビッグアーチにて第４６回織田幹雄記念国際陸上競技大
会が開かれます。この大会は海外から13名，国内から45名の有名アスリートたちを招待する大きな大会
で，ジュニア種目などを含む計35種目が行われ，100mの福島千里，やり投げの村上幸史，棒高跳びの沢
野大地などが広島に集まります。
この大会に本校陸上部が中学生の部で出場することになりました。
①3000m　Y君　（28日16:10頃）
②100m　A君　（29日13:30頃）
③4×100mリレー　S君，A君，T君，N君　（29日16:25）

応援のほど，よろしくお願いします！

陸上競技部

詳細を見る

国体強化記録会２日目
2012年04月15日

昨日も本日も晴天に恵まれた１日でした。昨日の疲労が残っているものの，条件は皆同じ！今日も自己ベス
ト更新を目指して頑張りました。本日は800m, 200m, 3000mでした。
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800mは昨日に引き続き，中学生のY君が2分9秒20と通信大会と7月下旬に行われる県選手権大会の標準記
録を突破しました！また，200mでは中学生のS君が24秒78と通信大会の標準記録を突破しま
した！その他にも自己ベストを大きく更新した生徒もおり，なかなかの成果が見られた大会でした。

陸上競技部

詳細を見る

国体強化記録会１日目
2012年04月14日

広島ビッグアーチにて，記録会が行われました。初日の今日は400m, 1500m, 4×100mリレー, 100mでし
た。それぞれが自己ベストを目指して頑張りました。
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本校陸上競技部はリレーに力を入れているのですが，今回の記録は45秒54と満足のいくものではありません
でした。
1500mでは、中学生のY君が4分29秒49と６月末に行われる通信大会の標準記録をみごと突破しま
した！
明日は11:00より800m, 12:50より200m, 16:10より3000mが行われます。応援のほどよろしくお願いし
ます。

陸上競技部

詳細を見る

ＯＢ現役交流会
2012年04月08日

復活祭の今日１２：００より，陸上競技部ＯＢ現役交流会がありました。昨年度寄贈していただいた横断
幕と駅伝用のベンチコートのお披露目会を兼ねた，ＯＢ，現役生，そして保護者の皆さま総勢６０名以上
になる盛大な会となりました。陸上競技部は創部３年目になりますが，同好会，準部時代の先輩方の苦労
を忘れず，これからも日々感謝して活動してまいります。

陸上競技部

詳細を見る

陸上競技部紹介
2012年04月05日

陸上競技部は，中学生１３名高校生１３名の合計２６名の部員で構成されています。活動日は木曜日と土曜
日です。練習は中高一緒に行っていますので，先輩後輩のつながりがしっかりできていて仲の良いクラブで
す。今年でようやく創部３年目になりますので，応援のほどよろしくお願いします。

陸上競技部
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詳細を見る

織田幹雄記念国際陸上競技大会選考記録会
2012年03月19日

３月１８日（日）雨が降る中，第4回中学生記録会が東広島運動公園にて行われました。この記録会の結
果によって，４月２９日（日）にビッグアーチにて行われる織田幹雄記念国際陸上競技大会に出場できる
かが決まります。本校からは3000m, 100m, 400m, 400mリレーにエントリーしました。結果は，
3000mのＹ君が全体の47位，400mリレーが全体の20位，100mのＡ君が全体の16位で織田記念への出
場権を獲得しました。広島県にとっては名誉ある大会なので，当日にはさらにいい成績が残せるようこれ
からも努力してまいります。応援のほどよろしくお願いします。

生徒が雨に打たれながらがんばってる間，松村先生も出発係としてがんばってました。お疲れさまでし
た。

陸上競技部

詳細を見る

横断幕！
2012年03月19日

陸上競技部も創部３年目を迎えます。昨年度は保護者会・ＯＢ保護者会・ＯＢ会のお力添えで横断幕をつ
くることができました。本年度は中２から高３まで総勢２６名でがんばっていきたいと思いますので，応
援のほどよろしくお願いいたします。
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前のページへ

陸上競技部
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