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第68回　広島県新人大会　広島地区予選
2020年11月09日

　11月７日（土）。海田高校会場にて61期を中心とするチームの新人戦が行われました。対戦相手は強
豪の宮島工業高校でした。
今回の試合もコロナ対策のため無観客試合で行われたため、メンバー登録された選手しか会場に行けませ
んでした。そんな中で行われた試合の様子をお伝えします。
　　　　　　　　　　　　　　　　試合前のアップの様子

　第１ピリオドの入り方はとても良く、第１ピリオド終了時のスコアは13対16でした。しかし、第２ピ
リオド以降、宮島工業高校の選手のシュートが次々に決まり、ディフェンスをしっかりがんばったもの
の、実力の差が徐々に拡大して結果として48対87のスコアで負けました。
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　今回の試合はスコアを見る限りは大敗に見えますが、61期を中心とするチームは、やるべきことを可能
な限りぶつけた結果でもあったと思います。負けはしましたが納得の敗戦だったと思います。一方で、
シュート力の差が歴然であったことも分かったので、今後は今回の試合で感じた課題を中心に練習してい
くことになります。

バスケットボール部

詳細を見る

令和２年度　秋季バスケットボール大会
2020年09月08日

　９月５日（土）、61期にとって初めての公式試合が庄原市総合体育館で行われました。試合は17時か
らだったので、午前中に授業を受けた後、14時に学校を出発して会場に向かいました。今年はコロナウイ
ルスの影響で無観客試合を行うことが決定された上に、試合会場に行くことができる選手も登録メンバー
のみということになったので、試合会場は少し淋しいものでした。
          試合前の練習風景　↓

            試合開始　↓

　学院の対戦相手は広島市立工業高校でした。第1ピリオドはお互いに流れをつかめず、1点差で終わりま
した。しかし第２ピリオドで相手の11番の選手に連続して３本のスリーポイントシュートを決められてし
まい、その差を追いかける展開となりました。その過程で一時は10点差以上の差をつけられる場面もあり
ましたが、相手も少しペースが落ちる場面もあり、第３ピリオドが終わった時には、１点差で勝っていま
した。

茶道部

社会研究部

将棋部

書道部

生物部

天文部

美術部

物理部

文芸部

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

Page 2 of 56

2020/11/17



　続く最後の第４ピリオドは、このまま一進一退の展開が続き、残り１分をきった時点でどちらが勝って
もおかしくない状況でしたが、最後は残念ながら５２対５３の１点差で負けました。
　今回の試合を振り返ってみると、負けはしましたが、試合の内容としてはそんなに悪くはありませんで
した。ただせっかくのシュートチャンスがたくさんあったのにもかかわらず、何本もイージーシュートを
外してしまったことが敗因の一つであったとは思います。今後も、今回の敗戦を受けて、反省すべき点を
しっかり反省して、次の試合に向かって準備をしていきたいと思います。
 　　　　タイムアウトの光景　↓
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バスケットボール部 , 高校

詳細を見る

2020年　ОＢ会
2020年01月04日

　例年通り、１月３日（金）に高校バスケット部のОＢ会を開催しました。今回のОＢ会には久しぶりに
茭口先生がお見えになり、短い時間でしたがかつて指導を受けたОＢ達と再会し、近況を報告しあいまし
た。

 茭口先生はこの日、宮崎まで帰らなければならないため、短い滞在の後、ザビエル体育館を後にされま
した。その前に、指導をうけたことのあるОＢ達と写真をとりました。

　今回のОＢ会は、参加人数が例年より多く（最上級学年は40期でした）、80人近くが来てくれました。
各期ごとの人数を考慮して、合わせて10チームで６分流しで試合を行いました。チーム数が多いなかで総
当たり戦を行ったため、各チームが９試合ずつ試合をしました。結果は、無敗の成績だった54期が１位と
なりました。全ての試合が終わったのは17時前でした。最後に参加者全員で集合写真を撮り、今年のОＢ
会が終了しました。

Page 4 of 56

2020/11/17



            今回優勝した54期のメンバーです。↓ 

　　　　惜しくも２位になりましたが相変わらず元気な43期のメンバーです。↓

            55期のメンバーです。↓
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　　　　初めて単独チームができた57期のメンバーです。　↓

            50期のメンバーです。　↓

　51期と58期のメンバーの写真は取り損なってしまい申し訳ありませんでした。また来年も開催する予
定なので、今年参加できなかったОＢはまた来年の１月３日に会いましょう。

バスケットボール部 , 高校

詳細を見る
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令和元年　秋季バスケットボール大会 2019年09月09日

　９月７日（土）、庄原市総合体育館にて、60期を中心とするチームの最初の公式戦が行われました。対
戦相手は福山地区の府中高校でした。情報が全く無い相手だったのですが、第１ピリオドから第３ピリオ
ドまでは何とか五分五分以上の戦いができました。しかし、第４ピリオドになると課題の体力の限界がき
てしまい、足が止まり、じりじりと差を広げられてしまい、そのままの流れで、結局51対59のスコアで
負けました。今回のチームは8人の高２と７人の高１がベンチメンバーです。新チームになってから例年
よりかなり少ない高２で大丈夫なのか？という状態でしたが、夏休みの練習を経た今は、ディフェンスが
しっかりとしたチームになりつつある気がします。今後は得点力が課題となります。シュートをどれだけ
積極的に打ちにいくチームにすることができるかが課題です。以下の写真は当日のものです。
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バスケットボール部 , 高校

詳細を見る

第72回　広島県総体　地区予選
2019年05月07日

　59期を中心とするチームは、４月28日（日）、広島商業高校会場にて、高校最後の公式戦となる県総
体の予選を戦いました。相手は高陽東高校でした。第１ピリオドの入り方は少し悪かったものの、６点差
をつけて第２ピリオドに入りました。しかしここからは一進一退の攻防が続き、結局、第４ピリオドの最
終盤までこの状態が続き、61対61で第4ピリオドが終わり、５分間の延長戦となりました。延長戦になっ
ても同じような展開だったのですが。最終的には69対70のスコアで負けてしまいました。結果はとても
残念でしたが、これは出場した選手の全員が精一杯戦った結果だったと思います。高１の頃から振り返っ
てみて、この59期のチームは、とても個性が強いメンバーが多く、技術的には能力が高い選手がいたもの
の、チームとしてのまとまりが課題でした。そこで、練習も個人の技術を向上させるものよりも、組織で
戦うことを重視した練習が中心となりました。結果として、徐々にチームとしてのまとまりができてきた
段階で、残り二つの公式戦を迎えることになったように思います。そしてその状態のまま、最後の引退試
合を迎えることになりました。結果はとても残念でしたが、だからこそ、自分たちに欠けていたものは何
だったのか？を問いつつも、チームとしてまとまることができたという経験もできたように思います。ク
ラブで学んだことが、今後の人生のどこかで役に立つことを願っています。試合当日、応援に来てくだ
さった方に感謝します。
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 　　　　　　　　　　　　　　引退試合後の59期のメンバーです

K.T. , バスケットボール部 , 高校

詳細を見る

第63回　中国大会　広島地区予選
2019年03月28日

　59期にとって３度目の公式試合である中国大会の予選が３月27日（水）にグリーンアリーナの小ア
リーナで行われました。対戦相手は県立広島工業高校でした。この試合の第１ピリオドの入り方は、序盤
で少し不安定な場面もありましたが比較的良く、その雰囲気のまま第４ピリオドの途中までは５点差以内
で展開していきました。この試合中には終始ベンチから良い声が飛んでおり、最終局面まで、どちらが
勝ってもおかしくない状態でした。しかし残念なことに、第４ピリオドの途中から、ファールトラブルが
発生し、３人が退場した上に１人が怪我をしたため、最後の５分間で結局は12点差をつけられてしまい、
66　対　78　のスコアで負けました。しかし、今回の試合は出せる力をほとんど出し切った感があり、
次につながる試合であったように思います。59期の最後の試合まであと1カ月です。残りわずかとなった
練習を無駄にすることなく、できる準備をしていくことになります。
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バスケットボール部 , 高校

詳細を見る

2019年　ＯＢ会
2019年01月07日

　今年も３日にＯＢ会を開催しました。参加者は例年より少なめの、現役を含めて50数名でした。そんな
中でも特に目立ったのが43期のメンバー達でした。チーム数は現役２チームを含めて8チームでリーグ戦
を行いました（全部で28試合）。
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　　　　　　　　43期は７試合全勝しました。チームワークの良さが際立っていました。
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　最後に全員で集合写真を撮ってＯＢ会を終えました。また１年後の１月３日に、来年のＯＢ会を予定し
ていますので、今年参加できなかった人は、また来年会いましょう。 特に56期・57期は、来年は単独
チームが構成できるように期待しています。

K.T. , バスケットボール部 , 高校

詳細を見る

第66回　新人戦予選
2018年11月19日

　11月17日（土）に59期を中心とするチームの新人戦が行われ、学院は広島市立工業高校と対戦しまし
た。いつも課題となる第１ピリオドの入り方はとてもよく、序盤の五分間程は、五分五分の展開でした
が、次第にオフェンス面の連携ミスが重なり、第２ピリオド以降は、20点差を追いかけていくような展開
となりました。この苦しい展開の中で、第３ピリオドは、学院側に追い上げムードの流れが来て、一時は
15点差まで詰め寄りましたが、やはりオフェンス面での連携がうまくいかず、結局は45対70のスコアで
負けました。この後は次の公式戦までしばらく間があります。課題はたくさんありますが、59期を中心と
して、どのようにチームの課題を克服していくのかをしっかり見届けていきたいと思います。
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バスケットボール部 , 高校

詳細を見る

平成30年度広島県秋季バスケットボール広島県予選
2018年09月03日

　59期にとって最初の公式戦となる、平成30年度広島県秋季バスケットボール大会の広島県予選が、9月
１日（土）・２日（日）の２日間にわたって行われ、三次カルチャーセンター体育館で試合をしてきまし
た。１回戦の相手は三次青陵高校でした。この試合は第３ピリオドまでは、互角の試合で、第３ピリオド
終了時点で１点差で学院が勝っている状態でした。そして第４ピリオドの序盤には、一時逆転される場面
もありましたが、何とか粘った結果、最終的には69対57のスコアで勝利しました。翌日行われた続く２
試合目は、久しぶりに修道高校と対戦しました。しかしこの試合は第１ピリオドこそ何とかしのぎました
が、第２ピリオド以降は、身長差と速さの違いから、徐々に引き離されてゆき、最終的には46対84のダ
ブルスコアで負けました。修道高校との試合から学んだことは多く、２学期の練習では、自分達の弱点と
向き合っていくことになります。59期の保護者の皆様、試合会場が遠かったにもかかわらず、2日間とも
応援してくださり、ありがとうございました。

三次青陵高校との試合の写真
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修道高校との試合の写真

バスケットボール部 , 高校

詳細を見る

2018年度　県総体広島地区予選
2018年05月01日

　4月28日（土）に広島市立工業高校で、県総体の広島地区予選がありました。広島学院は1回戦で安古
市高校と対戦しました。安古市高校は新人戦では県大会に出場しており、決して楽に勝てる相手ではない
ことは分かっていましたが、その相手に対して58期を中心としたチームはひるむことなく向かっていき、
第２ピリオド終了時では11点リードするという展開に持ち込みました、しかし第３ピリオドでは足が止ま
り、第３ピリオド終了時ではわずか１点のリードになり、第４ピリオドの残り２分程の時には、相手に５
点のリードを許す展開となっていました。しかしこの悪い流れの中でも、58期のメンバーはあきらめませ
んでした。Ｍ君がこの局面で３本の３ポイントシュートを立て続けに決めて、最後は必死のディフェンス
を行った結果、５２対５１の１点差で勝利することができました。おそらく必死に戦った58期のメンバー
にとっては一生忘れられない試合になったことだと思います。しかし、この日はもう1試合、強敵の城北
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高校との試合があり、安古市高校との試合で死力を尽くした58期のメンバーには、戦いきるだけの体力が
残っておらず、最後までひるむことなく相手に向かっていきましたが、５０対８９のスコアで負けてしま
いました。応援にか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。試合に負けた悔
しさは大きかったと思いますが、この試合をもって58期はクラブを引退することになります。今後はクラ
ブで学んだことや、かけがいのない最後までやりきった19人のメンバーと共に次のステージに向かってが
んばっていってほしいと思っています。以下の写真は、試合の一場面です。

 　このメンバーで引退試合を迎えられたことに感謝したいと思います。

K.T. , バスケットボール部
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詳細を見る

第62回　中国大会　広島地区予選
2018年03月25日

　３月24日（土）に、中国大会の広島県予選が行われ、学院は崇徳高校と対戦しました。今年の崇徳高校
は、とてもバランスの良いチームで、恐らく県大会ではベスト16ないしベスト８に入ってもおかしくない
実力のあるチームです。残念ながら新人戦での籤運が悪く、新人戦の予選で強豪の瀬戸内高校にあたり予
選敗退となったため、今回の予選では一回戦スタートとなり、学院と対戦することになりました。その強
敵に対して、58期を中心とするチームは、春休みの練習では自分たちのバスケットができるようにがん
ばってきました。そしていざ試合が始まってみると。その成果の一端が出て、これまでの課題であった第
１ピリオドの入り方もとても良く、第１ピリオドの終了時は、19対19で終えることができました。しか
し、第２ピリオドになると、実力差が急激に出て、あっという間にダブルスコアの展開となりました。そ
の中で、中心選手のＩ君がファールトラブルで退場となり、あとは高２の総力戦で試合を戦いました。結
局、51対87という結果で試合を終えましたが、強敵を相手に、向かっていく姿勢だけは貫けた試合に
なったと思います。これで、58期を中心とするチームも、残すところあと１つの大会となりました。悔い
のない練習をひとつひとつ積み上げて、クラブ活動の集大成となる試合になるようにあと１か月間がん
ばっていってほしいものです。

バスケットボール部 , 高校

詳細を見る

2018年　ＯＢ会
2018年01月05日
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　明けましておめでとうございます。今年も恒例となってきたOＢ会を１月３日に開催しました。参加人
数は約60名でした。しかし今年のＯＢ会は例年とは違って、何と高校バスケット部草創期の大先輩（４期
の青木さん、９期の原さん、10期の越智さん、12期の原さん、14期の小野さん）の参加がありました。

 　驚いたのは、９期と12期の原さん兄弟が、プレーされたことでした。お２人とも60代とは思えない動
きをされていました。

　せっかく大先輩に来ていただいたので、インターハイにも出場した経験のある９期の原さんに、昔の学
院バスケット部の話や、バスケットにとって大切なことなどを話していただきました。

　今年のＯＢ会も、16時30分頃に全ての試合を終えました。結果は１位が51期、２位が昨年１位だった
43期、３位が54期となりました。
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　次の写真は、優勝した51期のメンバーです。

　そして、次の写真は、惜しくも２位になった４３期のメンバーです。来年もはりきってがんばるそうで
す。

 　今年は４日から仕事始めという企業が多いようで、残念ながら参加できなかったＯＢもたくさんいた
と思います。また来年も１月３日に企画する予定ですので、その時に会えることを楽しみにしています。
今年も健康に気をつけて、がんばっていきましょう。
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バスケットボール部 , 高校

詳細を見る

平成29年度秋季バスケットボール大会
2017年09月11日

　先週の９月９日（土）に、58期を中心とするチームの初めての公式試合が呉市の安浦体育館で行われま
した。対戦相手は福山明王台高校でした。対戦した福山明王台高校は、きちんとしたバスケットができる
チームで、こちらの放つシュートのほとんどをしっかりケアしてくるという、ディフェンスがとても良い
チームでした。結果は35対74で負けましたが、県大会において基礎がしっかりしているチームというの
がどんなものなのかを教えてもらった気がしました。今後は、そのようなチームをイメージしながら、ど
こまで自分たちが強くなれるのかを模索しながら練習をがんばっていきます。
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バスケットボール部

詳細を見る

県総体広島地区予選（57期）
2017年05月01日

　４月３０日（日）に行われた県総体の広島地区予選で、５７期のチームは市立広島工業高校と対戦しま
した。序盤から目が離せない展開となり、第３ピリオドが終了した時点で、学院が１点リードしていると
いうような接戦でした。しかし、第４ピリオドになって、少しずつ選手の足が止まってきて、あともう少
し踏ん張れればという場面もありながら、結局は36対41という５点差で負けました。ベンチ入りしてい
たメンバー全員を出場させることができなかったことは残念でしたが、最後まであきらめない姿勢はとて
も立派だったと思います。会場には保護者の方をはじめ、たくさんの方に応援に来ていただきました。あ
りがとうございました。
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　５７期のメンバーもこの日の試合をもって引退となります。これからも様々なことに対してがんばって
いって下さい。

バスケットボール部

詳細を見る

春の西区大会（60期）
2017年05月01日

　４月23（日）・29（土）・30（日）の３日間にわたって春の西区大会が行われ、学院は予選リーグで
崇徳中学と観音中学と対戦しました。崇徳中学には勝ちましたが、観音中学には負けました。その結果を
受けて行われた決勝リーグでは、井口台中学、再び崇徳中学、そして庚午中学と対戦し、いずれも勝利し
た結果、何と学院チームは西区１位で市大会への出場を決めました。６０期にとって悲願の市大会は６月
に行われます。市大会で１つでも勝てるように、これからも練習をがんばっていきます。以下の写真は29
日のものです。

バスケットボール部

詳細を見る
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2017年　高校バスケットＯＢ会 2017年01月04日

　今年も例年通り、3日にＯＢ会を行いました。カレンダーの関係もあって、４日から仕事始めの企業が
多いからだろうと思われるのですが、40期代のＯＢが少なかったです（40期が2名、43期が5名、48期が
1名）。現役生のチームをあわせて、９チームのリーグ戦で勝敗を決しました。試合が行われる中で、意
外だったのが40期と４３期の奮闘ぶりでした。特に４３期のチームは５人の結束がとても素晴らしく、現
役生の高２に負けただけでした。試合結果は以下の通りです。

　次の写真が優勝した４３期のメンバーです。

　以下は試合中の様子です。
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　ＯＢ会は16時30分頃に全ての試合を終え、怪我人もなく無事終了しました。最後に集合写真を撮って
閉会となりました。今年参加できなかったＯＢの人は、また来年参加して下さい。今年も良い年になりま
すように・・・。

バスケットボール部 , 高校

詳細を見る

ドラゴンフライズ
2016年12月22日

昨日，広島のプロバスケットチームである広島ドラゴンフライズの選手に来ていただき，クリニックを開
いていただきました。
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中３と高１・高２に分かれ，#11北川選手と#27小林選手の２名からボールハンドリングやドリブルなど
のテクニックや意識など，細かく指導していただきました。
練習後の質問コーナーでは多くの質問に答えていただき，生徒は非常にいい体験ができたと思います。
全国的にも盛り上がりを見せているＢリーグ，ドラゴンフライズの本拠地は広島サンプラザへ応援に行き
ましょう！

バスケットボール部 , 高校

詳細を見る

60期　新人戦の結果
2016年10月17日
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　10月9・10・16日と中間試験の一週間前から行われた新人戦予選の西区大会の結果についてお知らせ
します。学院中学は、観音中学校・中広中学校・井口中学校と対戦し、中にはおしい試合もありました
が、結果は３試合とも負けたため、予選敗退ということになりました。しかし、60期は試合毎に確実に強
くなっています。今後も課題と向き合ってがんばっていこうと思っています。

バスケットボール部 , 中学

詳細を見る
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60期の新人戦の予定
2016年10月07日

　いよいよ今週末に60期の初の公式戦である新人戦が行われるので、試合会場についてお知らせします。
最初の試合は10月９日（日）に観音中学校で行われます。14時50分（予定）から観音中学校と対戦しま
す。そして2試合目は、10月10日（月）に己斐中学校で行われます。10時10分（予定）から中広中学校
と対戦します。その後の試合については、この2試合の結果次第で決まりますが、おそらく10月16日
（日）に中広中学校で行われることになります。
※保護者の皆様、己斐中学校の場所は少し分かりにくいので、しっかりと地図を見て応援に来て下さい。

バスケットボール部 , 中学

詳細を見る

60期　ルーキーズカップ
2016年09月12日

　9月10・11日の2日間、60期が参加したルーキーズカップについてお知らせします。ドキドキの緊張状
態で迎えた吉島中学校との試合は、序盤からその緊張のため動きが鈍く、相手に差をじわじわ広げられる
展開でしたが、後半から立ち直り、最終的には36対34という2点差で初勝利しました。しかし２試合目の
五日市観音中学校との試合は惨敗でした。２日目は、最初に瀬野川中学校と対戦し、大差で敗れました。
続く２試合目は、広大付属中学校と対戦し、接戦の末、何とか勝利しました。結局、この２日間は２勝２
敗という結果となりました。初めての試合としては、60期のメンバーはがんばったと思いますが、この2
日間で様々な課題も見つかりました。今後はその課題を克服すべく、より一層練習していくことと思いま
す。60期の保護者の皆様、応援の方ありがとうございました。
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バスケットボール部

詳細を見る

60期の初試合
2016年09月09日

　59期が先月の市大会をもって中学校の試合を終えた後、いよいよ次の60期の初めての試合が9月10日
（土）・11日（日）に行われます。大会の名前はルーキーズカップといいます。会場は安佐南区スポーツ
センターで、10時20分頃から吉島中学校と試合します。そして同じ日の14時40分頃（予定）から、五日
市観音中学校と試合をします。この日の結果次第で翌日の試合相手が決まりますが、翌日の日曜日も同じ
会場で2試合が予定されています。60期のバスケット部の保護者の皆様、ぜひ応援の方をよろしくお願い
します。
　ところで中３（59期）は、昨日の練習が中学バスケット部としての最後の練習日となりました。練習を
始める前に中3部員の集合写真を撮影し、最後に後輩たちに向けて話をしてもらいしめくくりとしまし
た。59期は本当に仲の良いチームでした。これからも高校バスケット部でがんばっていってください。
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バスケットボール部 , 中学

詳細を見る

59期　夏の市大会（結果）
2016年08月26日

　昨日（25日）、安佐南区スポーツセンターで行われた市大会で、学院は大塚中学校と対戦しました。結
果は残念ながら35対55で負けました。改めて市大会で１つ勝つことの難しさを実感しましたが、５９期
のメンバーは精一杯がんばったと思います。５９期の部員は22名おり、バスケットは、１試合に18名し
か試合に出られないので、毎試合ごとに３名が試合に出られないという事態の中、５９期のメンバーは何
とかこれまでがんばってきました。しかし今回の試合をもって、中学バスケット部での試合は終わり、９
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月中旬からは高校バスケット部で練習することになります。ぜひこれからもがんばって練習していってほ
しいものです。以下の写真は、今回の市大会で撮影したものです。

　５９期バスケット部の保護者の皆様、大変暑い中の応援ありがとうございました。本当に暑い体育館で
した。

バスケットボール部 , 中学

詳細を見る

59期　夏の市大会について
2016年08月22日

　7月の予選を突破した59期の市大会の日程が決まりましたのでお知らせします。試合は8月25日（木）
で、安佐南区スポーツセンターを会場にして行われます。対戦相手は大塚中学校（安佐南区3位）です。
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試合は当日の第三試合となており、13時に試合開始予定です。平日ということと、場所が遠方になります
ので、保護者の方には負担になるかもしれませんが、できるだけ応援に来ていただければ幸いです。

バスケットボール部 , 中学

詳細を見る

59期（中3）、市大会進出決定
2016年08月01日

　7月24（日）・30（土）・31（日）に行われた西区大会において、59期のチームは見事に予選を勝ち
抜き、西区２位となりました。そのため、8月下旬に行われる市大会への出場が決まりました。ここ最近
は、市大会での勝利はありませんが、何とか1回戦突破を目標にがんばっていきたいと思っています。以
下の写真は、今回の予選の様子です。59期の保護者の皆さん、大変暑い中、応援ありがとうございまし
た。

バスケットボール部

詳細を見る

59期　夏の西区大会予選
2016年07月21日

　いよいよ今週の7月24日（日）から、59期（中3）の中学生最後の試合（西区予選、予選を突破すれば
8月下旬に市大会に進出）が始まります。最初の試合は庚午中学校が相手で、観音中学校会場で24日
（日）の11時20分から行われます。庚午中学校に勝てば、その日は一試合のみですが、負ければ13時40
分からも試合があります。その後の試合会場は、7月30日（土）が中広中学校、そして7月31日（日）が
学院で行われる予定となっております。59期の保護者の皆様は、ぜひ応援にいらして下さい。

バスケットボール部

詳細を見る
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春の地区予選　（59期）
2016年05月02日

　4月24日・30日・５月１日の３日間、中３（59期）のチームは、観音中学（2試合）・崇徳中学・己斐
上中学・庚午中学と対戦しました。この予選の結果、最後の庚午中学との試合で、あとわずか（５点）の
差で市大会を逃しました。結果はとても残念でしたが、これも59期のチームに与えられた試練だと考え
て、試合をしていく中で明らかになってきた課題にしっかり向き合うことから、夏の中学最後の大会に向
かってがんばっていこうと考えています。中3の保護者の方には連日の試合にもかかわらず、応援や声援
ありがとうございました。5月14日（土）には、59期・60期の保護者の方との中学バスケット部の保護
者会を予定しております（詳しくはご子息の方に伝えます）。できるだけ多くの方の参加を期待しており
ます。
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バスケットボール部 , 中学

詳細を見る

2016年度　春の大会（地区予選）
2016年04月15日

59期生も中学3年生となりました。今年度の最初の大会がいよいよ始まります。そこで試合の予定につい
てお知らせします。最初の試合は、4月２４日（日）にあります。会場は学院です。９：００からの第一
試合です。そして４月30日（土）にも観音中学校で試合があります。その結果次第では、5月１日（日）
にも中広中学校で試合があります。保護者の方へのお願いですが、観音中学校には保護者用の駐車場があ
りませんので、ご注意ください。

バスケットボール部 , 中学

詳細を見る

2016年　市大会（新人戦）
2016年01月12日

　1月9日（土）に佐伯区スポーツセンターで行われた市大会1回戦の結果についてお知らせします。学院
中学は江波中学校と対戦しましたが、37対65のスコアで残念ながら敗退しました。しかし、市大会に進
出できたことでチームの課題もより鮮明になりましたので、その課題に取り組むことを中心に今後の練習
をがんばっていきたいと思います。
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　中１の生徒も応援をがんばりました。先輩の試合を見て何かを感じたことでしょう。

バスケットボール部 , 中学

詳細を見る

2016　ＯＢ会
2016年01月06日

　1月３日（日）。例年通りＯＢ会を行いました。カレンダーの関係か、４日から仕事始めが多かったか
らなのかは分かりませんが、40期代のＯＢの数が6人と少なかったです。ただ50期以降では、50・51・
53期の集まりが良く、この3チームが三つ巴の戦いを演じました。そして結果もこの順に、１位が５０
期、２位が５１期。３位が５３期という結果となりました。

Page 33 of 56

2020/11/17



　結果は以上のようになりました。怪我人が出なかったのが何よりでした。来年も１月３日に開催する予
定ですので、今年参加できなかった人は、できるだけ予定に入れておいて下さい。

バスケットボール部

詳細を見る
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新人戦の結果 2015年10月19日

　中間試験の前後で行われた新人戦の西区予選の結果を報告します。コンディション的には最悪の日程で
したが、59期のメンバーが何とかがんばった結果、何と55期以来のこの時期（新人戦）の市大会進出が
決定しました。市大会は1月上旬に行われます。これからも今回の試合で課題となった部分を克服するよ
うに、練習をがんばっていく予定です。以下の写真は、10月11日に本校で行われた試合の様子です。

バスケットボール部 , 中学

詳細を見る

新人戦予選のお知らせ
2015年10月02日

いよいよ59期の新人戦の予選日程が決まりました。最初の試合は10月10日（土）に中広中学校を会場に
して行われます。９時からは庚午中学校と対戦し、11時20分からは井口中学校と対戦します。そして続
く11日（日）は、本校を試合会場にして試合が行われますが、試合時間については10日の結果次第とな
ります。以下の写真は、先月行われたルーキーズカップの時のものです（4試合行って、２勝２敗でし
た）。
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試合が中間試験直前になっているため、中２の生徒には、早めに勉強していくように伝えています。試合
を理由に勉強でなかったということにならないことを顧問としては願っています。

バスケットボール部

詳細を見る

58期　中学最後の大会について
2015年08月29日

　7月26日（日）と8月１日（土）に行われた西区大会で、学院チームは庚午中学・崇徳中学・観音中学
と対戦しました。庚午中学には負けましたが、崇徳中学には勝ち、西区の４強を決める試合が８月１日に
行われた観音中学との試合でした。この試合は第１ピリオドの入り方が悪く、相手に10点ぐらい先行され
てしまう展開となりました。第2・第３ピリオドも同じように10点差を追いかけていく展開が続き、この
まま終わってしまうような流れがありましたが、残り2分になったところで、執念の反撃が行われ、何と
試合時間終了ギリギリのところで、45対45の同点となりました。この残り２分の奮闘は、見ている人が
鳥肌の立つような光景でした（保護者談）。しかし、残念なことに、３分の延長戦の後、結局49対53で
負けてしまいました。そしてこの観音中学との試合をもって、58期の中学校における試合も終了となりま
した。以下の写真は、この２日間のものです。
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５８期の部員は、２学期からは高校バスケット部の練習に参加します。そして２学期早々には、59期（中
2）の初めての試合となるルーキーズカップ大会が行われます。日時は９月12日（土）・13日（日）で会場は、両日
共に安佐北区スポーツセンターです。詳しいことは、改めて59期の生徒に伝えますので、59期の保護者の
方には、応援の方をよろしくお願い致します。次の写真は、夏休み最後の練習後に撮影した58期（中3）
の集合写真です（残念ながら２名の生徒が欠席しています）。中3の部員は、夏休みの後半の練習では本
当に良く中2を指導してくれました。高校バスケット部での練習もがんばってください。
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バスケットボール部

詳細を見る

中３（58期）　夏の西区大会のお知らせ
2015年07月11日

　いよいよ中3（58期）にとって中学最後の大会が今月末から行われます。試合は3日間にわたります。1
日目は７月26日（日）に広島学院を会場にして行われます。2日目は観音中学を会場（※観音中学の会場
には、保護者用の駐車場はありませんので、公共交通機関でお越しください。）にして行われます。そし
て２日目の結果次第で、３日目に進めるかも決まり、３日目は古田中学で行われます。期末試験が終わる
と、中学最後の試合に向かってしっかり練習していきます。応援もよろしくお願いします。

バスケットボール部 , 中学

詳細を見る

2015年度　西区大会　４月
2015年04月17日

　58期も中3になり、最初の大会をこの4月末に迎えます。試合日程は4月25日（土）と26日（日）で
す。それぞれ中広中学校（最初の試合は12：30～の予定）と古田中学校が試合会場となります。3月末の
私学カップでは、英数学館中学・城北中学・銀河学院中学・なぎさ中学と試合を行いました。結果は城北
中学と2点差で負けた以外は、学院らしいバスケットで勝つことができました。ただトラベリングが多
かったのと、オフェンス面での課題が改めて見つかった大会でもありました。今後は、西区大会を経て、
夏休みに向かって課題と向き合っていきたいと思っています。以下の写真は、3月末の私学カップのもの
です。

　最後になりましたが58期・59期の保護者の皆様へ。５月２日（土）にバスケット部の懇談会を開くこ
とにいたしました。詳しい内容につきましては、昨日ご子息にプリントを配布しましたので。内容の確認
をよろくしお願いします。
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バスケットボール部 , 中学

詳細を見る

第16回広島カップについて
2015年03月23日

　中学バスケット部の試合についてお知らせします。試合は3月30日（月）に廿日市スポーツセンター
（サンチェリー）にて、31日（火）に県立総合体育館（グリーンアリーナ）にて行われます。広島学院
は、城北中学・呉青山中学・英数学館中学のリーグになりました。30日の試合は11時40分から行われま
す（会場は小アリーナです）。その試合の結果次第で、次の試合は、負ければ14時からで、勝てば15時
10分からもう１試合を行うことになります。31日の試合については、30日の試合結果次第ということに
なります。保護者の方々（特に中２）も遠慮なされずに応援にいらしてください。

バスケットボール部 , 中学

詳細を見る

２０１５年　ＯＢ会
2015年01月05日

　今年も例年通り、1月３日にＯＢ会を開きました。以下の写真はその時の様子です。

　特に結束の強さを見せたのが43期の５人です（次の写真）。

Page 39 of 56

2020/11/17



　今回のＯＢ会で優勝したのは51期でした。しかも全勝でした。次の写真は事実上の決勝戦だった51期
対50期の試合場面です。

　この日は、現役生の３チームとＯＢのチームが６チームの合わせて９チームの総当たり戦を行いまし
た。各チーム８試合もあるので、試合時間は１ピリオドのみ（７分）で行いました。

　今回のＯＢ会にはＯＢが約50名も来てくれて、現役生と合わせて約70名が集いました。ＯＢの最年長
は40期の４名でした。今後もできる限り継続していきたいと思っていますので、毎年1月3日の午後に都
合のつく人は、ぜひ顔を出してください。また来年会いましょう。次の写真は参加者全員の集合写真で
す。
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バスケットボール部

詳細を見る

全関西予選②（58期）
2014年11月11日

　文化祭明けの11月８日（土）・９（日）に行われた試合の結果についてお知らせします。江波中学校と
の試合では、前半はリードしていたものの、波に乗れず37対43で負けました。翌日に対戦した伴中学校
との試合では、前日の試合で負けた反省をふまえて攻撃的に試合に臨み、ディフェンス面・オフェンス面
共に前向きなプレーが目立ちました。そして試合は一時は５点差をつけられたものの、粘りを出して、第
４ピリオドの残り40秒のところで２点差をつけて勝利しました。結果は35対33でした。最後まで相手に
くらいつき粘り勝ちをおさめたその姿は感動ものでした。次の試合は15日（土）に安佐南区スポーツセン
ターで行われます。その対戦相手は、またもや江波中学校です。これまで２回も戦って２回とも負けてい
るので、次こそ勝てることを期待したいと思います。試合は９時20分頃から行われる予定です。そしてそ
の試合にもし勝つことができたら、その日は14時からもう１試合あります。なお当日は、学校では追悼式
が行われますが、中２（５８期）の生徒は公認欠席となります。

バスケットボール部 , 中学 , K.S.

詳細を見る

第32回　全関西中学生大会広島市予選
2014年10月31日

　中学バスケット部の次の試合は、11月に行われる第32回全関西中学生大会の広島市予選です。その最
初の試合は、文化祭明けの11月８日（土）に南区スポーツセンターで行われます。８日の試合は第一試合
から始まります（９時過ぎ開始予定）。その後の試合は、第一試合の結果次第です。そして、翌日の９日
（日）にも江波中学校で試合があります。

バスケットボール部 , 中学

詳細を見る

平成26年度　新人戦西区予選のお知らせ
2014年10月04日
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　いよいよ58期を中心とする初の公式戦が10月12日（日）に行われます。学院のリーグは、古田中学・
庚午中学・崇徳中学が属するリーグです。10月12日（日）には２試合行われます。一試合目は９時から
古田中学校と試合します（９時開始）。その試合の結果次第で五試合目（13時40分～）か六試合目（14
時50分～）にもう一試合を戦います。保護者の皆様、ぜひ応援にいらしてください。

バスケットボール部 , 中学

詳細を見る

57期、夏の西区大会
2014年08月25日

　連絡が遅くなりましたが、７月下旬から８月上旬に行われた西区大会で、庚午中学・崇徳中学・中広中
学・井口台中学と対戦しました。しかし残念ながら中３（５７期）のチームは敗退したので、目標にして
いた市大会への出場はなりませんでした。この結果によって５７期のメンバーは、中学校での試合が全て
終わり、今現在は、中２の指導係として、練習に参加してくれています。中３のメンバーは９月から高校
バスケット部の練習に参加することになります。顧問としましては、５７期のメンバーは明るい集団なの
で、今後も高校のクラブでがんばってほしいと思っています。
　引き続きまして、中２（５８期）の試合（ルーキーズカップ）について日程が決まりましたのでお知ら
せします。当初の予定と違いまして、中２の初めての試合は９月１４日（土）・15日（日）に広島市中区
のグリーンアリーナ（小アリーナ）で行われることになりました。最初の試合は翠町中学との試合で第3
試合からとなります。※詳しくは“広島県ジュニアバスケットボール連盟”の公式サイトをご覧下さい。

以下の写真は57期の最後の大会の写真です。

バスケットボール部

詳細を見る

Page 42 of 56

2020/11/17



第62回　市総体西区大会
2014年07月16日

　今月末から来月にかけて行われる大会が、中３（57期）の生徒にとって最後の大会となります。５月に
開きました中学バスケット部の保護者会の際にお約束した通り、試合日程をお知らせします。
◎７月２７日（日）　中広中学校にて　１１時20分～　庚午中学と試合、　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　14時50分～　崇徳中学と試合
◎８月２日（土）　広島学院中学にて　10時10分～　中広中学校と試合　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　その後の試合は結果次第です。
◎結果次第で8月3日に中広中学校にて試合があります。
　保護者の皆様、ぜひ応援に来てください。

バスケットボール部 , 中学

詳細を見る

2014年度４月　西区大会予選
2014年04月26日

　４月20日（日）・26日（土）の２日間にわたって、学院中学は古田中学・観音中学・庚午中学と対戦
しました。観音中学には勝ちましたが、古田中学と庚午中学に敗れたことにより、市大会への出場は果た
せませんでした。次の４枚の写真は、２６日の庚午中学との試合のものです。
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　この庚午中学との試合では、第４ピリオドの途中まで、シーソーゲームだったのですが、残念ながら負
けてしまいました。これによって、５７期を中心とするチームも残すところ夏休みの大会のみとなりまし
た。残り２カ月、市大会を目標に、これからもがんばって練習していきます。

バスケットボール部

詳細を見る

2014年　ＯＢ会
2014年01月03日

　例年通り、１月３日の午後よりバスケット部のＯＢ会が開かれました。上は40期の3名から56期まで
50名以上が参加して、リーグ戦（8分間の試合）を楽しみました。
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　幸い、怪我人も出ずに楽しい会となりました。今年参加できなかったＯＢのみなさん、また来年の１月
３日の午後に来てください。

バスケットボール部 , 高校

詳細を見る

中２（５７期）　新人戦予選
2013年10月21日

　先週の10月14日（月）と昨日行われました西区の新人戦予選において、広島学院の中２のチームは、
庚午中・井口台中・崇徳中と対戦しましたが、善戦空しく３連敗となり予選敗退となりました。この５７
期のチームはとても明るいチームですが、いろいろ克服しなければならない課題も多いので、今後もしっ
かり練習してがんばっていこうと思います。写真は先週の中広中学校での試合の場面です。

バスケットボール部 , 中学

詳細を見る

第61回　広島市中学総合体育大会
2013年08月29日

　中３（５６期）のチームは、７月に行われた西区大会を２位で終え、８月26日から行われた市総体に出
場しました。１回戦は、安佐南区代表（３位）の祇園中学校と対戦しました。前半終了時までは、ディ
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フェンス合戦で、どちらが勝ってもおかしくないような試合内容でしたが、次第に実力の差が出てきて、
結局４１対５９で負けてしまいました。しかし、中３の選手たちは、今まで練習してきたことをしっかり
表現したと思います。目標だった市大会１回戦突破はなりませんでしたが、精一杯がんばった内容だった
と思っています。

中３のメンバーは９月からは高校バスケット部に属します。これからも、しっかり練習していってほしい
と思っています。次の写真は、試合終了後のものです。
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バスケットボール部

詳細を見る

西区大会予選（７月）
2013年07月21日

　中３（５６期）の最後となる西区大会の予選が、７月１４（日）・20（土）・21（日）の３日間行わ
れました。学院中は、庚午中（２試合）・井口台中・観音中・中広中と対戦し、庚午中には２回とも負け
ましたが、それ以外の試合には全て勝ち、結果として西区で２位となり市大会への出場が決定しました。
これ以前の２回の大会で全て予選敗退していただけに、最後の大会で市大会に出場できたのはとても価値
のあることだと思います。今回の写真はいずれも７月２０日（土）の試合の時のものです。
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　今回の西区大会は、期末試験が終わった２日後から始まったため、コンディションが心配だったのです
が、５６期の生徒は、うまく調整できたようです。特に２０日の２試合は、見事な粘りを見せてくれて、
２連勝して市大会への切符をつかみました。これから１か月間、今回の試合で明らかになった課題を克服
するべく練習していきます。

バスケットボール部 , 中学

詳細を見る

西区大会（４月）
2013年04月30日

　４月２１日・２７日・２８日の３日間にわたって、西区大会がありました。広島学院中学は全部で５試
合を戦い、あと１試合勝てば市大会への進出が決定するところでしたが、残念ながら一歩及ばす、結果は
４位となり市大会への進出はなりませんでした。

　今後も、夏の大会に向かって、今回の大会で感じた課題としっかり向き合いながらがんばっていきま
す。

バスケットボール部

詳細を見る

2013年　ＯＢ会
2013年01月05日

　１月３日（木）の午後、例年通りＯＢ会がありました。参加してくれたのは、ＯＢ（上は４０期から
５１期まで約５０人）と、中３・高１・高２の現役の部員でした。試合は1ピリオドのみの流しの8分で行
いましたが、日頃運動不足のＯＢにとってはかなりしんどかったようです。優勝したのは、７試合とも全
勝した４５・４７期のＯＢチームでした。毎年1月３日に開催する予定ですので、今回参加できなかった
ＯＢの人たちも（特に30期代）、また来年、ぜひ参加して下さい。

Page 48 of 56

2020/11/17



バスケットボール部 , 高校

詳細を見る

第60回　バスケットボール新人大会　広島地区予選
2012年11月26日

　53期を中心とする新人戦の広島地区予選が、11月25日（日）に高陽東高校で行われました。対戦相手
は広島工大高校でした。第３ピリオドまではややリードされつつも、ほぼ互角の試合展開でした。そして
第４ピリオドの残り５分の時点で、一時は５点リードするまでがんばりましたが、ファールトラブルが起
こり、退場者が出た結果、善戦空しく７８対８９で負けました。これで５３期の公式戦は来年の３月まで
ありませんが、次の大会に向かってがんばっていきます。

以下はシュートの場面です。
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バスケットボール部

詳細を見る

新人戦西区大会（続き）
2012年10月22日

　西区大会の続きです。10月21日（日）に、庚午中と井口台中と学院中の3チームで市大会への出場をめ
ぐってリーグ戦を行った結果、残念ながら庚午中が2勝し学院中は2敗したため、市大会への出場はかない
ませんでした。これからの練習を見直して、次回には市大会に出場できるようにこれからがんばっていき
ます。

バスケットボール部

詳細を見る

新人戦西区大会
2012年10月15日

　10月13日（土）・14日（日）に新人戦の西区大会が行われました。２日間で４試合を戦い、初日は古
田中学と観音中学との間でリーグ戦を戦い、古田中学には負けましたが、観音中学には勝利し、リーグ２
位で２日目を迎えました。２日目の初戦は崇徳中学とで、ここで負けたら予選敗退が決定でしたが、56期
のチームは粘りを見せ、第4ピリオドで逆転し59対58で勝つことができました。ところが2試合目の中広
中学との試合では、第３ピリオドまでは互角の試合をしながら、第４ピリオドで足が止まり、負けてしま
いました。その結果、21日（日）の試合で、残り１つの市大会への進出をかけて、広島学院・庚午中学・
井口台中学の３校でリーグ戦を行います。中間試験中ということもあってコンディションは悪いですが、
56期のチームにはがんばってほしいものです。写真は全て古田中学との試合のものです。
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バスケットボール部

詳細を見る

第12回　ルーキーズカップ
2012年09月10日

８月の市大会で中３（55期）が引退した後、９月からはいよいよ中２（56期）の新チームの試合が始ま
ります。その中２の最初の試合が９月８日（土）・９日（日）に行われたルーキーズカップです。２日間
で４試合を戦いました。１日目は、瀬野川東中学と対戦し55対29で勝ち、2試合目に国泰寺中学と対戦し
33対87で負けました。2日目は、落合中学と対戦し接戦の末52対48で勝ち、2試合目に大塚中学と対戦し
49対29で勝ちました。２日間の結果は３勝１敗で、初めて試合の経験をした中２としては、順調な結果
だったし、１試合ごとにどんどん成長していったと思います。これからも今回の試合をやってみての修正
点を中心にしっかり練習していきます（写真は国泰寺中学との試合の時のものです）。

バスケットボール部

詳細を見る

平成24年度　広島県秋季バスケットボール大会
2012年09月05日

　高校バスケット部は、９月１日・２日に行われた平成２４年度広島県秋季バスケットボール大会に参加
し、１日に安芸高校と対戦し、８６対７３で勝ち、２日に広島商船高校と対戦し７４対50で勝ちました。
この時点で事実上の県大会に出場することになり（ベスト32）、2日の2試合目に美鈴が丘高校とベスト
16をめぐって対戦しました。結果は67対124で負けましたが、これからもがんばって練習していきま
す。
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バスケットボール部

詳細を見る

市大会（８月）の結果
2012年08月27日

　８月４日の西区大会の結果は３位でした。そして市大会は８月２５日（土）に開催され、広島学院は第
一試合に安佐北区２位の大塚中学校と対戦しました。試合内容は第２ピリオドまでは互角だったのです
が、第３ピリオド以後、シュートを打つ本数が減り、結局30対45で負けました。

　今回の大会をもって55期（中3）のメンバーの中学校における試合は終了しました。55期のチームは3
回の市大会全てに出場するという実力がありましたが、市大会では結局１勝もあげられませんでした。し
かしこの１年、仲間との絆を高めあってがんばってきたのは立派だったと思います。９月からは高校バス
ケット部の練習に参加することになりますが。この悔しさをバネにして、ぜひ精進していってください。

バスケットボール部

詳細を見る

西区大会（夏①）
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2012年07月30日

中３（５５期）のバスケット部にとって最後の大会が７月２８（土）・２９（日）に始まりました。広島
学院はまず、２８日に己斐中学と崇徳中学の三校でリーグ戦を行い、２勝してリーグ１位で通過し、２９
日には井口台中学と対戦し、この試合も勝ちました。その結果、市大会への出場が決定し、８月４日
（土）に古田中学と中広中学と広島学院の３校で、西区の順位を決定していくことになります。写真は井
口台中学との試合前の練習風景です。写真の左上に写っているのは応援している中２のバスケット部員で
す。

次の写真は、井口台中学との試合開始のジャンプボールの場面です。

バスケットボール部 , 中学

詳細を見る

一年生大会
2012年07月17日

７月１６日（日）、高校一年生大会が行われ、広島学院は高陽東高校会場で広島なぎさ高校と対戦しまし
た。結果は38－57で負けました。第１ピリオドで１１点差がついたのが大きかったと思います。あとは
善戦するも追いつかずという試合展開でした。
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バスケットボール部 , 高校

詳細を見る

市大会（６月）
2012年06月11日

６月９日（土）に佐伯区スポーツセンターで市大会が行われ、学院中は亀山中と対戦しました。しかし、
練習通りの動きが出せず、一時は試合を有利に運びながらも５１－56で負けました。この敗戦から学んだ
ことは多いので、今後の練習で課題に取り組みながら、７月末の西区大会をまずは突破し、８月の市大会
にまた出場できるようにこれからもがんばっていきます。

バスケットボール部 , 中学

詳細を見る

西区大会（四月②）
2012年04月23日

４月22日（日）に西区大会の２日目が行われ、学院は庚午中と西区の１位決定戦を行いました。結果は
70－52で勝利しました。その結果６月上旬に行われる市大会へ出場することになりました。市大会での
さらなる活躍を目標に、今後もしっかり練習していきます。
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バスケットボール部 , 中学

詳細を見る

西区大会（四月①）
2012年04月16日

４月１４日（土）・１５日（日）と予選リーグが行われ、学院は己斐上中・中広中・観音中との間でリー
グ戦を戦い全勝しました。その結果、市大会への進出が確定し、次の試合は22日（日）に行われ、庚午中
と西区１位をめぐって対戦します。

中広中との試合後の中３部員の集合写真です。

バスケットボール部 , 中学

詳細を見る
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中学バスケット部紹介 2012年04月07日

中学バスケット部は、現在、中３の部員が１９名。中２の部員が１６名で活動中です。

バスケットボール部 , 中学

詳細を見る

High School Basketball
2012年04月05日

Hiroshima Gakuin High School Basketball

Coaches : Tadayoshi Komoguchi, Kristiaan Habacon

Players : 40

Practice : Wednesday 3:30pm ~ 5:30pm., Saturday 1:30pm ~ 3:30pm

Goal : Pursuit of Manhood

バスケットボール部 , 高校

詳細を見る
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