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【祝】10年ぶりの県大会出場（市ベスト８入り！）
2020年11月04日

10/31(土)・11/1(日)に広島市新人卓球大会に参加してきました。

『全員野球』という言葉がありますが、意識は『全員卓球』で頑張ってきました。
個人戦だと思われがちな卓球ですが、自分達の卓球を互いに評価できる土壌を作って、
互いに高めあえる意識をもってきました。

結果は、、
予選リーグ、2位通過（いずれも、同程度の力で接戦でした。）（この時点でベスト16入りです。）
決勝トーナメント、1回戦突破（2回戦目で、例年、市で1位の可部と当たりました。）
（西区は激戦区だけあって、西区から出場した中学校は４校ともベスト8以上でした。）

↑区大会を勝ち抜く中で、チームとしての意識がさらに高まってきました。
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↑（左）予選リーグ直後の昼食です。（競り勝つことと、競り負けることの両方を経験して、複雑な心境で
したが、ある程度上手にリセットすることができました。）
↑（右）決勝トーナメントの待ち時間です。（他の選手のプレーから学び取ろうとする意識がチーム内に出
てきました。）

↑市1位の可部中学との試合前の練習の様子です。(一つ一つの動きから練習時間や意識の違いを感じること
ができました。)

↑Aチームの集合写真です。(カーソルを写真に合わせると、県大会への意気込みを体で表してもらった写真
になります。)

今回の大会は、チームとして、競り勝つこと、競り負けること、圧倒的に負けることが経験でき、
その中で、気付かされることが多く、次の県大会(1月開催)までは、約2か月あるという事で、
大変でしたが、チームにとってはかなり実りのある大会になりました。

今後も、スポーツの、勉強とは違った難しさであるとか、
負ける悔しさや、勝つ喜びや、チームとして成長する喜びや、
一生懸命に活動する中で見えてくる物など、チーム皆で感じ取っていき、
チームとして成長できればと思っています。

卓球部

詳細を見る

市大会進出!
2020年10月17日

新人大会西区大会が行われました。
午前中は団体戦、午後からは個人戦がありました。

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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結果は…団体戦Ａチームが４位で市大会進出!　Ｂチームも賞状をもらいました!
個人戦では、中2副キャプテンのF君が市大会進出を決めました。
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試合に出られず悔しい思いをした人もいたのですが、そんなことを感じさせないほど、全員が最後まで集中
力を切らさず、応援・観戦していました。
日頃のチームワークの良さが発揮されたのももちろんですが、朝早くからお弁当を用意してくださった保護
者の方々、会場の準備・片付けをしてくださった観音中学校のみなさん、そして学校で代わりに掃除等をし
てくれたクラスメイトなど、多くの人に支えられて良い経験ができました。
ありがとうございました。
市大会は団体戦が10月31日(土)に、個人戦は11月1日(日)にあります。
これからも応援よろしくお願いいたします。

2020年10月 , 卓球部 , 中学

詳細を見る

明日は新人大会
2020年10月16日

中学卓球部です。
明日は新人戦、中2の17名が朝から試合に向かいます。
今日は明日使うゼッケンを付けて練習してみました。（まずはゼッケンを付ける練習から…？）

中1は顧問の先生にダブルスを教えてもらいました。
試験明けでしたが、みんな元気に卓球を楽しんでいました。

明日の新人戦(広島市中学校新人卓球大会 西区大会)は観音中学校で行われます。
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まずは団体戦、団体戦が終了次第、個人戦があります。
それぞれがチームワークと実力を発揮して、よい経験ができることを願っています。
応援よろしくお願いいたします！

2020年10月 , 卓球部 , 中学

詳細を見る

部活再開に向けて
2020年06月09日

お久し振りです。中学卓球部です。
いよいよ今週からクラブ活動再開！ 水曜日はミーティング、金曜日から球を打ちます。
今日は顧問で除菌を行ないました。

使用する卓球台、ボールを拭きました。
道具の手入れというと生徒に任せたいところですが、除菌は教員のみというルールになっています。
汚れた雑巾を見ると、除菌というよりはカビ取りだった気も…。

部活再開に向けて準備はできました。
道具を大切にして、久し振りのクラブを楽しみましょう！

卓球部 , 中学

詳細を見る

20190907中3最後の中学卓球部練習
2019年09月07日

先日、中学3年生の中学卓球部での最後の練習がありました。
来週から、中3生25名が高校卓球部に移ります。

また、中1生が中学卓球部の練習に正式に合流しました。

ここ数年、各学年25名前後の入部があるため、中学生全員が同時に
練習をすることが難しく、中1生が入ってくると、中3生が高校の練習に移るという形になっています。

中1生と中3生で、良いものを引き継いでいってほしいという話をしたところ、
中3生の有志が、中1生に打ち方の指導をしてくれました。
(黄色が中1で、列を作って並んでいます。)
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また、練習の最後に、キャプテンと副キャプテンが、中1の夏から中3の夏までの2年間の部活についての話
をしてくれました。
高校の練習でもがんばって下さい。

卓球部

詳細を見る

2019年度OB会
2019年08月13日

たくさんのお菓子を前に、楽しそうな中1部員たち。

今日は卓球部OB会でした。卒業して数ヶ月の58期S君とD君が来てくれました。

まずはマシンの説明から…。

Page 6 of 71

2020/11/17



マシンで打った後、一人ずつ丁寧にアドバイスをしてくれました。

その後は紅白戦!

OBの先輩ともたくさん交流できて、よい会になりました。

卓球部

詳細を見る

20190730
2019年07月30日

久しぶりの更新です。今日は、広島市総体の西区大会が広島学院を会場として開催されました。
最近、西区は強豪チームが増えてきていて激戦区になっています。

結果は、AチームがAリーグ6位、BチームがBリーグ3位で
団体戦での市大会出場はならず、

個人戦でも、市大会出場はできませんでした。
ただ、強豪相手に、競ることは多少でき、熱戦も何試合かあったので、

(11点マッチで、25対27のデュースの試合があり、白熱しました)
チームとしての意識が高まった良い試合になって、以下の写真のような笑顔でした。
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↓こちらは、緊張の面持ちのBチームです。
Bリーグ3位、おめでとう！

卓球部

詳細を見る

高校市選手権大会
2018年08月04日

３、４日に、高校の広島市選手権大会がありました。

この大会で見つけた課題を、練習に生かしていきましょう！

卓球部 , 高校

詳細を見る

中学、市大会進出！
2018年07月30日

今日は、中学総体の西区大会がありました。
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団体戦で、学院Ａチームの市大会進出が決まりました。
学院Ｂチームも３位になりました。
市大会は、８月４日（土）に安佐北区スポーツセンターで開催されます。
応援よろしくお願いいたします！

卓球部 , 中学

詳細を見る

Welcome!
2018年07月26日

中１の練習が始まっています。
63期は32名も入部しました。
この人数の多さを生かして切磋琢磨し、それぞれが卓球をもっと好きになってくれるとうれしいです。

写真は昨日の練習です。
体育館は暑いですから、家では睡眠をしっかりとって、体調に気をつけながら練習をしましょう！

卓球部 , 中学

詳細を見る

高校県総体終了
2018年06月05日

6月2日に県立みよし公園カルチャーセンターにて、広島県総合体育大会がありました。
本校の高3生達にとっては、最後の大会です。
試合結果は、団体戦B級で3回戦まで進みました。ここ数年では一番の結果でした。

また、今日の練習後に、高3生達を代表して、副キャプテン2名とキャプテンに、この5年間の感想や、後
輩達へのメッセージをもらいました。
一つ終わって、寂しくなりますが、終わりは新しいことのスタートでもあります。良い終わり方ができた
分、良いスタートが切れると思います。。
また、卒業後にOBとして卓球部に顔を出してくれると嬉しいです。

卓球部

詳細を見る

中学選手権大会西区大会
2018年06月04日

６月２日（土）に、広島市中学校卓球選手権大会西区大会が行われました。
上位のチーム・選手は翌週末の市大会に進出できます。
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残念ながら団体Ａチームは６位で市大会に進むことはできませんでした。

Ｂチーム（市大会進出権なし）は予選リーグを勝ち進み、決勝トーナメントに進みました。
Ｂチームの中で３位になり、表彰されました。

個人戦も行なわれましたが、市大会に進出する選手はいませんでした。
個人戦の決勝戦や順位戦をみんなで観戦しました、それぞれが自分の課題に気づいたことと思います。
課題をもって練習に取り組めるといいですね。応援ありがとうございました。

卓球部 , 中学

詳細を見る

明けましておめでとうございます。
2018年01月06日

明けましておめでとうございます。久しぶりの更新です。
(担当の理科の全国大会出場などが複数連続であり、更新しようとは思っていたのですが、遅くなってしまい
申し訳ありませんでした。)

昨年の半年を撮りためていた写真で振り返りたいと思います。

↓（1学期末）県総体まで団体戦で勝ち抜き、泊まりがけで試合に参加しました。試合内容は接戦で敗退とい
う内容だったものの、この試合を機にチームの団結力は一気に増しました。
高3生は最後の大会で、この後、高2生がキャプテンと運営を引き継ぎました。

↓県総体の民宿にて、大盛りの料理と、民宿のおばちゃんのキャラクターが強烈でしたね。おばちゃんから
も激励の言葉を頂きました。

↓(夏休み中)OB会で、２０期代の大先輩に加え、さらに立派になった50期代の卒業生達(過去の部長達や卓
球部かつ鉄研の主力メンバー達)も大勢参加してくれて、とても盛り上がりました。
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 ↓(1学期～夏休み後半)卓球部新キャプテンが出雲市で開催された中国大会に参加した後、広島県代表とし
て南東北(卓球は郡山市)で開催されたインターハイに参加してきました。強豪たちとの試合の中で、惜しく
も敗れたものの得たものはとても大きかったと思います。

↓(2学期)キャプテン以外の部員も、実力をつけてきています。キャプテンを含むダブルスのペアは、市大会
で３位になりました。また、キャプテン以外にも４回戦あたりまで勝ち上がる選手が出てきました。

↓(2学期)キャプテンのインターハイ出場を機に、卓球部の部旗も作製しました。また、団体戦で競り負けて
きた今までとは少し変わり、徐々に競り勝つようになってきています。この調子で、今年もさらに躍進して
行きますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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卓球部

詳細を見る

『☆祝☆インターハイ出場決定2回目』
2017年05月10日

久しぶりの更新です。
先日の高校生の県大会で本校高２生のK君が接戦を勝ち抜き見事、県４位となり
広島県代表の１人として昨年に引き続きインターハイへの出場を勝ち取りました。
『2度目のインターハイへの出場おめでとう！』
(県大会の前の広島地区大会では優勝しました。)
(同時に中国大会への出場も勝ち取りました。)

 ↑広島地区の委員長の先生から直々に賞状の授与と、広島県の卓球を担うホープとして、インターハイ出場
選手として激励の言葉をいただきました。
　(広島県代表として自分のためにも皆のためにも持てる力の全部を出し切ってください。応援していま
す。)

K君の頑張りに励まされ、他の選手も最近頑張っています。
県総体では、無事に地区大会を勝ち抜いて(B級ですが)、6月の県大会への出場を決めました。
また、個人戦でも地区大会で2回戦までは何とか進む選手が多くなり、
高2のD君が県大会への出場を決め、ダブルスではK君・D君ペアが県大会でベスト16位
となりました。(あと1勝で中国大会出場でした。おしい！)

↑ダブルスの勝利とこれからの大会への意気込みを体で表現してもらいました。
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↑高校生になってみんなの動きや構えも変わってきて、互いの信頼感も高くなってきており連携できるよう
になってきました。

↑県大会出場決定のガッツポーズでした。

K君のインターハイ出場ということですが、写真を整理していると
昨年の冬にK君が出場した東京オープン(全国大会)の写真が出てきましたので載せておきます。
引率をしたのですが、中国大会のときと同様に県内で圧倒的に強い選手よりも圧倒的に強い選手がいること
を改めて感じました。
また、その中で本校のK君が粘り強く戦っていることにも感じるものがありました。

↑国際大会もできる東京体育館という場所で大会があり、たまたまですが、中央の良いコートで試合があり
ました。
 どの台にも公式の主審と副審がついており、電光掲示板で選手の呼び出しがありました。
 雰囲気に飲まれてしまいそうな大きな試合でしたが、本当に粘り強く戦っていました。

昨年の中国大会やインターハイや東京オープン出場で強い選手がいることを知っていながらも、
2回目のインターハイへの出場を決めたことは大きいと思います。
最後に何かきっと残ると思いますので、自分のためにも皆のためにも、辛いことも多いと思いますが
頑張っていってください。応援しています。 
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卓球部

詳細を見る

New卓球マシーンが来ました。
2017年02月01日

↓今日も平和な卓球部の練習風景ですが、何人かは中体育館(旧講堂)の右隅の方が気になる様子です。

↓それもそのはず。今回、保護者の方のご好意で、新しい卓球のマシーンを寄贈していただきました。
上手く返球できれば、球の補給も自動で行い、コースを振り分けて自動で球出しをしてくれ、

球のピッチも変化させることができ、動作音も穏やかだとみんな感激していました。

↓なんだか凄いな～、ちょっと使ってみたいな～といった様子

↓歴代のマシーン（？）も健在です。こちらは、20年前にはもう存在していた
DIY（？）補球ネットです。校務の先生方の手作りなのか、近くで見るとベニヤ板や溶接した金属柱で

できているのがわかります。ただ、設計は抜群で、ボール回収能力は高いです。
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↓こちらも、20年前にはもう存在していた初代球出しマシーンです。
 夏休みや冬休みの練習などで時々登場してきました。 

 卓球台や球出しマシーンなど30年以上使ってきたものも多くあり、
これまでの先輩方の思いや保護者の方々の思いが詰まったものも多いです。

今回寄贈していただいた卓球マシーンにも、保護者の方の『皆に卓球をもっと上手になってもらいたい
ますます良い卓球部になってもらいたい』という応援の気持ちがこもっていますので、

皆で大切に使わせていただきたいと思います。

引き続き、卓球部のモットーである『怪我なく・楽しく・礼儀正しく』と
挨拶や道具を大切にするといった基本を大切にしつつ

これからも良い卓球部を皆で作っていければよいですね。

この度は、皆の励みになるようなものを寄贈していただきありがとうございました。
これからも卓球部全員で良い卓球部にできるよう励んで行きますので 

引き続き、応援をよろしくお願いいたします。

卓球部

詳細を見る

朝礼にて
2017年01月19日

今日の中高別朝礼では、先日の北田君の県大会5位の表彰がありました。また、北田君は全国大会出場を決め
ており、他の表彰や連絡等と都合がついたので今週の朝礼係の先生と相談して少しだけ北田君に話をしても
らう機会を作ってもらいました。
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↑今回の県5位の結果は少し悔しく、卓球の強豪校に所属している選手と比べると練習時間自体が
10倍くらい違っていて難しい面もあるけれど、自分は限られた時間の中で練習の密度を上げるとともに、
空き時間でのイメージトレーニングをするなど工夫することで全国大会出場権を得ることができたので、

これまでの自分を信じていっそう努力し全国大会で結果を残したい。
といった内容の話をしてくれました。

↑努力して結果を出す姿が、卓球部や他の高校生みんなの励みになったと思います。
皆応援していますので、全国大会に向けてしっかり準備し、

本番は是非楽しんで、加えて良い結果も出せたら素敵ですね。
選手以外には分からない辛さ等もあると思いますが、色々跳ね除けて自分なりのベストの結果が

出せることを願っています。

全国大会での話を、また朝礼で聞かせて下さい。

卓球部

詳細を見る

近況報告
2017年01月16日

昨日･一昨日の大雪の中、呉市総合体育館で（1月14日と15日の2日間）全国高等学校選抜卓球大会県大会が
ありました。高1の4名が参加し、北田君がシングルス県総合5位になりました。

↑他校の選手も、どんどん体格が大きくなり、筋力や体力が増していました。
他の強豪校のいかにも強そうな雰囲気によるプレッシャーに負けず、

彼の磨いてきたものを自分で考え判断して、よく出せていたと思います。

今回の大会では全国大会出場経験者は中国大会へは出場できないということで、今回の大会はここまでです
が、

彼は、2月、3月にある、大阪国際招待と東京オープンの全国大会への出場権を勝ち取っていますので、
今後の全国大会での活躍にも期待しています。

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
一方、中学卓球部も、冬休みに区大会に参加してきました。Aチームは上位リーグ3位、Bチームは下位リー

グ2位となりました。
キャプテン・副キャプテンを中心によくまとまっていたかなと思います。

Aチームは市大会でも力を十分に発揮できるように、日頃の練習に取り組んでください。
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期待しています。

卓球部

詳細を見る

卓球部がTVインタビューを受けました。
2016年08月26日

8/26(木)にテレビ新広島の『山内さんが行く！熱血ブカツ応援団』という番組の取材でテレビ局の方々が来
られました。高校生の練習のときに撮影に来られたのですが、普段見慣れないテレビカメラや元プロ野球選
手で野球解説者の山内さんに、みんな興味津々でした。

↑キャプテンがキャプテンTシャツを着てインタビューを受けているところです。
きちんと受け答えをしており、立派でした。
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↑先日のインターハイに出場してきた北田君が山内さんと
合わせ打ちなどを行いました。

↑中学生が、山内さんのサインをもらいました。

今回、オリンピックで卓球が盛り上がったのと、広島学院からの北田君のインターハイ出場があったので、
インタビューの話が来ましたが、テレビ局の方々がどんな仕事をされるのかということを間近に見ることが
できて非常に良い経験になりました。また、山内さんがとても爽やかで、プロのスポーツ選手を経験した方
は違うなと感動しました。また、キャプテンを中心に高校生が積極的に動いてくれて本当に助かりました。
インタビューを受けた生徒みんな、しっかりと受け答えをしていて立派でした。
最後に、放送は29日(月)の17：00～17：30の間にある『山内さんが行く！熱血ブカツ応援団』というコー
ナーで紹介されるそうです。
興味のある方はどうぞご覧になってください。

卓球部

詳細を見る

卓球部OB会・高1選抜大会
2016年08月19日
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8/13に卓球部OB会があり、8/15・16に高1の選抜大会がありました。

OB会には、毎年来てくださる20期代の先輩と30期代の先輩に加えて、54期の卒業生と55期の卒業生が
来てくれました。50期代の卒業生は、卒業してますますしっかりしており、さすが大学生だなと感動しまし
た。

全員で、団体戦とトーナメントによる順位決定戦を行ったところ、決勝戦で新旧キャプテン対決があり、現
キャプテンが、見事に優勝しました。
沖縄で作ったキャプテンTシャツが輝いて見えました。

8/15・16にグリーンアリーナ武道場で、高1選抜大会がありました。
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高1だけの大会で、審判講習会や卓球専門部の先生方による技術指導などがあり、
交流会と基礎強化を目的とした大会のようでした。
本校からは、3名の高1生が参加し、刺激を受けてきました。

卓球部

詳細を見る

市選手権(ダブルス・シングルス)
2016年08月10日

8月8日(月)～9日(火)に市選手権(シングルス・ダブルス)の大会が安芸区スポーツセンターでありました。
結果は、シングルスで北田君が優勝し、上掘君が4回戦まで進むことができました。(今回の参加選手は男子
シングルスで328名の参加がありました。)
ダブルスでは、先日の団体戦であまり調子の出なかった北田・道菅ペアでしたが、144チーム中3位を勝ち取
りました。
(団体戦での負けで気付いたことをすぐに修正できたようで、すごく立派です。今回、力の使い方や協力の仕
方など色々なことに気付けたと思います。気付いたことを周りの皆にも教えてあげてください。その中で、
より強くてより良いチームになっていけると良いですね。）

高1生と中学生の選抜メンバーは夏休み中にもう1試合ずつありますので、
宿題もすませつつ、試合でも結果を出せるようにしつつ、家族や仲間とよい時間をすごせるように
イメージを固めて、すべきことをしていってください。

では、引き続きよい夏休みを過ごしていってください。

卓球部

詳細を見る

中学総体(西区大会)・市選手権
2016年08月09日

8月4日に中学総体(西区大会)が広島学院中体育館であり、8月７日に安芸区スポーツセンターで市選手権(団
体戦)がありました。
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↑中学総体の様子です。運営になっていたので、準々決勝のときの写真しか撮ることができませんでした。
個人戦の終盤では、写真のように皆で観戦します。

本校の中２～中３は、残念ながら１人を除いて、フェンスの外でした。
一人だけ、準々々決勝(４回戦)まで行き、準々決勝の審判をしています。

↑結果は、団体A(上位リーグ)が３位、団体B(下位リーグ)が２位になり、次の市大会へとコマを進めまし
た。

個人戦では、フェイントと粘るのが得意なK君が、外シードとの対決でうまくタイミングをはずして
勝利し、3回戦突破でベスト16入りし、その他2名が2回戦突破で、ベスト32入りしました。

一方高校は、8月7日に安芸区スポーツセンターで市選手権がありました。

↑優しくひょうきんなキャプテンを中心にみんな頑張りました。
上の写真は、キャプテンが沖縄で文字を入れて作ってもらった卓球部キャプテンオリジナルTシャツです。
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↑優しいキャプテンを中心に、団体戦を戦いました。
最初は、祇園北高校、賀茂高校、沼田高校と同じリーグでリーグ戦を行いました。

↑体育館の一番奥での試合だったのでぼやけていますが、一番右奥の赤いユニフォームの2人が
本校の選手です。

↑どの試合も、良い戦いだったのですが、勝てそうな試合で競り負けることや、
良いところで押し込みきれなかったり、かわしきれなかったり、

ストレート負けはなかったものの、全敗し、
リーグ上位校が出場するトーナメントへは進めませんでした。
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やはり、何でもたやすくはできないですので、時間をかけて、
自信をもてるように形にしていくことができればよいですね。

今回の惨敗の中で、個人の技術面の事やチームの連携のことなど
色々と見えてきたと思います。良いメンバーが揃っている学年だと

思いますので、上を目指して頑張っていきましょう。
次の団体戦に期待をしています。

卓球部

詳細を見る

中学高校(国体予選)・国体少年の部(県大会)・ジュニア(市予選)
2016年07月25日

久しぶりの更新です。夏休みに入り、高校生の試合が複数ありました。7/9(土)第11回広島県中学高校卓球
大会(国体予選)(びんご運動公園)7/16(土)第71回国民体育大会卓球競技(少年の部)(広島県大会)(御調体育セ
ンター)7/23～24(土)～(日)全日本卓球選手権大会(広島市予選)(安佐北区スポーツセンター)

↓新尾道駅から、さらに30分程度歩いた山の上まで行って大会に参加しました。一人は既に、県代表が決
まっていたので、一人だけの参加でしたが、しっかりと戦い抜きました。(雨の中、朝早く新幹線に乗って、
期末試験を公欠して参加しました。結果は、2回戦敗退でした。)

続いて、国体の広島県大会です。写真はないのですが、本校の北田君が、見事に、広島県で5位を勝ち取りま
した。(前回のインターハイの予選では、3位でしたが、今回は5位でした。)(どの選手も必死に練習に打ち込
んでいるからこそ、順位の変動があるのだと思います。)(期末試験直後で、苦しい中、よく戦い抜き、よい
結果を出せたと思います。)

↓7/23～24の全日本卓球選手権大会の様子です。Aチームのメンバーは、団体戦に備えて新しく赤のユニ
フォームを新調し、ご機嫌でした。(ただし、試合の結果は、11名中2回戦突破が2名だけと、やや寂しい状
態でした。)(悪かった点は、勝負時にややあせって競り負ける人が多かったこと、良かった点は、競り合う
までは行っていることでした。)(強いサーブを持っている相手も多く、その対処ができていない人も多かっ
たように思います。)(新キャプテンを中心に頑張っていってください。)(この大会は、小中学生も参加してい
て、対戦して負けた人もいたと思いますが、負けて気付くこともあったと思います。)(卓球でも、何でも、
自分の勝負できる武器を見つけていってください。)

↓2回戦以降も勝ち抜いた2名の試合の様子です。本校からは、2名しか残っておらず、強豪校のコーチや応
援団が多くいるある種アウェイの中でも、気持ちを崩さずに戦っている姿は、本当にカッコよかったです。
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(結果は、次の県大会への出場権を2回戦を突破した2名が勝ち取りました。)(小・中・高生が参加できる不思
議な大会でしたが、小学生からは、小さいながらも素直で鋭い切れを感じ、中学生からは成長期の可能性と
勢いを感じ、高校生からは、大人顔負けの粘り強さと力強さを感じました。)

以上、夏の大会はまだまだありますので、生活習慣を崩して体調を崩してしまうことのないようにしっかり
部活・しっかり勉強・しっかり夏休みだからこそできることに取り組んでください。
決して、夏休みを漫然と過ごすことのないように。

では、良い夏休みを！

卓球部

詳細を見る

祝！インターハイ出場決定！
2016年05月13日

5月7日(土)8日(日)に安佐北区スポーツセンターで 
第65回 広島県高等学校卓球選手権大会 兼 全国大会広島県予選がありました。

本校からは、高1生2名がダブルスとシングルスで参加し、
ダブルスは1回戦で敗れたものの、シングルスでは本校の高校1年生のK君が５回戦を勝ち進み、

その後の８名のリーグ戦で３位となり、広島県代表として８月に開催される
全国高校総体（インターハイ）への出場が決定しました。

おめでとう！

また、インターハイ広島県代表は国体の広島県代表を決める二つの予選が免除され、
８名による最終予選にも出場します。 

↑遠かったので、分かりにくいですが、
中央の赤いユニフォームの2人が本校の選手です。
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↑高1にも関わらず、県で3位になり、インターハイへの出場権も勝ち取りました。
今後の活躍が楽しみですね。

卓球部

詳細を見る

中学新人卓球大会
2015年12月21日

12月19(土)に観音中学校で中学新人卓球大会がありました。
中2・中1学年の大部分が初の試合であったのでどうなることかと思いましたが、

中2生が中心となって、なかなかの結果を残すことができました。

↑Aチームです。試験疲れか、2名体調不良で不参加でしたが、残ったメンバー(中2生6名)で頑張りました。

↑Bチームは中1生が2名、中2生6名で頑張りました。
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↑各チームのキャプテンがオーダーを決め、

↑人数も多く、応援もしっかりできていたので、それほど緊張することもなく力が出せたと思います。

↑午前中の団体戦では、Aチームが5勝１敗の好成績で実力も出せたので、皆ご機嫌でした。

↑同じく、Bチームも2勝１敗(Bチームは試合数自体が少ないです)でした。
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↑結局、Aチームが区2位で市大会出場、個人ではキャプテンを含む2名が、
ベスト８と16に入り、市大会への出場を決めました。

Bチームも区2位になりましたが、市大会への出場はありません。

雰囲気に飲まれることがあまりないメンバーが多いので、互いに鼓舞しつつ、
市大会でも結果をだしていってください。

卓球部

詳細を見る

広島市中学校卓球選手権大会個人戦・・・第1位
2015年06月18日

6月14日(日)に広島市中学校卓球選手権大会個人戦が安佐南区スポーツセンターでありました。
本校からは区大会を勝ち抜いた中学生4名が参加しました。

キャプテンを除く3名は、2回戦までで敗退し、県大会へは進めませんでした。
キャプテンのK君は、初戦から1セットとられたりと

なかなか調子が上がらず、ひじや手首の不調も言っていましたので
ちょっと難しいかなと思っていましたが、、

準々決勝で、やや押されつつも競り勝ち、
その流れで、準決勝、決勝に進み、

決勝戦では、優勝候補の選手に対して、1セット－1セットの状態から
1セット競り負けて、1セット－2セットになり、

さらに、序盤数点リードされた中でも、集中が切れずに粘り続け、
2セット－2セットのフルセットに持ち込み、

さらに、4点差でリードされた状態から、大逆転勝利で
市大会で1位を勝ち取りました。
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キャプテンおめでとう！
不調や、色々な思いや不安があったと思いますが。

全部吹き飛ばしての、大逆転勝利の1位、立派でした。
後輩達や卓球部のみんなに、新たな道筋を示すことができていると思います。

県大会では、市の代表選手として、学校の代表選手として
頑張ってください。

最後に、今回の4名で集合写真をとりました。 

卓球部

詳細を見る

久しぶりの更新です
2015年06月07日

久しぶりの更新です。
新年度が始まったと思ったら、いつの間にかもう6月です。

少し前の話になるのですが、ゴールデンウィーク明けに、高3生の部活引退がありました。
ちょうど、文化部のある曜日だったので、私は直接話を聞くことはできませんでしたが、

高3生一人一人から数分ずつ、全員で40分近く熱い話があったようです。
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今年の高3生の話は、例年にも増して、熱い話が多かったようですが、
昨年卒業した前キャプテンと高3生が、しっかりとメッセージを残してくれて

いたからだとも思います。

↑卒業の日に、昨年度のキャプテンと高3生達から話をしてもらい、
現高3生達はお祝いの言葉と色紙を贈っていました。

５５K卓球部のみんなは、卓球部からは引退ですので、しっかり切り替えて、
自分の道を進むための勉強に励んでください。

みんなのがんばりと熱意は、後輩達にしっかり引き継がれていると思います。
また、自分の道を進んでいく際に、卓球部で得たことや卓球部で得たつながりが

きっと助けになってくれると思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一方、後輩たちは。
5月末に中学高校卓球大会広島市予選に出場しましたが、

高1生は、会場の雰囲気に飲まれたのか、動きが余りよくなく、
高2生も、少し硬くなっていたように思います。
(結果は、1名を除いて2回戦までに敗退でした。)

中心学年の高2生達の頑張りに期待をしています。
どんな卓球部にしたいのか、どんなチームにしたいのかということを
キャプテンをはじめとした高2生には常に考えていてもらいたいです。

中学生は、相変わらず人数が多く、中2・中3だけで台が足りなくなります。

中3生も、もうすぐ中1生から新入部員達を迎えたら、中学卓球部からは卒業になっていきます。
そうすると、中2生の中から、中学新キャプテンが選ばれますので、

中2生達は今の中3生がどんな動きをしているのかしっかり見て、
後輩達が真似をして恥ずかしくない先輩になっていってください。

卓球部

詳細を見る

いつのまにか3学期
2015年01月08日
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前回の、2学期の練習開始の投稿の後、体育祭、文化祭と色々な行事が連続であり、
いつのまにか3学期になっていました。

写真は撮りためていたので、2学期のものをまとめて投稿します。

↑体育祭では、高２生が中心になって、部活対抗リレーを走りました。

↑文化祭では、中学・高校ともに卓球ブースを出しました。
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 ↑キャプテンがしっかり練習をまとめてくれており、
中１生もだいぶ練習に慣れてきたようです。

↑冬休みはリーグ戦もありました。
勝数や勝セット数で順位が決まるので、みんな一生懸命です。
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↑お正月明けの練習は、最後にみんなで掃除をしました。

3学期が終ると、みんな1学年あがりますので、
気持ちの面でも能力の面でも、3学期の間に、次の学年に上がる

準備をしっかりしておいて下さい。
今年度も、みんなの成長に期待しています。

卓球部

詳細を見る

2学期の練習開始
2014年09月11日

１ヶ月ぶりの更新です。夏休みも終わり、学校では体育祭や文化祭に向けて
色々な役割を持った生徒達が活発に動き始めています。

卓球部でも、中３生は高校生と一緒の練習になり、中２から新キャプテンが選ばれました。
今年は、中２生が２７名、中１生が２０名と大人数で、キャプテンは

少し大変かもしれませんが、がんばってください。

↑新キャプテンが、サービスについて説明をしているところです。

↑新キャプテンが、中１生の素振りのフォームを見てくれています。
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↑中１生と中２生で台はすでにいっぱいです。

中１生も中２生も卓球好きなひとが多く、楽しそうに精一杯卓球をしている
様子を見ることが多いです。高校生になるころには、みんなで大きな大会にも

出られるようになると良いなと思っています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一方、こちらは高校生の練習風景です。しかも、夏休み最後の練習の様子です。
楽しそうに紅白戦をやっていたので、とってみました。

↑得点ボードも、大きいバレーボールのものを借りました。

↑これは、確か最終試合の様子で、みんなで試合の行方を見守りました。

高2生は、部活動以外にも、体育祭や文化祭での中心学年ですので、
自分の仕事を全うしつつ、他の学年を引っ張り、全体も盛り上げていって

ほしいと思っています。後輩たちも先輩の頑張りに応えていってほしいです。

2学期の卓球部も、せっかく時間をとってやるのだから
良い時間にしていきましょう。

卓球部

詳細を見る

中学校中国大会、高校広島市卓球選手権、OB会
2014年08月13日

８月の７・８・９日に広島市東区スポーツセンターにて中学校卓球選手権の
中国大会が開催されました。
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初日は、遠方より来られる方を配慮してか16：00から開会式があるのみで、
その他に、台やボールの感触を確かめておくための練習時間が設けられていました。

区大会や市大会とは異なり、各県ごとに入場がありました。
卓球の専門委員の先生方も、いつもにも増して忙しそうでした。

各県を代表している選手は、立派で凛々しく見えました。
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2日目・３日目に、団体戦と個人戦があり、
本校のK君も個人戦に出場しました。

どの選手も、区大会や市大会を勝ち抜いた県の代表選手だけあり、
構え方やサーブの仕方や動きが、素人目にも違って見えました。

試合結果は、予選リーグ敗退でした。
K君の試合以外でも、県大会で圧倒的に強い選手が圧倒的に押し負ける

場面が何度もあり、度肝を抜かれました。

ただ、別に設けられた練習場を見てみると、強いチームは強いだけの練習をしていました。
内容は一般的なものでしたが、動きと球の速さと集中力と正確性と、、、

色々とまったく違いました。

↓同じ西区から出場した広島県のホープ2人です。
2名ともまだ中2なので、来年までにしっかり準備して

また全国大会出場を狙っていってください。
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一方、高校生は８月の10・１１・１２日に広島市卓球選手権大会がありました。

参加人数と応援数に対して、やや小さめの体育館だったので
熱気や応援の声が間近に感じられ、かなり盛り上がっていました。

団体戦は、五日市高校と修道高校と同じリーグになり、
やや接戦になったものの、いずれも競り負けて、予選リーグ3位の結果になりました。

個人戦では、キャプテンをはじめとした数名が
ダブルスとシングルスで3回戦まで進みましたが、敗退しました。

チームとしての団結や応援や一体感はある程度高いと思いますので、
次の段階として近いレベルの相手に試合で勝てるようにできたらいいなと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

８月１３日の14：００から広島学院講堂にて、卓球部のOB会を
行いました。
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12：00頃からぼちぼちと集まり始め、OBの先輩から59Kの中1まで勢揃いでした。
しばらく、歓談し、合わせ打ちをした後で２チームに分かれて団体戦を行いました。

最後に、生徒のみんなで残ったお菓子を山分けして、今年のOB会は終わりました。
今年は、20期代の先輩が2名と48期の先輩が１名来られていました。
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卓球部

詳細を見る

祝：中国大会出場／祝：中１生入部
2014年07月19日

７月１3日の広島県卓球選手権大会で中2のK君が県予選個人戦を９位で
勝ち抜け、中国大会への出場を決めました。

途中で、今大会の優勝者に当たったのですが、健闘しました。
学院生の中国大会への出場は、物理の天道先生(１２K)御自身と、

20期代に何度かあっただけで、かれこれ30数年ぶりの快挙だそうです。

↑中国大会出場の喜びを表現してもらいました。

中国大会が８月の７・８・９日に東区スポーツセンターであります。　
次勝ち抜けたら、全国大会ですね。頑張ってください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一方、中学卓球部では、中１生が練習に初参加しました。
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朝行ってみると、早くからきてさっそく仲良く練習をしていました。
黄色が中２で赤が中１です。中２が２６名、中１が２０名いるので、講堂はいっぱいです。

↑中１は、さっそく先輩に打ち方を教わって素振りを行いました。

↑こちらは、少人数の中３です。まだ少し顔つきに子供らしい感じが残っていますが、
ぽよんとした体つきから、足が伸びてきたのかシュッとして、肩幅も出てきました。

↑休憩中の中２です。中１達がワイワイやっているのを眺めていました。
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↑中１達は基礎練習が終わったあとで先に帰り、
その後、中２・中３でランニングをしました。

体を作って健康な毎日を送るには、適度な運動は必須ですので、
適度な運動、適度な睡眠、適度な勉強、適度な遊びで夏休みに体調を

整えてください。くれぐれも遊びすぎや勉強のしすぎには注意してください。

では、よい夏休みを。

卓球部

詳細を見る

クラブ紹介
2014年06月09日

今日のLHRで中学キャプテンのI君と副キャプテンのY君が
中1生に向けてクラブ紹介をしてくれました。

↑キャプテンは段々と人前で話すのがうまくなってきました。
今日の説明もなかなか良かったです。

↑副キャプテンは実技を見せてくれました。なかなか、堂々としていて、声も出ていました。

他の部活では高校キャプテンが来ることも多い中で、二人とも小さくならずに立派にやり遂げました。
この調子で、中学卓球部をまとめていってください。

2014年6月 , 卓球部

詳細を見る

卓球部草野球チーム

Page 40 of 71

2020/11/17



2014年06月07日

高2・高3で草野球好きが多いということで、今年の高3の追い出し会は
上グラウンドで草野球をおこないました。

↑高2・高3が18名集まりました。高３は全員参加です。
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↑いろいろあったものの、無事に終わりました。
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↑勝利チームに、駄菓子の詰め合わせを送りました。

午後２時から５時までたっぷり試合を行い、みんな真っ黒になりました。
幹事をかってでた高２のN君は、みんなが帰った後も片づけをおこない、立派でした。

これで、高３生は心おきなく勉強に励んでください。
そして、高２生は卓球部をしっかり運営していってください。

また、草野球好きがそろったら、みんなで野球をやりましょう。

卓球部

詳細を見る
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広島市中学校卓球選手権大会西区大会の結果報告
2014年05月27日

5月17日(土)に観音中学校体育館で中学校卓球選手権
西区大会がありました。

↑試合後の集合写真です。試合が終わって少しほっとした様子です。

↑Aチーム団体戦(午前中)のあいさつの時の写真です。

↑Bチーム団体戦(午前中)のあいさつの時の写真です。
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午後は、個人戦がありました。

結果は、団体戦Aチーム3位、団体戦Bチーム3位
個人戦は中2になったK君が昨年に引き続き今年も1位になりました。

↑表彰式の様子です。
引き続き、市大会がありますので、みんな気を抜かずに頑張っていきましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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一方、高校卓球部ではキャプテンの交代がありました。
高3生は、本格的に勉強に入り、高2生からキャプテンが任命されました。

 ↑新キャプテンのM君は言葉は少ないですが、やって見せるのがうまく
ぶれない姿勢が素敵でした。この調子で頼みます。

高2は学校全体の活動の中心学年ですので、
役職に関わらず、部活動以外でもリーダーシップを発揮

していってください。応援していますよ。

2014年5月 , 卓球部

詳細を見る

春の入換え戦
2014年04月03日

 今日は、春休み最後の練習で入換え戦を行いました。
午後からのランキング4１～８０位までの試合の様子を撮影しました。

↓順位がかかっているので、みんな真剣でした。

↓午後の部ではあまりみられませんでしたが、順位によっては高校生と
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中学生の対戦もあります。

 入換え戦では、誰が何点くらい取って勝っているのかが気になるようで、
対戦表を熱心に見る姿がよく見られました。

↑最後のほうは、試合が終わった者同士で今日は勝ったとか、今日は負けたとか
誰が強いだとかワイワイ話し合っていました。

卓球部

詳細を見る

帰ってきた中3と中学ホール掃除
2014年03月27日

今日は、中3が修学旅行から中1が社会研修旅行から帰ってきたので、
また、いつもの練習に戻りました。
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↑中3生は、神社・仏閣をかなり巡ったようでした。
お土産には、校倉チョコというものを買ってきてくれました。

↓中学の練習は午後からでした。
今日は、卓球部が掃除当番でしたので、練習後にみんなでホールの掃除を

しました。もうすぐ、4月です。

卓球部

詳細を見る

中高合同練習
2014年03月26日

中3生達が修学旅行に行っている期間、人数の調整がつくので
中高合同で練習を行いました。
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↑基本練習の後に高2生に仕切ってもらい、中高混合で合同練習を行いました。

↑30人近い中学生に指示を出すのは大変そうでしたが、なんとかグループ分けを行い、
チームごとに指導をしていました。

↑グループ指導の後、ダブルスのチーム分けを行い、中学リーグ、高校リーグの試合の後に
混合でも試合を行いました。

↓好きなもの同士でペアを作ったので、互いになかなかフォローし合って
良い動きをしていました。最後にキャプテンから中学生リーグの決勝ペアに

お土産が渡されて、練習を終えました。
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卓球部

詳細を見る

学年末試験後練習
2014年03月19日

今日は、50Kの卒業生が練習に来てくれました。

↓午前中は、中学生の練習を見てもらい、午後は高校生と一緒に練習をしてもらいました。

↓中1生たちも、学年末試験が終わって久しぶりの練習で生き生きとしていました。
学年末試験お疲れさまでした。無事に試験を乗り越えることができたので、

胸を張って次の学年に上がって下さい。

↓高校生たちも、ようやく学年末試験が終わってすっきりした様子でした。
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 ↓高1生たちは、卒業生の持ってきてくれた生八つ橋に群がっていました。
中学生はもっと大はしゃぎだったので、写真をとる暇がありませんでした。

最後は、恒例の掛け声で春休みの練習1日目を閉めました。
休み明け直前に、入れ替え戦を行うので良い結果が残せるように

新年度に良いスタートをきることができるようにこの調子で
気合いをいれて練習していきましょう。 

卓球部 , 2014年3月

詳細を見る

中学校新人体育大会(市大会)
2014年02月10日

2月７日(金)にビッグアーチでマラソン大会があり、次の日に中区スポーツセンターで
中学校新人大会(市大会・個人戦)がありました。

↑今回個人戦に参加した中１生２名です。

↑マラソン大会では、走り始めてすぐに雪がちらつきはじめ、次の試合の日の朝も大雪でした。
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↑試合結果は、中1のT君はフルセットまでいったものの2回戦で敗退しました。
一方、中1のK君は5回戦まで危なげなく勝ち進みましたが、

6回戦の準々決勝で今大会の優勝者とあたり、総合5位となりました。

中1生は、日に日に身長が伸びており、日々成長しているのが見てわかる人も多いです。
今回の試合も、良い経験になったと思います。今後も、勉強にスポーツに色々とチャレンジする中で
成長していって欲しいです。また、もうすぐ一学年上がるので、一学年上の成長に期待しています。

卓球部

詳細を見る

広島市中学校新人卓球大会西区大会
2013年12月25日

12月21日に西区の新人卓球大会が観音中学校でありました。
午前中が団体戦で、午後からは個人戦でした。

↑背が伸びて少ししっかりしてきた中2(6名)と中1(2名)です。(Aチーム)
Aチームは予選リーグ2位通過の後、トーナメントで2勝して総合2位になりました。

2月の市大会に出場できます。

↑2勝1敗で最後の試合のオーダーを書いているBチームです。
Bチームは中1(7名)と中2(1名)なので、緊張して動けないかと思っていましたが、

先輩の支えと、中1同士の団結によって練習通りの実力を発揮していました。
2勝2敗で総合3位になりました。
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↑フルセットの接戦が多く、決勝まで勝ち進んだので食事の時間が10分程度でしたが
それぞれ試合で活躍できたので、一仕事終わった様子でした。

午後からは個人戦です。

 ↑準決勝で、中１生同士の同級生対決がありました。
個人戦の結果は、中１生が総合1位と3位を勝ち取り、次の市大会へ

出場が決まりました。

次の練習は年明けですが、今年の良い雰囲気を保っていきましょう。
宿題等は早めに終わらせて、クリスマスにお正月を

満喫してください。では、また。

卓球部 , 中学

詳細を見る

1112　試合結果報告
2013年11月12日

 10/26，１１/２・９に高校新人卓球大会(団体戦・個人戦)がありましたので
試合結果をお知らせします。

10/26(土)は安佐北区スポーツセンターで団体戦がありました。
↓キャプテン率いる精鋭8名です。 

 キャプテンの熱血指導が実を結んだのか、チームの一体感が
高まってきました。
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予選リーグでは、広島工業・近代東広島・加計と対戦し、
予選リーグ2位を勝ち取りました。

その後のトーナメントでは2回戦まで進んだものの広陵に敗れ
県大会へはB級で出場となりました。

↑このところ、昼過ぎごろには負けて帰るということが多かったので
片付けが始まる頃まで残ったのは久しぶりでした。

11/２・９は個人戦(シングルス・ダブルス)があり、
シングルスでは敗者復活戦で復活できず、県大会への出場は無く、

ダブルスでは高1のペアが1組県大会への出場を決めました。
続く県大会は1月にあります。

↑シングルスで敗者復活に残った2人です。このうち1人はダブルスにもでます。
11/9（土）に二人だけ試合がありました。

卓球部 , 高校 , 2013年11月

詳細を見る

0920　中1練習風景(構え)
2013年09月20日

中学キャプテンをはじめとした中３がしっかりしてきて中学の練習もまとまりつつあります。
ですが、そろそろ中３は高校生と一緒に練習を行うようになります。
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↑人数は中１が一番多いです。この中の半分くらいは中１生です。

 ↑中１が顧問の八尾先生に基本技を教わっているところです。
(今回は、アングルを変えて撮ってみました。)

だんだんと中１の構えもしっかりしてきました。

卓球部 , 中学 , 2013年9月

詳細を見る
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0913　2学期練習風景 2013年09月13日

先週から、2学期の練習が始まりました。中2生は、夏休み中にユニフォームを購入して
大きな大会へも出場可能となりました。

↑早速2名ほどユニフォームを着て練習をしています。調子も良さそうです。

↑中1生達が横回転サービスを習っているところです。

↑中1もテキパキと片付けができるようになってきました。

↑(左)　中1生が大きな荷物をもって仲良く帰っていたのでとってみました。
↑(右)　現在中2トップのN君の調子は良さそうです。
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卓球部 , 中学 , 2013年9月

詳細を見る

0828　広島市中学校総合体育大会　結果
2013年08月28日

8月26日、27日に広島市総合体育大会がありました。

↓会場の様子です。

26日の団体戦は、1回戦目で東原中に勝利しトーナメントを勝ち抜いていったものの、
2回戦目の修道中に敗れ、その後の敗者復活戦でも敗れ去りました。

結果、県総体への出場はかないませんでした。

↓27日の個人戦へは、中3のN君2名と、中1のK君が出場しました。

中3生は2回戦までで敗退しましたが、中1のK君が健闘し、
市総体でベスト16位に入り、県総体への出場を勝ち取りました。
(運悪く、途中でリーグの第1シードとあたってしまいました。)

県総体は9月28日(土)に三原で行われます。

↑(左)K君に、ベスト16位入賞の喜びを表現してもらいました。
(右)中3生の応援している姿を撮ろうとしたのですが、照れてしまいました。

もうすぐ2学期が始まりますが、この調子で、
2学期の練習も張り切っていきましょう。

卓球部 , 2013年8月

詳細を見る

0803　第61回市総体(中学)
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2013年08月03日

8月2日に学院の講堂で、第61回広島市総体(西区大会)がありました。
午前中に団体戦、午後に個人戦がありました。

↑今回、初出場の中2生3名です。Bチームで参加しました。

↑団体戦Aチームの試合開始の時の様子です。

↑団体戦Bチームの試合開始の時の様子です。

↑予選リーグは2勝1敗だったのですが、得失点差でAチームは予選1位通過でした。
予選1位通過の報告を受けているところです。
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Bチームは全勝で予選リーグ1位通過でした。

↑表彰式の様子です。

↑最後にみんなで集まりました。

結果は、団体戦Aチームが上位リーグ3位、Bチームが下位リーグ2位
中1のK君が、個人戦で総合優勝しました。

続く、市大会が8月26～27日にありますので、この調子で頑張っていきたいと思います。

卓球部

詳細を見る

0803　全日本選手権(ジュニア)結果
2013年08月03日

7月27～28日に、全日本選手権(ジュニア)の地区予選が安佐北区スポーツセンターでありました。

↑開会式の様子です。
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↑やはり、本番では思わぬミスが出て、頭を抱えることもありました。

試合結果は、13人中でキャプテンを含む3名が3回戦まで進み、
9月7日の県予選に出場することになりました。

卓球部

詳細を見る

0803　夏休みの練習風景(中学)
2013年08月03日

キャンプ前は素振りが中心だった 中1の練習も、今ではドライブやフォアの合わせ打ちが
加わって、卓球部らしくなってきました。

↑入部当初は、並んで素振りをしていました。

 ↑フォアでのスマッシュやドライブを習っているところです。

 ↑だんだんと、自分たちだけでもラリーが続くようになってきました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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一方、中2生は中1の頃と比べると身長が伸びたせいか、
丸みがとれてきて、シャープな印象になってきました。

中3生は、練習メニューや試合の組み合わせの決定などの
ちょっとしたことなら安心して任せられるようになってきました。 

 ↑対戦の組み合わせを考えてもらっているところです。

卓球部

詳細を見る

0720　中1が練習に参加しました。
2013年07月20日

期末試験も終わり、中1生が練習に参加するようになりました。
今年は、中1が25名入ってきたので、一気に部活が賑やかになりました。

準備運動の学院体操もしっかりと声が出ています。
今年の体操服は黄色なので、なんだか黄色が加わって華やかになりました。
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中1は最初は素振りからです。
顧問の八尾先生や先輩に教わっています。

最初は基本練習ばかりですが、何やら楽しそうです。 

卓球部 , 2013年7月

詳細を見る

0621　試合結果とオープンスクール
2013年06月21日

　6月16日(日)に安佐南区スポーツセンターで広島市中学校卓球選手権の市大会(個人戦)がありました。
中3のN君が2回戦まで進んだものの、今大会の優勝者とあたってしまい、運悪く敗退しました。
部としては、もう少し市大会まで勝ち進める人数を増やしたいところです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　6月22日(土)のオープンスクールの準備が整いました。
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卓球部は、中1AとBの部屋を借りてやっています。
ラケット等はこちらで準備しておりますので、

お気軽にご参加ください。

卓球の経験がある人もない人も熱烈大歓迎です。

卓球部 , 中学 , 2013年6月

詳細を見る

0531　少し前の練習風景(ダブルス)
2013年05月31日

先日の練習で、高校生はダブルスの練習をしました。

↑キャプテンが新メニューの説明をしているところです。
タオルでコースを限定して打ち込む練習だそうです。

↑ダブルスはシングルスとは違った面白さがあり、
久しぶりのダブルスは、かなり盛り上がっていました。
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↑打ってはよけて、よけては打ってを繰り返しつつ
相手の取りにくいコースを狙います。

↑ダブルス後の練習も集中して出来ていました。

卓球部 , 高校 , 2013年5月

詳細を見る

0529　卓球部(祈りの集い)
2013年05月29日

　実は、昨日と一昨日の祈りの集いでは卓球部のメンバーが話をしてくれました。
昨日話をしてくれた中3のN君は、「マナーと制服」をテーマに話をしてくれました。

 大勢の中3生が話を聞きに来てくれていました。

一昨日話をしてくれた高1のM君は、「努力の仕方」について話をしてくれました。
「がむしゃらに努力して、上手くいっていた時期もあったけれども

そのうち行き詰ってしまった。そんなときに周りの友達のやり方や本を見て
勉強する中で、また力が伸びてきた」ということを言っていました。

ただ、卓球の話では無く、将棋の話でしたが。 
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 今後も、卓球部員の多彩な活動について機会があれば
報告していきたいと思います。

卓球部 , 2013年5月

詳細を見る

0527　中学高校卓球大会試合結果
2013年05月27日

　第7回広島県中学高校卓球大会が5月25日(土)にありましたので結果を報告します。

　試合会場は安佐南区スポーツセンターでした。改めて写真で見ると、広くて素晴らしい体育館です。

　試合結果は、高1のN君が2回戦を突破して続く県大会に出場することになりました。おめでとう。県大会
は尾道にあるびんご運動公園で7月に行われる予定です。

卓球部 , 高校 , 2013年5月

詳細を見る

0510　練習風景(中学生)(バックハンド)
2013年05月10日

Page 67 of 71

2020/11/17



　今日は、中学卓球部の練習風景をお知らせします。
 カメラを向けると照れるかと思っていましたが動じることなく、ピースサインを返してくれました。

 　今日は、何名かのバックハンド(利き手の逆側のボールを打つ)レシーブの様子をとってみました。

 　中学キャプテンですが、体の正面でボールを捕らえており、ボールをよく見ていることと、腰の落とし具
合が良いです。

　他の中３生も腰を落としてしっかりと打てていました。

　中２生はもう一息です。
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　バックハンドドライブ(上回転をかけたバックの強打)の様子もとってみました。

今後は、試合の様子なども報告していきたいと思っています。

卓球部 , 中学 , 2013年5月

詳細を見る

0507　練習風景（サーブ）
2013年05月07日

卓球部の日頃の活動を報告します。
早く、中学生の活動をアップしたいのですが日程が合わず今回も高校生の写真です。
今日は何人かのサーブの様子を撮影してみました。

 　一般的にはフォア（利き手側）から体の捻りとボールの落下を利用してサーブに威力（回転・スピード）
を持たせてコースも考えながら出します。

　ボールをかなり高く投げ上げる人もいます。サーブに威力は出ますが、難易度が上がります。

　その他、バック（利き手の逆）側から出すサーブや、体重移動をしながら出すサーブなど様々です。
相手に読まれないようなサーブを出すのは難しく、奥が深いです。

卓球部

詳細を見る

0427　県総体地区予選の結果
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2013年05月01日

4月27日と28日に広島県高等学校総合体育大会広島地区予選が安佐南区スポーツセンターで行われました。
34校(A~Jリーグ)参加の大会で、結果は以下の通りです。
Bリーグ
広島学院(0－3)広島国泰寺
広島学院(0－3)賀茂
広島学院(0－3)広島南特支
リーグで4位となり、続くトーナメント戦に出場することなく敗退しました。
高校3年生はこの大会で引退です。

卓球部 , 高校

詳細を見る

0423　卓球部活動風景
2013年04月23日

今日は高校卓球部の活動がありました。
最近、写真をのせる方法を覚えたので、これから徐々に更新していきたいと思います。

今日の練習では次期キャプテンのS君による技術指導がありました。
非常に説明が上手く、同期の仲間の協力もあって
終始和やかなムードで全体をまとめていました。

卓球部 , 高校

詳細を見る

高校卓球選手権の結果
2013年04月23日

4月20日(土)と21日(日)に安佐北区スポーツセンターでダブルスとシングルスの広島地区予選がありまし
た。高3(53K)のM君と高1(55K)M君の2名が3回戦まで進み敗退し、惜しいところで県大会への出場はできま
せんでした。
高3にとっては最後の個人戦だっただけに悔やまれます。次の団体戦に期待したいと思います。

卓球部 , 高校

詳細を見る

中学総体の結果
2012年08月03日

8月3日（金）、中学校総合体育大会西区予選が広島学院にて、行われました。団体戦は力及ばず、5位入
賞できませんでした。市大会出場ならず！続く個人戦では、16名が出場し、2回戦を突破した5名が市大
会の出場権を手に入れました。市大会個人戦は27日（月）に、安佐北区スポーツセンターで行われます。

卓球部

詳細を見る
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県総体出場ならず
2012年05月01日

4月28日（土）に県総体広島地区予選が行われました。結果は以下の通りです。
１回戦　広島学院（０－３）賀茂
２回戦　広島学院（３－２）県立広島
３回戦　広島学院（１－３）宮島工業
3チームが1勝2敗で並びましたが、セット数の関係でリーグ4位になりました。県総体に出場することが
できませんでした。

卓球部

詳細を見る

高校卓球部活動報告
2012年04月05日

こんにちは、高校卓球部です。

毎週火曜日と木曜日の週２回、講堂で活動しています。４月には選手権や総体広島地区予選が始まりま
す。春休み中の練習もこなし、とうとう新学期が始まりました。新高校３年生は最後の大会になりますの
で、悔いのないように頑張りたいと思います。

卓球部 , 高校

詳細を見る

中学卓球部クラブ紹介
2012年04月05日

中２と中３で現在３８名の卓球部員が『怪我なく、楽しく、礼儀正しく。』を目標に頑張っています。

卓球部 , 中学

詳細を見る
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