
新人戦（中央大会）
1 月 25 日（土）

１回戦 夕陽丘 41 － 79 信太
（東地区） （南地区３位）

大阪府ベスト 32
という結果に終わりました。

応援ありがとうございました！



大阪府の東西南北４つの地区のベスト８が集まる、中央大

会に出場しました。私たちは南地区３位の信太高校と対戦し

ました。当日は公営の体育館でギャラリーも多く緊張しまし

たが、夕陽丘のホッケー部も応援に駆けつけてくれて、心強

かったです。

試合は、ディフェンスに課題の残る試合だったと思います。

初めての中央大会は、１回戦敗退に終わってしまいましたが、

４月のインターハイ予選に向けて、基本に立ち返って粘り強

いディフェンスができるよう、練習していきたいと思います。

応援してくださったみなさん、ありがとうございました。

新人戦はここで終わりですが、大阪府ベスト 32 に入れた

ことに自信をもって、今後につなげていきたいです。



新人戦（東地区予選）
1 月 12 日（日）、13 日（月）、18 日（土）

２回戦 夕陽丘 69 － 19 清水谷

３回戦 夕陽丘 58 － 47 関西福祉

４回戦 夕陽丘 24 － 99 金光藤蔭

東地区予選３回戦突破、

中央大会進出が

決定しました！



冬の公式戦である新人戦が始まりました。新人戦は、大阪

府を東西南北の４つの地区に分け、それぞれの地区のベスト

８（３回戦を突破したチーム）が中央大会に出場することが

できます。

今回、私たちは東地区予選の２回戦、３回戦を突破するこ

とができました。３回戦は、勝てば中央大会が決まるという

ことで、これまでにない緊張感でしたが、ベンチも含めたチ

ーム全員で戦い、勝利することができました！本当に嬉しか

ったです。公式戦の緊張のなかで、自分たちの普段の力を発

揮するこができて、ひとつ成長できたのではないかと思いま

す。

４回戦の金光藤蔭戦は、悔しい結果に終わってしまいま

した。ディフェンスのプレッシャーが強く、個々の能力の高

いチームとの対戦で、焦らず落ち着いて、チーム全員で戦う

ことの難しさを感じました。

中央大会では、地区予選での課題を再確認して、あらたな

気持ちで立ち向かっていきたいと思います。



ベイエリアキャンプ

（年末強化試合）

12 月 26 日（木）、27 日（金）

プール学院高校、同志社女子高校、枚方なぎさ高校、

市岡高校、金岡高校、合同チーム（相愛・緑風館・太

成・信愛・茨田）、高松高校（香川）、安来高校（島根）、

年末の２日間、ベイエリアキャンプ（年末強化試合）に参

加させていただきました。大阪府から 48 チーム、府外から

34 チームが参加する、大規模な強化試合です。夕陽丘高校

は、上記の学校と対戦させていただきました。初めて対戦す



る大阪の高校や、府外の高校とも試合をさせてもらい、とて

もいい刺激になりました。２日連続ということで連戦の大変

さも経験しましたが、公式戦では２連戦、３連戦もあるので

戦っていける体力も必要だと感じました。

いろいろな方に支えていただいて、今年も一年「夕陽丘高

校女子バスケットボール部」として活動することができまし

た。チームメイトや顧問の先生、学校、家族、友達など、周

りの人たちへの感謝を忘れず、来年も頑張って行きたいと思

います。まずは１月の新人戦を全力で戦い、良い結果を報告

できるように頑張ります！



クリスマスカップ
12 月 15 日（日）、22 日（日）

夕陽丘 49 — 23 大阪青凌

夕陽丘 79 － 38 旭 B

夕陽丘 51 — 54 芦間

夕陽丘 49 — 50 桜塚

12 月は、２日間クリスマスカップという大会に出場させ

ていただきました。大阪府の高校１1 チーム、滋賀の高校１

チーム、全 12 チームが参加しました。この大会では、接戦

を勝ち切ることの難しさを改めて感じました。

１月の新人戦までもう１か月を切っているので、チーム一

丸となって練習を重ねていきたいと思います。



5 Classic Cup
（旧５学区大会）

結果報告

３位入賞を果たしました

１回戦 夕陽丘 61 － 33 大教大附属天王寺

２回戦 夕陽丘 51 － 39 清水谷

３回戦 夕陽丘 34 — 62 布施

５ Classic Cup の３回戦では、10 月に引き続き、再び

布施高校と対戦しました。課題としていたスクリーンアウト

の徹底は実践できましたが、今回も力およばず、３位入賞と

いう結果となりました。今回の大会は、３回戦（準決勝）に



進出しベスト４に入ることを目標にしていたので、目標は達

成することができましたが、１月の新人戦に向けて課題がた

くさん見つかったので、新たな気持ちで頑張っていこうと思

います。

また今大会で、本校キャプテンが「敢闘賞」「得点王」「３

ポイント王」の３つの賞をいただきました。今後も個々の技

術を磨きながら、チームとしての力も高めていけるよう、全

員で頑張っていきたいです。今後ともよろしくお願いいたし

ます。

HP https://fiveccnews.wixsite.com/5cchp

Twitter 速報 https://twitter.com/5ccnews



学校説明会のお知らせ

2019年 11月16日（土）

11 月 16 日（土）に、夕陽丘高校普通科の学校説明会が

開催されます。午前中４時間授業のあと、女子バスケットボ

ール部は 13：00 ごろ～15：00 ごろまで体育館で練習し

ています。今回は部活動体験はありませんが、見学が可能で

すので、ぜひ見に来てください！

部活のことや高校入試、高校生活のことなど、気軽に話し

かけてもらえたらと思います。中学生の皆さん、お待ちして

います！！



5 Classic Cup
（旧５学区大会）

2019 年 10 月 26 日（土）、11 月４日（月）

１回戦 夕陽丘 61 － 33 大教大附属天王寺

２回戦 夕陽丘 51 － 39 清水谷

5 Classic Cup は、旧５学区の公立高校が参加する大会

で、旧５学区のチームの顧問の先生たちによって運営されて

います。３回戦（準決勝）に進出しベスト４に入ることを目

標にしています。

３回戦は、11 月 23 日（土）に、公立校大会で敗れた布

施高校とあたります。前回の悔しさをばねに、しっかりと練

習をつんで臨みたいと思います。

HP https://fiveccnews.wixsite.com/5cchp

Twitter 速報 https://twitter.com/5ccnews



公立校大会予選
2019年 10月20日（日）

１回戦 夕陽丘 56 － 40 金剛

２回戦 夕陽丘 31 － 75 布施

公立校大会東地区、予選 A グループは東住吉、布施、夕陽丘、金

剛、山本の５チームで、トーナメント戦をおこないました。上位２

チームが本選に進むことができます。１回戦は金剛に勝利しました

が、２回戦は布施に敗れました。

１週間後には 5 Classic Cup（旧５学区大会）があるので、ディ

フェンスの基本に立ち返ってしっかりと練習し、次の大会に向かい

たいと思います。



ウィンターカップ予選
2019 年８月２５日（日）、３１日（土）

１回戦 夕陽丘 77 － 51 帝塚山学院

２回戦 夕陽丘 49 － 86 同志社香里

８月末に、新チームになってから初めての公式戦であるウィンタ

ーカップ予選がありました。夏休みの練習の成果を発揮して２回戦

を突破することをめざして臨みました。１回戦は、公式戦初勝利を

あげることができましたが、残念ながら２回戦敗退という結果に終

わってしまいました。自分たちに足りなかったものを見つめなおし、

ディフェンスのプレッシャーの強いチームに対しても、しっかりと

自分たちのプレーができるよう、

今後の練習に取り組んでいきた

いと思います。



夏休みの練習
2019 年７～８月

夏休みは、厳しい暑さの中、さまざまな学校と

練習試合や合同練習をさせていただき、とても

充実した練習をすることができました。

清水谷高校、北野高校、阪南高校、阿倍野高校、

住吉高校、市岡高校、山本高校、八尾高校、関

西福祉高校、上小阪中学校、喜連中学校

８月末のウィンターカップ予選で成果を発揮で

きるよう、チーム一丸となってがんばりたいと

思います！！



天高戦
2019 年６月 16 日（日）

もともと女子高だった夕陽丘高校と、男子校だった天王寺高校は、戦後、生

徒を半分ずつ交換して共学となりました。そのご縁から、昭和 28 年から昭和

60 年まで、天王寺高校との交流戦が行われてきました。夕陽丘高校では「天高

戦」、天王寺高校では「夕陽戦」と呼んでいます。

一時期、交流戦が途絶えた時期もあったのですが、平成 18 年に復活し、そ

れ以来毎年行われています。会場は毎年、夕陽丘と天王寺が交代で担当します。

今年は天王寺高校が会場で、３年生を中心に試合を行い、交流を深めることが

できました。

今年は残念ながら負けてしまいましたが、その後２年生チームも練習試合を

していただき、良い練習をすることができました。



体育祭
2019 年５月 31 日（金）

夕陽丘高校の体育祭は、生徒たちが中心となって作り上げる、と

ても盛り上がる行事です。競技のほか、学年縦割りの応援団による

応援合戦や、２、３年生によるクラス対抗ダンスコンテストもあり

ます。

女子バスケットボール部は、クラブ行進とクラブ対抗リレーに参

加しました。クラブ対抗リレーでは、陸上部に敗れはしたものの、

２位に入賞することができました！



インターハイ予選
2019 年４月～５月

１回戦 夕陽丘 66 － 52 北野

２回戦 夕陽丘 51 － 47 高津

３回戦 夕陽丘 34 － 86 羽衣学園

３年生にとってはインターハイ予選が最後の公式戦となります。

この試合をめざして今まで練習を重ねてきました。

今まで練習してきたことを出し切り、チーム一丸となって戦うこ

とができました。２回戦では、練習試合では一度も勝ったことがな

かった高津高校に勝つことができて、自分たちの成長を感じました。

残念ながら、目標としていた４回戦には届きませんでしたが、新

チームは、３年生が成し遂げられなかった３回戦突破を目標に、新

たな気持ちで頑張っていきたいと思います。


