北海道小樽潮陵高等学校男子バスケットボール部ＨＰ
平成３０年７月１１日更新
６月２１日から行われた全道大会では、１回戦函館大谷に勝利し、ベスト１６に入ることが出来ました。です
が、２回戦函大有斗に負け昨年度から目標としていたベスト８以上は達成出来ませんでした。今回の大会で、ま
たたくさんの課題が見つかりました。３年生１４名はこれで引退となりますが、次の代では必ず私達が果たせな
かった目標を達成してくれると信じています。そして、私がこの HP を更新するのもこれで最後となりました。
今まで応援して下さったたくさんの方々、本当にありがとうございました。今後は１年マネージャーの渡邉が更
新していきますのでこれからもよろしくお願いします。拙い文章でしたが、ご愛読ありがとうございました。
また、７月～８月(夏休みまで)の活動予定は下記の通りです。練習見学・体験入部を希望の方はご連絡ください！
7/15(日)12:00~15:00 練習試合(本校体育館：余市東中) 7/16(月) 8:00~12:00 練習 7/21(土)15:00~18:00 練習
7/22(日)15:00~18:00 練習 7/25(水)8:00~12:00 練習 7/26(木)13:30~16:30 練習 7/27(金)15:45~18:30 練習
7/28(土)13:30~16:30 練習 7/30~8/1 ｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟ in 小樽（強化ゲーム）8/2~3 ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in 旭川（強化ゲーム）
8/5(日) 15:00~18:00 練習 8/6(月) 12:00~15:00 練習 8/7(火)8:00~12:00 練習
8/8(水) 15:00~18:00 練習 8/9(木)ｻﾏｰｹﾞｰﾑ in 札幌 8/10(木)8:00~12:00 練習
８／１０（金）～８／１２（日）国体北海道大会 in 札幌（小樽選抜として潮陵からは７名参加）
マネージャー 石森
平成 30 年 6 月 21 日撮影
（高体連全道大会開会式）

平成 30 年 5 月 20 日撮影（高体連小樽支部優勝直後に撮影）

☆平成２９・３０年度
＜平成３０年度高体連全道大会（30/6/22）＞
１回戦
潮陵 ８７ － ６３ 函館大谷高校
２回戦
潮陵 ８２ －１０４ 函大有斗高校
２年連続高体連全道大会ベスト１６は潮陵史上初！！
＜平成３０年度高体連支部大会（30/5/18~20）＞
１回戦
潮陵１０４ ― ４３ 小樽水産高校
決勝ﾘｰｸﾞ① 潮陵 ８６ ― ６９ 倶知安高校
決勝ﾘｰｸﾞ② 潮陵 ９５ ― ６１ 小樽明峰高校
決勝ﾘｰｸﾞ③ 潮陵 ９７ ― ６６ 小樽桜陽高校
優勝！（２年連続）
＜平成３０年度春季大会（30/4/21~22）＞
１回戦 潮陵 ８９ － ４９ 小樽未来創造高校
準決勝 潮陵 ８７ － ６３ 小樽桜陽高校
決 勝 潮陵 ８１ ― ４４ 小樽明峰高校
優勝！（２年連続）
＜平成２９年度新人戦全道大会（30/1/26）＞
１回戦 潮陵
４０ － ８８ 札幌工業高校

大会結果☆

＜平成２９年度新人大会（29/12/16~17）＞
１回戦 潮陵 １１７ ― ２３ 双葉高校
準決勝 潮陵
８８ ― ５０ 岩内高校
決 勝 潮陵 １１２ ― ５４ 小樽明峰高校
優勝！（２２年ぶり）
＜平成２９年度秋季大会（29/11/12,18）＞
１回戦 潮陵 １２２ ― ６６ 岩内高校
準決勝 潮陵 １１４ ― ５１ 小樽桜陽高校
決 勝 潮陵 １０６ ― ４７ 倶知安高校
優勝！（２年連続）
＜平成２９年度選手権全道大会（29/11/3）＞
１回戦 潮陵
７９ － ９２ 北見工業高校
＜平成２９年度選手権大会（29/9/9~10）＞
１回戦 潮陵 １１０ ― ２１ 双葉高校
準決勝 潮陵 １２６ ― ５２ 小樽桜陽高校
決 勝 潮陵 １１８ ― ７０ 小樽工業高校
優勝！（３０年以上ぶり）

☆潮陵男子バスケ部紹介☆
１

部 員（平成３０年４月現在）
選
手：３年生１３人、２年生９名、１年生１２人
マネージャー：３年生 １名、
１年生 １人

計３６名

２

顧 問
信清 浩史（のぶきよ ひろし）先生【ＪＢＡ公認Ｃ級コーチ・ＪＢＡ公認Ｂ級審判員・平成２７年４月赴任】

３

活動内容
平
日：体育館練習（週２～３回 16:00～18:30）
ロードワーク・補強トレーニング（週１回～２回 16:00～17:30）
休
日：8:00～12:00（１番）
、12:00～15:00（２番）
、15:00～18:00（３番）で体育館練習
※練習試合は月に１回程度、札幌・恵庭・苫小牧・旭川などで実施。
夏 休 み：ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（旭川開催）
、ｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟ（小樽開催）、ｻﾏｰｹﾞｰﾑ（札幌開催）に参加
冬 休 み：北見冬合宿（４日間）に参加
春 休 み：ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｹﾞｰﾑ（札幌開催）
・春季強化ｹﾞｰﾑ（小樽開催）に参加

４

今シーズンの部の目標
全大会小樽地区ＮＯ１・全道大会ベスト８

平成 29 年 12 月 28 日撮影（５つのトロフィーとともに）

平成 30 年 5 月 20 日撮影
小樽支部高体連優勝後

５

中学生の皆さんへ
我が部は、現在指導者として活躍されている方など社会に出てもバスケットボールに携わっている OB を
多数輩出している伝統あるチームです。平成２９年度は３０年以上ぶりに小樽地区で行われた５大会すべ
てに優勝し、平成３０年度高体連全道大会では２年連続全道ベスト１６という成績を収めることができま
した。現在は、次なる目標である全道大会ベスト８達成のため日々真剣に練習に取り組んでいます。中学
生の皆さん、そんな私たちと一緒にバスケットをしませんか？中学校でバスケットボールをしていなかっ
たから…と思っている人も大丈夫です。過去には高校からバスケットボールを始めメキメキと上達し、ス
タメンを勝ち取った先輩も数人います。少しでもバスケットボールに興味のある方ならどんな人でも大歓
迎です。また、マネージャーも募集しています。バスケットボールは好きだけどプレーは…と思っている
方も大歓迎です。
尚、中学生の皆さんを対象にした練習見学、体験入部を随時受け付けています。潮陵高校に受験を考えて
いる方、潮陵高校男子バスケットボール部に興味がある方は是非お越しください。希望する方は、潮陵高
校信清（潮陵高校℡２２－０７５４）までご連絡ください。たくさんの参加お待ちしております！

６

文武両道！！（平成３０年３月現在）
以下は過去１４年間の潮陵男子バスケットボール部ＯＢの進学先です。
・北海道大１３名 ・北海道教育大１５名 ・小樽商大１１名 ・室工大２名 ・札医大３名
・札幌市立大１名 ・帯畜大２名 ・はこだて未来大３名 ・道外国公立大１４名 ※国公立総計６４名
・看護学校６名
・道内私大２２名
・道外私大８名 ・公務員４名 ・その他１０名

