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月・火・水・●・金・土・●

1年　男子 9名（内マネージャー1名）
　　 女子 7名（内マネージャー3名）
2年　男子 3名
　　 女子 5名（内マネージャー1名）
3年　男子11名（内マネージャー1名）
　　 女子 4名
　　　 計39名（内マネージャー6名）

5月の高校総体、9月の新人戦、11月の県駅伝をチーム目標とし、自己記録
更新、県大会・南関東大会・インターハイ出場を目標に活動しています。
短距離・中長距離・跳躍と各ブロックに分かれて練習に取り組んでいま
す。切磋琢磨しながら、個人種目だけでなく、4×100ｍリレーや4×400m
リレー、駅伝とチームでも活動しています。

県大会・南関東大会・インターハイ出場
県高校駅伝16位

1,2年の部員のうち短距離・フィールド11名、中・長距離
12名、マネージャー2名で活動しています。毎日1人1人が
自分の目標に向かい、練習に取り組んでいます。2018年
は女子走幅跳で全国大会に出場し、2019年は女子100m、
200mで南関東大会に出場しました。大会では自分の競技
だけでなく、チームの仲間を応援し合い、自己記録更新
を目指して取り組んでいます。リレーや駅伝などみんな
でバトンや襷をつなぐのはとても楽しいです。

初心者・経験者マネージャー大歓迎!! 高校から陸上
競技を始める人もたくさんいますが、未経験者の人
も県大会に出場する等、着実に力を伸ばしていける
環境です。みんなで自己記録更新を目指して頑張り
ましょう。見学もぜひきてください。

https://youtu.be/u8-H2HKx0FA

月・●・水・木・金・土・日

年間で定められた休養日を確保
   

1年　男子10名
　　 女子 2名（内マネージャー 2名）
2年　男子 7名
　　 女子 2名（内マネージャー 2名）
3年　男子 8名
　　 女子 1名（内マネージャー 1名）
　　　 計30名（内マネージャー 5名）

野球部は、『文武心の成長を追求し、大船高校の発展に貢献する』を活動
理念に、野球を通して人間力を磨き、社会に貢献できる人材に成長できる
よう日々活動しています。
また、我々は高校野球のあるべき姿である全力プレーを追求し、本気で高
校野球に取り組んでいきたいと思っています。
平日は練習、休日は練習試合が中心です。

県ベスト16

自分たちは、野球のみならず人として成長できるように
活動しています。
そして、野球を通して、楽しみながら勝ちにこだわる練
習をし、社会に出た時に立派な社会人となれるよう心が
けています。

本気で高校野球をやりたい人
自分を変えたい人
夢を叶えたい人
ぜひ大船高校の野球部で自分を鍛えて夢を叶えられ
る自分になりましょう！！

特になし
https://youtu.be/rj5aGWxBITo
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●　火　水　木　金　土　日

1年　男子11名
　　 女子  名
2年　男子15名
　　 女子 2名（内マネージャー 1名）
3年　男子 1名
　　 女子 1名（内マネージャー 1名）
　　　 計30名（内マネージャー 2名）

一つでも多くの試合に勝ち、上位に進むために必要であり基盤となる体
力・技術を身に付ける技術練習や、試合を想定した全体での戦術練習など
を日々行っている。自分たちに何が必要なのかを考え、実行する思考力と
判断力を求めながら日常の活動を行っている。

「県選手権予選２次予選進出」
「応援されるチームになる」

高校サッカーにはU-18リーグ、新人戦、関東予選、高校
総体予選などの大会があります。しかしやはり高校サッ
カー選手権予選が一番の目標です。私たちはその神奈川
県大会で二次予選に進出することを目指しています。

大船高校サッカー部は、他の学校と比べたら部員数
はそれほど多くはありません。しかし、その中で
も、一人ひとりが上手くなろうという意識を常に
持って練習に取り組んでいます。
技術がなくても、頑張れる選手が多いです。
 今まさに発展途上のチームです。一緒に強くなりま
しょう。

令和３年度全国高校サッカー選手権大会神奈川県一
次予選３回戦敗退

https://youtu.be/pdjzDqdC6A0

月・火・水・●・金・土・日

1年　男子11名
　　 女子 1名（内マネージャー 1名）
2年　男子 2名
　　 女子 1名（内マネージャー 1名）
3年　男子11名
　　 女子  名
　　　 計26名（内マネージャー 2名）

全国的にレベルの高い神奈川県大会でシードになるベスト16まで勝ち進む
ことが第一目標であり、そこから上位の学校に勝ち、団体戦でベスト８に
入ることを最大目標としています。特にダブルスを重視して練習に励んで
います。
練習試合や公式戦を通してチーム・個人の強みや課題を発見し、毎日の練
習やトレーニングを計画して取り組んでいます。また、校内での練習だけ
でなく、夏休みの山中湖合宿や練習試合など積極的な活動を継続すること
で、周囲から期待される選手・チームを目指しています。

団体戦　県ベスト８

　ハードコート2面とクレーコート1面を女子部と共有し
て使用しています。部員の仲は良く、部活中に先輩が後
輩に技術的なアドバイスをしています。
　技術だけでなく、挨拶、身だしなみなどの礼儀を大切
にし、身体的、精神的に成長し、目標のために行動して
いくことが大切だと考えています。
　テニスは個人競技ですが、部活ではチームとしての団
体行動が大切です。一人ではできないことも、仲間の存
在があるからこそ目標を達成することができます。

 3年間テニスを頑張りたい、人間として成長したい
という人、テニスコートにぜひ来てください。ま
た、マネージャーも募集しています。部員をサポー
トして一緒に目標を達成したい人はぜひ来てくださ
い。

令和2年度神奈川県新人テニス大会男子ダブルス
　
ブロック優勝（3ペア）

https://youtu.be/CuBfX-IPxoU
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月・●・水・木・金・土・日

1年　男子　名
　　 女子 1名
2年　男子　名
　　 女子 2名
3年　男子　名
　　 女子 5名
　　　 計 8名

チームとして県大会best8を目指し、毎日練習に励んでいます。部員は高
校で硬式テニスを始める人と経験者がいますが、一人ひとりが明確な目標
をもち、毎日地道に練習に取り組むことで技術面の不足を克服していま
す。夏には山中湖での合宿を行い、技術の向上に加え、精神面の強化、仲
間との親睦をはかっています。チームとして、個人として本気でやりきる
ことを心がけ、競技テニス(勝つテニス)に取り組んでいます。

県ベスト8

チーム全員で真剣かつ本気で取り組んでいます。県大会
ベスト8を絶対に達成するために大変なことも仲間と共に
乗り越えて、毎日充実した部活動をおこなっています。
本気でテニスに打ち込める環境があること、支えてくれ
ている人たちがいることに感謝し、その感謝をプレーで
返せるように努力しています。

経験者・未経験者関係なく本気でテニスに打ち込み
たい人待っています！一緒に高校生活を充実させま
しょう！！

令和2年度冬期湘南地区テニス大会女子ダブルス第5
位
令和3年度神奈川県高等学校テニス大会女子団体ベス
ト16
令和3年度夏期湘南地区テニス大会女子シングルス第
3位
令和3年度夏期湘南地区テニス大会女子ダブルス第5
位

https://youtu.be/tv2O73fRy5c

月・火・水・木・●・(土)・
(日)

※原則、土日はどちらか１日

1年　男子13名
　　 女子 2名（内マネージャー2名）
2年　男子18名
　　 女子  名
3年　男子 8名
　　 女子 2名（内マネージャー2名）
　　　 計43名（内マネージャー4名）

　活動日のうち水曜日はトレーニングを、その他の日は体育館で活動して
います。土日は基本どちらかに活動します。
　部員数も多く、にぎやかに活動しています。多くの部員がバレーボール
未経験者ですが、一生懸命練習して技術を身に付け、試合に出ています。
一人ひとりが自分の課題を見つけ、苦しい練習にも取り組み、真剣かつ楽
しくバレーをやっています。一戦一戦を大事に大会に臨みます。

県ベスト16
　僕たちはお互いを高め合い、公式戦で自分たちの力を
出し切るために日々の練習に取り組んでいます。

　経験者、未経験者問わずバレーボールをやりたい
という人は是非見学に来てください。バレーボール
は高校からでも始められます！

https://youtu.be/NhRRaU_JadU
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月・火・水・木・●・(土)・
(日)

※原則、土日はどちらか1日

1年　男子　名
　　 女子 8名（内マネージャー 1名）
2年　男子　名
　　 女子11名
3年　男子　名
　　 女子10名（内マネージャー 1名）
　　　 計29名（内マネージャー 2名）

月曜日のみ外練習、それ以外は体育館で練習をしています。一人ひとりが
常に試合を意識し、目的をもって練習を行っています。基礎練習を大切に
し、個人としてもチームとしても技術向上ができるように頑張っていま
す。

地区大会を突破し、県大会で勝利すること

部員一人ひとりが積極的に練習を行い、個々の技術向上
に努めています。また、ひとりでは行うことができない
競技なので、チームとしてのまとまりも大切にしていま
す。

経験者・未経験者関係なく、一生懸命にバレーボー
ルに取り組みたい人を待っています。一緒に頑張り
ましょう！
マネージャーも募集しています！！

秋季大会優勝 https://youtu.be/nG3I9DcDucE

月・火・水・●・金・(土)・
(日)

※原則、土日はどちらか1日

1年　男子 6名
　　 女子 2名（内マネージャー 2名）
2年　男子15名
　　 女子 1名（内マネージャー 1名）
3年　男子11名
　　 女子 1名（内マネージャー 1名）
　　　 計36名（内マネージャー 4名）

主体性を持って部活動運営ができるように、努力しています。体育館が使
えない日には外でトレーニングを行い、体力作りを行っています。

目標　県大会で勝利すること
技術力の向上のため日々がんばっています。時には厳し
いトレーニングもありますが、バスケットを楽しみなが
ら活動しています。

バスケットボールが好きな人大歓迎です。自己の意
見を伝えることができ、かつ、相手への配慮ができ
る人を待っています。
一緒にがんばりましょう。

2021年度インターハイ地区予選 3回戦進出
2021年度湘南地区大会 Aブロック準優勝

https://youtu.be/_nHxocYCYOg
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●・火・水・●・金・土・日

1年　男子　名
　　 女子 5名
2年　男子　名
　　 女子 3名
3年　男子　名
　　 女子 4名（内マネージャー 1名）
　　　 計12名（内マネージャー 1名）

短い時間で、いかに組織として強くなるかを考え、練習に励んでいます。
勝つことはもちろん、それだけではなく、日々の部活動の時間を通して人
間的に成長できるように、１秒１秒を大切にして頑張っています。

公式戦2回戦突破
積極的に基礎練習やトレーニングを積み上げ、個人スキ
ルアップを目指した練習を中心に行っています。自分達
で考えながら一生懸命、全力で練習に励んでいます。

バスケットボールが好きな人、一生懸命に頑張れる
人大歓迎です。
自分の意見も持ちながら、相手にも気を配り、お互
いに成長したいという人、待っています！
一緒にがんばりましょう。

令和２年度神奈川県新人大会西支部予選1回戦突破 https://youtu.be/ZrUxm83ddTM

月・火・●・木・金・(土)・(日)
※原則、土日はどちらか1日

1年　男子17名
　　 女子 6名
2年　男子 5名
　　 女子 5名
3年　男子10名
　　 女子 7名
　　　 計50名

月・木・金・土・日は放課後体育館で練習、火は外練習になります。朝練
も週に２回程度あります。体育館での練習はコート内での練習がメイン
で、フットワークとシャトルを使ってのノック練習やパターン練習、ゲー
ム練習などです。外での練習は体力作りのために走り込みと筋トレなどを
行っています。

女子は県大会ベスト16を目標に掲げています。
男子は県大会出場を目指しています。

関東大会予選・インハイ予選がコロナで中止となる中、
唯一開催された新人戦において県大会出場を果たすこと
ができました。感染症対策を徹底しながらの苦しい状況
下でしたが、日々の練習の成果が出たと思います。更な
る技術力・精神力の向上とチーム力の向上を目指して、
今後もより一層練習に励み、さらに上位を目指したいと
思います。

競技としてバドミントンの練習をしています。本気
でバドミントンに打ち込みたいバドミントン経験者
を募集しています。大高バド部で、一緒に頑張りま
しょう！

2020年度新人大会地区予選女子学校対抗５位入賞
県大会出場

https://youtu.be/lZhGnF7qQvQバドミントン部

陸上部

野球部

女子バレー部

サッカー部

男子テニス部

女子テニス部

男子バレー部

男子バスケットボール部

女子バスケットボール部

https://youtu.be/u8-H2HKx0FA
https://youtu.be/rj5aGWxBITo
https://youtu.be/pdjzDqdC6A0
https://youtu.be/pdjzDqdC6A0
https://youtu.be/CuBfX-IPxoU
https://youtu.be/tv2O73fRy5c
https://youtu.be/NhRRaU_JadU
https://youtu.be/nG3I9DcDucE
https://youtu.be/_nHxocYCYOg
https://youtu.be/ZrUxm83ddTM
https://youtu.be/lZhGnF7qQvQ
https://www.pen-kanagawa.ed.jp/ofuna-h/seikatsu/seitokai/index.html
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月・火・水・木・金・土・●
平日に交代で休みあり

1年　男子 5名
　　 女子12名
2年　男子 8名
　　 女子 8名
3年　男子 6名
　　 女子 9名
　　　 計48名

男女合同で3人立の弓道場と体育館下のピロティに分かれて毎日練習をし
ています。稽古では正射必中を目標に掲げ、射法八節の習得や礼儀作法を
学んでいます。また集中力や精神力、自身をコントロールする力を高める
よう工夫して練習しています。
部員同士の仲もよく、弓を知らなくても先輩が丁寧に教えてくれます。ま
た、夏休みには長野県野辺山にて合宿を行います。

試合では上位入賞。審査では主に初段、二段取
得を目指しています。

私たちは男女で一緒に活動をしています。ほとんどの部
員が高校に入ってから弓を習い始める人ばかりです。稽
古では弓を通じて正しい礼儀作法や人とかかわる上で重
要なマナーなどを学び、これからの一生に活かせるよう
な力を身につけます。
普段の稽古は弓道場か体育館下のピロティで巻き藁の練
習をしています。朝練をする場合は自由参加で7時30分か
らです。また、夏休みには長野県野辺山で合宿をしま
す。2年生は公式戦に向けて、1年生は段審査に向けて集
中して稽古をしています。

一度しかない高校生活を弓道場で過ごしてみません
か？

令和２年度
神奈川大会団体の部兼全国高等学校弓道選抜大会県
予選女子個人の部第８位
神奈川大会団体の部兼全国高等学校弓道選抜大会県
予選女子団体優勝
第39回全国高等学校弓道選抜大会女子団体ベスト16
令和３年度
神奈川県高等学校春季大会兼関東高等学校弓道大会
県予選女子団体第３位
神奈川県高等学校春季大会兼関東高等学校弓道大会
県予選女子個人の部第２位
令和３年度第65回関東高等学校弓道大会女子団体ベ
スト16
神奈川県高等学校春季大会兼関東高等学校弓道大会
県予選男子個人の部第５位
神奈川県高等学校総合体育大会弓道競技兼全国高等
学校総合体育大会県予選女子個人の部第３位
神奈川県高等学校総合体育大会弓道競技兼全国高等
学校総合体育大会県予選男子個人の部第８位
神奈川県高等学校総合体育大会弓道競技兼全国高等
学校総合体育大会県予選女子団体第８位
令和３年度第65回関東高等学校弓道大会女子個人の
部第６位

https://youtu.be/R8cij-EAsZ4

月・火・水・●・金・土・●

1年　男子　名
　　 女子 9名
2年　男子　名
　　 女子26名
3年　男子　名
　　 女子22名（内マネージャー1名）
　　　 計57名（内マネージャー1名）

6月の文化祭に向けて、4月からチア、ヒップホップなどを練習します。夏
には野球部応援のチアをやります。
9月に行われる体育祭のチア部門でも活躍しています。
校外では、神奈川県ダンスコンクールや発表会に出場し、日頃の練習の成
果を披露しています。

悔いなく！笑顔で！最後まで！

笑顔を絶やさず、毎日楽しく活動しています。先輩・後
輩の仲が良く、行事前などはOGやコーチが教えにきてく
れます。
「やる時はやる！」というけじめがついているので、練
習にしっかり取り組めます。
踊りの種類はヒップホップ,ジャズ,チアなどいろいろな
ジャンルに及びとてもやりがいがあります。
練習日は月、火、水、金、土の週５日ですが、新入生歓
迎会や文化祭、大会前などは木曜日、日曜日も練習があ
ります。

ダンス部に入れば、学校行事が2倍も3倍も4倍も楽し
くなること間違いなし！！ぜひ、ダンス部へ！！

2020年度　高校総体ダンスコンクール　出場予定
だったが、コロナの影響により中止
青少年センターダンス発表会　出場予定だったが、
コロナの影響により中止
ダンス新人大会　出場
2021年度　高校総体ダンスコンクール　出場

https://youtu.be/vgu6QBmn-ho

活動日 部員数 活動内容 目標 部員の声 中学生へひとこと 活動報告 動画URL

月・●・水・木・金・土・●

1年　男子 5名
　　 女子 9名（内マネージャー1名）
2年　男子 7名
　　 女子 2名（内マネージャー1名）
3年　男子 7名
　　 女子 8名（内マネージャー1名）
　　　 計36名（内マネージャー3名）

文武両道を目指しており練習時間は2時間、平日1回、土日1回の休みを入
れ短時間で集中して練習しています。自主自立の精神で基本を重視すると
ともに礼法も大切にしています。全国の強豪校との練習試合や大学・実業
団との合同稽古を行い競技力を高める一方で初心者を大切に指導していま
す。経験者は三段、初心者は二段取得をしています。専属のﾄﾚｰﾆﾝｸﾞコー
チが月二回指導に来て体力向上はもちろん、怪我の予防も含め科学的に体
幹を中心に鍛えています。

全国総体、全国選抜、関東大会出場
初心者は弐段以上取得

今年度は関東大会予選男子準優勝（公立では50年間で3校
目）、女子5位。創部以来初めて男女アベックで出場しま
した。稽古は厳しく、練習後は和気あいあいと男子19
名、女子18名で文武両道を目標に活動しています。顧問
の先生は八段1名七段1名五段1名、コーチは男女各七段で
指導陣が充実しています。
専属トレーナーの先生もいます。女子コーチは全国都道
府県大会や国体の大将、県代表です。

サムライスピリットを体感してみませんか。

2020年度　新人戦男子団体3位、女子ベスト16、女子
個人5位。選抜予選男子団体ﾍﾞｽﾄ4
湘南地区女子優勝
2019年度　関東大会予選男子団体ﾍﾞｽﾄ8、女子ﾍﾞｽﾄ
16、選抜予選男子ベスト8、女子ベスト16
湘南地区女子優勝

https://youtu.be/Tr_j3AqDOuQ

月・●・水・木・金・土・●

1年　男子18名
　　 女子 8名
2年　男子16名
　　 女子 8名
3年　男子11名
　　 女子  名
　　　 計53名

練習は日曜日・火曜日以外で、平日は18時30分まで。部員数が多いので土
曜日は午前午後に分かれての練習です。

男女とも、団体戦で県大会ベスト８
みんなで集中して練習に取り組んでいます。練習が大変
な時もありますが、コーチ・先輩がやさしくフォローし
てくれます。

見学も大歓迎ですので、高校で卓球をやってみたい
と思っている方はぜひ来てください。

2020年度は新型コロナ感染症の影響で大会中止が相
次ぎ、戦果実績は示せませんが、近年ではシングル
ス・ダブルスともに県大会に出場し、男子団体で
は、県大会ベスト16になっています。

https://youtu.be/jQcvSnCMbBE

活動日 部員数 活動内容 目標 部員の声 中学生へひとこと 活動報告 動画URL

月・火・水・●・金・土・●

1年　男子 1名
　　 女子  名
2年　男子 1名
　　 女子  名
3年　男子 2名
　　 女子  名
　　　 計 4名

全国大会・国体・全国選抜大会出場＆入賞
三年間頑張れば、必ず表彰状を手にすることが出来る
チャンスが全員にあります。一生懸命、取り組んだ分だ
け結果が付いてきます。

未経験者大歓迎です。運動が苦手、中学校時代、文
化部だからちょっと・・・と思っているみなさんに
もチャンスがあります。高校に入学して、新しいこ
とにチャレンジしてみまませんか？真剣に取り組ん
だ分だけ結果は出ます。

令和３年度関東高等学校大会　　　　　　　６位
令和３年度神奈川県高等学校総合体育大会　優勝
令和３年度全国高等学校総合体育大会　　　出場 https://youtu.be/6iVn3lEuqRc

月・火・●・●・金・（土）

1年　男子 2名
　　 女子　名
2年　男子　名
　　 女子　名
3年　男子　名
　　 女子　名
　　　 計 2名

投げ技を使う環境にはないので、主に形や寝技の研究をしています。
それ以外は、今はトレーニング中心の活動に励んでいます。

活動・体制の確立を進め、部活としての承認を
目標にしています。

柔道の技術向上はもとより、それを通してより良い仲間
を広げていく。そんな活動を目標にしています。

今は屋外テラスにマットを敷いての活動です。柔道
を一から始めてみたい人、大歓迎です。
一緒に部活を立ち上げませんか。

https://youtu.be/xiG_oSZyHXw

弓道部

ダンス部

柔道準備会

ウェイトリフティング同好会

卓球部

剣道部

https://youtu.be/R8cij-EAsZ4
https://youtu.be/vgu6QBmn-ho
https://youtu.be/Tr_j3AqDOuQ
https://youtu.be/jQcvSnCMbBE
https://youtu.be/6iVn3lEuqRc
https://youtu.be/xiG_oSZyHXw

