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ゴルフ部 第 1４期 卒業生諸君
≪田中隆太郎 濱中伸伍 金森圭太朗 小本澪≫
マナー、同伴競技者への思いやり、ゴルフ環境を整えてくださった方
への感謝、自分自身との戦い。これらを今後に活かさないと、六年間の
意味がなくなるぞ‼気を引き締めて‼

（顧問 永田）

スコアの亡者になるなかれ！ゴルフにはもっと

第８０号

大切なことが山ほどあるはず！！ （顧問 増田）

～ 卒業生へのメッセージ ～

2019.3.11
ゴルフ部で学んだ技術やマナー、そして人へ
の思いやり。生涯忘れずにいてください。
（副顧問 中仙道）

中高３年生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。
今回は卒業特集として、各部の先生方や後輩たちから寄せられた卒業生へのメッセージを載せています。
それぞれの部で過ごした日々を思い出しながら読んでもらえればと思います。

山岳スキー部 祝 卒業！
○中学卒業部員（１名）
森 田 幸 暉

○高校卒業部員（４名）
相
前
野
柳

坂 祐 樹
田 凜之介
邊
倭
川 誠一郎

コツコツ積み重ねたものは裏切らない。
心技体強い人となれ！卒業おめでとう！

中高剣道部

水泳部

高校 3 年生へ

№2

中高剣道部

新プールを 6 年間使用している初めての学年として、結果を残し、水泳部の歴史を塗り替

今年度、中高を卒業する剣道部員は 4 名。ボクが顧問になってからすでに 11 年が経過し

えてくれる代となりました。校外学習も全員一緒、部活以外でも一緒に出かけたりと本当に

た。部員数は多い年もあれば少ない年もある。今年は少なめ、逆に一人一人に対する印象は

仲の良い学年で、見ているこちらが楽しくなりました。しかしながら、この 6 年間は楽しい

深い。

ことばかりではなく、仲間とぶつかることも、結果が出ないで苦しんだこともたくさんあり

今年度、中学剣道部を巣立っていく部員は 1 名。入部当初はもう 1 名の部員がいた。2 人

ました。これからの人生でぶつかる壁を乗り越えるヒントはこの水泳部で学んだはずです。

とも初心者、先輩たちに剣道着の付け方から教わり成長してきた。1 年生の中頃には仲間が

何かあったとき、苦しくも楽しかった水泳部の生活を思い出してください。

海外に転校し、中学 1 年生がひとりぼっちの状態に。その後、後輩が入ってきてからも同学

卒業おめでとう！
顧問

酒井

年は 1 人という状況の中でもくもくと頑張ってきた。我慢強いキャラクターで決して人前

一哉

で泣き言はこぼさなかったが、悩んだことは多々あったはずだ。今の中 2 も先輩になれば、
下級生をまとめる大変さが分かってくるはず。
それを 1 人でこなしていたスゴさを理解し、

卒業おめでとう！

感謝してほしいと思う。

それぞれが異なったバックグラウンドを持ち、多様性あふれるメンバーで、時には苦労する

悩んだ数だけ、強くなる。苦しんだ分だけ、ものごとのありがたみをきちんと感じること

こともあったけれど、競技面での結果も残し、最後までよくやり切りましたね。人生に一度

ができる。

きりの高校生活を水泳に捧げ、苦楽を共にした仲間たちを大切に、今後の人生に生かしてく

この 3 年間の積み重ねは、必ず大きな財産になるはずだ。

ださい。5 年後、10 年後も変わらない仲間であってほしいと思います。これからの活躍に
期待します。たまにはふらっと顔出してね。
副顧問

中川

現在の高三は全部で 3 名。まったくキャラクターが違う。経験を活かしながらチームをま

太郎

とめる男、ストイックに剣道に向き合う男、地道に努力を重ね頑張り続ける男。三者三様に
自分自身と向き合い、三者三様のやり方でチームのために自分を役立ててきた。

卒業おめでとうございます。

この代は中学時代も高校時代も、上級生や下級生とともに公式戦を戦ってきた。それだけ

キャプテンがおらずとも機能するとは、よく言ったもの（勿論それはキャプテンが泳ぎで

に部活動で学ぶことができる、縦割りの人間関係をたくさん経験したことになるだろう。中

「語って」くれていたからこその話ですが）
。個性が際立っていて、一人一人の印象がとて

学時代の都大会出場も、高校時代の個人戦や団体戦での活躍も頑張った証拠。ただ、なによ

も濃い学年でした。これからは居心地の良い場所を離れ各々の新しい世界に進むことと思

りもそれに向かって日々、道場に足を運んだこと、うまくいかないことに苦しみながらも、

いますが、君たちが乗り越えた高校生活よりもキツいことは、そんなには無いはずですよ。

最後まで部活をやり遂げたことが、これからの人生をしっかりと支えてくれるはず。

それだけのことをスタッフは君たちに求めていました。自信をもって胸を張って、荒波を泳

よく、頑張った。

ぎ切って行ってください。
副顧問

唐鎌光生
折橋竜希
増喜大地

小島健太
霜越智貴
水上莉樹

中学、高校合わせて 4 名の卒業生が立教池袋中高剣道部を巣立っていく。それぞれが自分

祐紀

の目標を持って、これからの新生活に取り組んでくれることを期待している。

高校庭球部

祝 卒業！
齋藤隼輝
王 弥
古角駿弥

高井

卒業、おめでとう。

高校バスケ部
津屋凛人
寺田祟志

キャプテン

#４ 前 本 直希

副キャプテン

#５ 松 岡 龍生

マネージャー

#６ 霜田 龍一
#７ 安 宅 勇 輝

◆ 本当に優しい先輩方ばかりで大変幸せでした！

大学に行っても頑張って下さい！

(荻野朝行)

#８ 小 林 呂 伊

（廣瀬）

◆ 部活内でも部活外でも親しく接してくれたことが本当に

#９ 新倉 涼 平
#１ ０ 藪崎 康太

嬉しかったです。卒業後もがんばってください。（原田凌）
卒業おめでとう。

◆ 部活動だけでなく普段から優しく接していただき

ありがとうございました！

練習でのつらさも、負けた悔しさも、シュートを決めた感動も、

（栗山）

ずっと大切に、心に持っていてください。

◆ 先輩は、とても優しくて頼りになりました！！

大学でも頑張ってください。

たくさんの思いがつまったこのバスケ部での六年間を、

（和泉）

あなたたちの背中を、後輩たちが追ってゆくことを忘れずに。
いつまでも、応援しています。

（顧問

広瀬）

高校卓球部

祝

卒
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高校野球部

業

卒業おめでとうございます。10 人がそれぞれの個性を発揮して、クラブを楽しく、有意
義なものにしてくれました。先輩たちが少ない中、1 年生の時からクラブの中心として技術
面から運営面まで気を配ってくれたことを感謝しています。みんなが築いてくれた土台は後
輩たちにこれからも受け継がれていくことと思います。卓球に没頭する充実した表情が見ら
れなくなることはとても寂しいですが、次のステージでの活躍を期待しています。とても楽
しい時間をありがとうございました。
(顧問)
宇佐見 康太…ストイックに自分を追い込みながらも、時折見せる自分への優しさが絶妙で
した。練習を休まず、熱心に卓球に打ち込む姿がとても印象的です。
太田 光樹……いつもニコニコ、笑顔でいてくれたことがクラブの雰囲気を明るくしてくれ
ました。卓球の楽しさを後輩に伝えてくれてありがとうございました。
奥冨 壮一郎…ＢＢＱ隊長として大いにイベントを盛り上げてくれました。ここぞという時
の集中力が抜群で試合で力を発揮できる貴重な存在でした。
遠藤 直樹……真面目にコツコツ努力を重ね、着実に力をつけて成長した姿は後輩に勇気を
与えてくれました。笑顔で容赦なく打ち込むその厳しさ、見習います。
小川 麻博……誰もが認める圧倒的な卓球センスで常に卓球部のセンターに君臨してくれ
ました。数々の好試合で仲間を助け、盛り上げてくれたこと感謝しています。
河原 幸司……副主将として全体のバランスを意識し、頑張り過ぎず、手を抜き過ぎず行動
してくれていました。安定感のある卓球で良い結果を残し続けてくれました。
田中井 大歩…自ら率先して実行することで卓球部に筋トレの重要性を浸透させてくれま
した。先を見据えた行動や落ち着いた雰囲気は後輩たちの良いお手本です。
石田 倭斗……上達のために仲間にアドバイスを求める姿勢は他の模範でした。熱心に活動
に取組み、その誠実さで卓球部を支えてくれたことを感謝しています。
髙橋 義樹……自分にも他人にも厳しい主将として３年間チームを牽引してくれたことを
感謝しています。少年ジャンプを含め本当に多くの財産を残してくれました。
宮原 健人……キレキレのサーブを武器に強豪相手に力を発揮するメンタルの強さを見せ
てくれました。釣竿を持って笑顔で試合会場を後にする姿、忘れません。

3 年生諸君、卒業おめでとう！
主

将

安田

陽

バットでチームを引っ張る主将。公式戦のホームラン数は歴代最多か？守備を鍛えて再び神宮の舞台へ！

副主将

浅沼

聡太

1 年秋から捕手として巧みなリードで投手陣を引っ張ってきました。
小柄ながら勝負強い打撃も魅力でした。

副主将

伊東

良起

何よりも 2 年夏の文京戦、8 回裏 2 死満塁からの走者一掃の勝ち越し 2 塁打。あの感動を大学でもう一度！

長谷川泰史

投手として、迷い、考えながら練習に励んでいる姿が印象的でした。その姿勢は大切に、今後に活かすべし！

小林

一誠

今年のチーム怒られ王か？マウンドに上がるためによく走り、よく投げている姿は後輩たちのよき手本です。

福嶋

裕貴

身体能力はチーム一。走攻守三拍子そろった選手だが考えすぎるのが難点。もっと楽にプレイすれば…

横山

幸汰

真面目で信頼の厚い男。ランナーコーチとして大きな声とジェスチャーでチームを鼓舞してくれました。

長谷川圭太

細い身体で一生懸命ボールを追っていました。意外なところでヒットを放つ、打率はチーム上位かも？

荒井

映義

肩の強い内野手。堅実な守備でチームのリズムを作ってくれました。たまに出る長打も魅力でした。

石井

賢三

監督に言われても動じない強さはチーム一？細身ながらバッティングセンスは抜群。もっと増量すれば…

川手

将星

多くを語らず黙々と努力をする姿が印象的。不器用でポカも多いが、一発長打が魅力の代打の切り札的存在。

吉田

悠人

クセの強い外野陣の中で唯一の正統派？守備は上手くなりました。
もう少し打撃力が…。
良きパパ候補 No.1！

川手

魁星

何を考えているかわからないのが一番の魅力？打球の強さ、速さはピカ一。4 番の重責を果たしました。

野球部で培ってきたものに、新たなステージでさらに磨きをかけ、どこへ行っても恥ずかしくない、立派な
人になってほしい。活躍を期待している。
監督、部長より愛を込めて♡

高校サッカー部 卒業生へメッセージ

顧問から

立派な実績を残した先輩から主導権を引き継ぎ、プレッシャーもあったと思います
が、少ない部員の学年ゆえのチームをまとめる様々な苦労がありました。この経験
は今後に是非生かしてください。
今後の学生生活で、今まで鍛えてきた体を更に鍛えて、各自の目標に向かって
活躍してください。「１つのパスにメッセージを込めて」
卒業おめでとう。
橋本 博

中学サッカー部
卒業おめでとう。厳しい練習や試合を通してお互いの理解を深め、団結力を高め
たことは素晴らしい成果だと思います。これから、それぞれの道で新たなことに情
熱を注ぐことになるでしょう。周囲の人との交わりを通して、さらに高みを目指してく
れることを期待しています。仲間と共に夢を叶えて輝くみんなの姿が見られること
を楽しみにしています。 齋藤 壽春

顧問から卒業生へ
この学年は、今までの学年と比べて足元の技術が突出していた訳ではないが、
部員一人ひとりの練習への取り組み方、自分で考え・判断して行動する力、そして何より皆で

大久保晴汰・・・守護神としての存在感は大きかったです。キャプテンとして色々苦労 千島龍・・・体の強さ、競り合いでのヘディングの強さはチーム１。他校の何人もの選手
を潰してきました。頭の外は強いが中は柔らかいナイスガイ。
がありましたが、君なしではこのチームはまとめられなかった。

まとまろうとする力が秀でていたと感じる。

大橋龍二・・・３年間怪我に泣かされました。運動能力は高いので、体のケアを大事にし 西森虎之介・・・ＭＦの選手として３年間良く走りました。走った量は嘘をつかない。今
後もサッカー続けて下さい。
て、大学でもサッカー続けてください。

きたが、その言葉を素直に受け止め、ミーティングを開いたり、色々な場所で後輩たちと意見を

山川頼人・・・中高６年間キーパーとして頑張りました。セカンドキーパーではなく、心
はいつもファーストキーパー。いつか花咲く時が必ず来ます。

井上尚哉・・・ナイスセンターバック‼ 普段は無口だが、内に秘めた闘志は熱い。その
加減が絶妙です。

小田爽太・・・俊足を活かしてのＦＷの選手として魅力を感じました。今後俊足を活かし 松本健爾・・・２地区を代表するフィールドプレイヤー。昨年度も健爾なしでは２次トー
ナメントに進出出来なかったと思います。華麗なプレイが今後見られないのは残念。
ての更なる活躍を期待しております。

卒業おめでとうございます。この3年間（6年間）は皆さんにとってどのような時間で
したか？辛かったこと、苦しかったこと、楽しかったこと、成し遂げたこと、いろいろ
なことがあったと思いますが、すべてが皆さんの人生の糧になるでしょう。「わたし
キャプテンから
たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生むと
いうことを。」どんなことがあっても恐れずひるまず、まっすぐに歩んでいってくださ
い。 佐山 貴亮

｢自分で入りたい、と決めて入った部活なのだから、言われて動くだけじゃダメだ｣と言い続けて
交わしたりと自分たちで何とかしようと行動する場面が多く見受けられ、頼もしい代だと思っていた。
部活を通して、上手くいかなかったり、思い通りにいかなかったりしたことも多かっただろう。
それでも君たちは止まらず、皆で前へ進もうと努力し続けてきた。そうした姿勢は君たちを大きく
成長させるものでありまた、君たちがサッカーに対して 3 年間真剣に取り組んできたからこそ、
経験できたものだと思う。

田中駿・・・俊足を活かしてのサイドの選手として魅力を感じました。夏の日焼けした姿
は眩しく心に残っています。

副顧問から

～卒業生へ贈る言葉～

卒業おめでとう。君たちのこれからの活躍に、大いに期待しています。

ご卒業おめでとうございます。二年連続都大会出場を目標
に走り続けてきたこの一年は僕たち後輩にとって良い経験と
なりました。チームに何ができるか、勝つために何が必要な
のか改めて考えさせられました。残りのインターハイ、選手
権の二つの大会で必ず都大会に出場するので応援お願い
します。三年間お疲れさまでした。加藤 凜己

新島

亮

短い間でしたが皆さんと一緒にサッカーができて幸せでした。中 3 は練習に取り組む姿勢と仲間意識が
素晴らしかったです。私学大会では何とかして良い結果を出したかったのですが、自分の力量不足で
本当に申し訳なかったと思っています。これからも、この悔しさをバネにして共にベストを尽くしましょう。
卒業おめでとうございます。

綾部

保志

祝 卒業!! 中学バスケットボール部 2018 年度卒業生 17 名
主 将
川本 凌大
副主将
稲垣 薫
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 高島 悠太朗
伊澤 利紀
奥田 大晴
四條 海斗
鈴木 悠太
辰田 祥曜
伊澤 孝哉
岩瀬 友希
遠藤 意人
大沢 海太
長田 那勇斗
藤井 万里
南
雄太
宮丸
柊
濵田 健登
戦績
2017 年度東京都私立大会
ベスト８
2017 年度秋季豊島区大会
優勝（都大会出場）
2018 年度春季豊島区大会
準優勝
2018 年度春季ブロック大会 ベスト８
2018 年度夏季豊島区大会
準優勝
2018 年度第十支部大会
優勝

＜戦績＞

2018 年

春季豊島区大会

2018 年
2018 年

東京都中学校野球春季大会
東京都中学校野球夏季選手権大会

優勝
優勝
ベスト 32

＜卒業生＞

川本、強い責任感を持ってチームをまとめてくれた。ここぞの長距離砲に、さらなる磨きをかけて成長せよ。
稲垣、チームの大黒柱として言葉でなく、プレーで示す。寡黙さの中に、不断の努力があるからこその姿でした。
高島、いつもチームを優先し、先生の気づかないところまで先に先に動いてくれた。本当に感謝です。復活を願う!!
利紀、気持ちの優しさがバスケでは仇になってしまうこともあったけど、君のその人柄は、本当に立派です。
奥田、背も伸び、プレーの幅も広がり、今後が本当に楽しみです。まじめに、ひたむきに取り組む姿勢を継続しよう。
四條、パワー溢れるプレーは誰もが目を見張るもの。四條がやると、チームが乗る。そんなチームの原動力でした。
悠太、実は負けず嫌い。腐らず、よく最後まで頑張りました。君のスピードを生かし、立教のスピードスターに!!
辰田、シュートタッチはピカイチ。ゴール下に辰田あり!!という圧倒的存在感を持つべく、肉体強化が至上命題だ。
孝哉、恵まれた体を生かして取ったオフェンスリバウンドは数知れず。君のリバウンドに救われた試合は少なくない。
岩瀬、時折見せるバスケットセンスはキラリと光るものがありました。何事も自信を持って、堂々と取り組もう。
遠藤、正義感が強く、試合に出る出ない関わらず、練習も練習外でも For the Team。君には本当に感謝しています。
大沢、純粋に走るという動作に関しては、君が一番だったと思います。時に相手のキープレイヤーを抑えてくれたね。
長田、チームのムードメーカーとして、大きな存在感を持っていましたね。声が出せる、これはとても大きな力です。
藤井、線が細く、決して器用でもないけれど、3 年間よく続けてくれました。君の取り組みは後輩にも響いている。
南 、君が走ればチームは活気づく。恵まれた運動能力を持って、コート狭しと駆け回り、泥臭くやってくれました。
宮丸、いつの間にか手に吸いつくようなドリブルができるようになって、びっくりしました。チャンスをつかめ!!
濵田、ゴール下での強さはチーム No.1。シュートを外しても、外してもボールに飛びつく愚直な姿は忘れません。
人には必ず、人生の中で「出番」があるという。その「出番」はいつかわからない。何がきっかけでその「出番」が
来るかもわからない。
「出番」が来るまでは「待つ」ことになるだろう。君たちの「出番」はバスケットだけではない。
これから先の人生の中で、必ず来る「出番」に対して、
「待つ」姿勢をどのようにするかが求められる。
「出番」という
ものは待ち時間に対して短いのが常である。長い待ち時間に、何を蓄え、吸収し、心を整え、そして来るべき時に備え
るか。バスケットと同様、
「よし、行ってこい」とあらかじめ言われることもあるだろう。何かの予期せぬことで、
「行
け、やってこい」と突如言われることもあるだろう。もしかしたら、言われぬまま、ステージに立っていることもある
かもしれない。
さて、その待ち方に関して。折に触れ、
「我慢」という言葉を使った。チームには数十人の仲間、立教池袋には 800 名
以上の先輩後輩・同級生、日本には 1 億 2 千万人、世界には 75 億人。
「我慢」は自分の立場、状況をわきまえ、他者を
尊重することにつながると思う。我慢し、他者を尊重する。つまり「待つ」中で自分のことだけでなく、周囲への思い
も持ち合わせてほしいと思う。そのことが、バスケットを通じて君たちに伝わっていたら幸いである。
都大会出場、これはかんたんには叶わない結果。これをつかみ取った君たちはそれを誇りにしてよいと思う。しかし、
誇りに思うのは、事実自体だけでなく、そのことを実現できたことに関わってくださった周りの方々、ということも忘
れてはならないだろう。
「自分たちには、こんなにもすばらしい方々がいるんだぞ」ご家族、先輩・後輩…個で乗り切れ
ないことを、どれだけ支えてもらったか。君たちの歩みは君たちだけでは成せなかったことを絶対に忘れてほしくない。
ここから先は、1 人 1 人ちがう道をたどるだろう。来るべき「出番」が来るその時まで、我慢して待て。
君たちとの出会いに感謝。卒業おめでとう。
One for All, All for one!!
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2018 年度 卒業生

橋本 優輝（主将）
志賀 勝信
山本 孝弘
伊藤 優臣
佐々木 健多
石原 杏史
寺田 貴彦

犬塚
林
渡辺
小原
野村
田中

匠哉
弘喜
健伍
大毅
陸翔
佑樹
以上

中学庭球部
卒業おめでとう！！
☆☆２０１９年卒業 １４人の輝ける部員たち☆☆
淺井

責任感をもって先輩や仲間に大勝をもたらした頼もしいキャプテン！

相川

的確な判断力と決断力でポーチに出て団体戦を支えたマネージャー！

明星

優しく温かな人柄で皆に明るさをもたらした愛すべき副キャプテン！

田嶋

強い精神力を武器とした辛抱強いラリー展開で試合相手を追い込んだ！

松岡

己の特徴を把握し、勝つためによく磨き上げﾚｷﾞｭﾗｰの座を勝ち取った！

室井

時折繰り出される目の覚めるようなキレのあるｼｮｯﾄに会場が沸いた！

柳澤

強い闘争心と気迫でコートを俺色に染めた伸びしろを感じるﾌﾟﾚｰﾔｰ！

伊藤

自由参加の練習･応援に欠かさず参加した誠実さと温かみに励まされた！

陳井

何事もこなす大学生も認めるセンスの良さに無限大の可能性を感じた！

李

高い運動能力を武器にｺｰﾄを走り回りギリギリのボールに食らいついた！

山下

前向きな言葉で常に自分を厳しく律し、明るく練習に取り組んだ！

岩﨑

謙虚に何事も吸収を試みる真っ直ぐな取り組みでたくましく成長した！

栗原

強靭な心肺能力を秘め、ランニングと粘り強いテニスをものにした！

髙山

自己管理力とｺﾐｭ力の高さで自分のﾃﾆｽもﾊﾟｰﾄﾅｰも生かして勝利を得た！

１３名

１つのアウトと引き換えに進塁を得る。次の仲間に得点を託す。仲間のために毎回バッ
クアップに走る。仲間の送球を自分が捕ればプレーが成立する。いくら速い球を投げても、
いくら遠くにボールを飛ばしても勝てない。大事なことは相手よりも多く人がホームベー
スを踏むことだ。これが野球の競技性であり特性だ。そんな野球は人生そのものではない
だろうか。
君たちがこれから勝負をするそれぞれの世界においても、まずは人のために尽くすこと。
人の役に立つ人間になること。次にその世界の特性を理解すること。そして自己理解力と
自己表現力を養うこと。毎日グラウンドで話してきたのでわかってくれていると思う。
野球には９つのポジションがあるように、世の中にも与えられる・掴み取る自分のポジ
ションがある。そのポジションに不平不満を言わずに、人のためにそのポジションでベス
トを尽くしてほしいと願っている。
君たちと毎日毎日、本気で野球ができて幸せであった。心からありがとう。そして、卒業
おめでとう。
「守破離」

顧問

梅野伸也

自信を持って新しいセットへ進め！立教先リード！！

中学卓球部

卒業おめでとう！ ～都大会 団体ベスト 16・個人ベスト 32～

顧問 市橋祐介 副顧問 最上滉平 終身名誉副顧問 中川太郎

小田 圭将
加藤 龍之介

今回で、今年度の運動部通信は終わりとなります。
一年間、読んでいただきありがとうございました。
（編集担当）

福元 颯太
中川 天

黒柳 遼人
中川 碧

荻原 敬哉
松井 翔聖

君嶋 豪人
冨士大 源

杉原 周作
奈尾 優大

この学年は、全員が未経験者で始めたにも関わらず、団体、個人ともに区大会連覇を成し遂げてきた。そして都大会ベ
スト 8 に入る学校のほとんどに経験者がいる中で、大げさな言い方かもしれないが都大会ベスト 16 という成績は後輩へ
の勇気と希望も与えてくれた。もちろん、紆余曲折しながらも個人の技術向上、戦略、応援など勝つために磨いてきたも
のが多かったと思う。目標を持ってみんなで勝ち得たものの価値は大きく、今後の自信となってくれることだろう。これ
から高校生という貴重な時間を惰性で打たず、しっかり打ち込んでほしい。何にしても一生懸命打ち込めるものができる
ことを願っている。卒業おめでとう！顧問より卒業生へ。

