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第７８号　～ 夏の結果と秋・冬の予定 ～　2018.10.20

お待たせしました！運動部通信、今年度第２号です。

今回は夏の戦績と秋の新人戦の様子を中心にまとめました。

これからの試合の予定も載っていますので、みなさんぜひ、色々な部の試合を観に行ってみてください。

また、Ｒ.Ｉ.Ｆ.では多くの部で招待試合を行います。こちらも応援、よろしくお願いします！

 

 

高２梶山、小山関東選抜新人出場  

東京都高等学校新人戦が 9 月 22～24 日に

かけて行われた。2 年キャプテン梶山は都大会な

どの大舞台に強く、記録、順位の両方で期待が持

たれた。110ｍＨ決勝では 2位となったものの、14

秒９８（＋0.6）の公認記録は一日早ければU18日

本陸上競技選手権大会への出場が叶う、好記録

であった。10 月 20 日に山梨で行われる関東選

抜新人大会においては好勝負を期待している。 

 

 

同東京都高等学校新人戦棒高跳において２年小山

が同じく２位入賞の成績を残した。その記録 4m60は地

区によってはそのままインターハイに出場につながる自

己ベストタイの記録である。梶山と同じく関東選抜新人

大会へと駒を進めるが、高さを競う競技独特の難しさの

中、うまく駆け引きを制し、良い結果を期待したい。 

中学においてはキャプテン大野が豊島区大会で

800ｍを制し、都支部対抗大会に出場する。高校同様

10 月 20～21 日の日程で、駒沢競技場において行わ

れる。総体に続き、上位入賞を狙ってほしい。 

 

 

○全国中学校ゴルフ選手権大会（団体 8/7～8 茨城県セントラル GC NEW コース） 

 団体の部 9位＝261 ※最終日は台風のため競技中止 

③昌山（94）・③上村（88）・③橋口（87）・②阿出川（86）・②村路 

 

 

（87=87・－） 

○全国高等学校ゴルフ選手権大会 個人の部（団体 8/10～11 茨城県セントラル GC 東コース） 

※台風のため 1日競技に短縮 

113位 ②梅内秀太郎（77） 

 

 

（87=87・－） 

○日本ジュニアゴルフ選手権決勝競技（8/15～8/17 霞ヶ関カンツリー倶楽部 西コース） 

87位 ②梅内秀太郎（152＝74・78・-） 

ゴルフ部 夏・秋の戦績 

中学 

○東京都ジュニアゴルフ選手権（7/18立川国際 CC草花コース） 

4位 ③星野豪汰（73）、10位 ③上村侑輝（75）、 

10位 ③昌山大暉（75）、15位 ②阿出川宗哉（76）⇒以上、関東ジュニア出場 

24位 ③橋口嘉人（81）、37位 ②村路湧仁（85）、39位 ①榎本聖大（86）、 

44位 ②酒井義喜（87）、47位 ②松崎航大（88）、54位 ①諏訪貴皇（91）、62位 ①北山正太郎（95） 

○関東ジュニアゴルフ選手権決勝競技（7/25～27紫 CCすみれコース） 

 38位 ③昌山大暉（157＝78・79・-）、44位 ②阿出川宗哉（159＝80・79・-）、 

47位 ③星野豪汰（160＝76・84・-）、55位 ③上村侑輝（163＝82・81・-） 

○関東中学校ゴルフ選手権 団体の部（6/15真名 CCゲーリー・プレーヤーコース） 

4位＝234 ③昌山（76）・③橋口（81）・③上村（77）・②阿出川（84）⇒11年連続全国大会出場！！ 

○関東中学校ゴルフ選手権 個人の部（6/25取手国際 GC） 

Aブロック 34位 ③橋口嘉人（78）、34位 ③昌山大暉（78）、62位 ②阿出川宗哉（86）、 

67位 ①榎本聖大（88）、73位 ①諏訪貴皇（93）、77位 ②村路湧仁（94）、83位 ③萱森王恭（99） 

Bブロック 30位 ③上村侑輝（78）、77位 ③吉川翔洋（94）、79位 ①北山正太郎（96） 

           

 

 

 

高校 

○関東ジュニアゴルフ選手権決勝競技（7/25～7/27 紫 CCすみれコース） 

 12位 ②梅内秀太郎（212＝71・70・71）⇒日本ジュニア出場 

         

 

○関東高等学校ゴルフ選手権 団体の部（6/11～12那須野ヶ原 CC） 

24位＝504 ②梅内（152＝77・75）・①森山（171＝89・82）・①戸上（181＝95・86）・①中島（95＝95・-）①高畑（104＝-・104） 

○関東高等学校ゴルフ選手権 個人の部（7/19～20軽井沢 72ゴルフ） 

22位 ②梅内秀太郎（142＝68・74）⇒全国大会出場 

115位 ③金森圭太朗（158＝79・79）、127位 ①森山正斗（161＝80・81）、172位 ①戸上耀之佑（172＝86・86） 

           

 

 

○第 73回国民体育大会ゴルフ競技（10/4～6 福井国際 CC） 

 東京都代表 ②梅内秀太郎（東京都 20位、個人 36位） 

 

共通 

○夏季合宿中の立教杯（8/20～21 サンコー72CC） 

優勝 中学③上村侑輝（146＝74・72）、準優勝 中学②阿出川宗哉（150＝70・80）、 

3位 中学③星野豪汰（152＝75・77）、4位 高校①森山正斗（156＝75・81）、5位 中学①諏訪貴皇（161＝82・79） 他 

 

今後の予定 

〇東京都高等学校ゴルフ選手権秋季大会（11/5 取手国際 GC） 

○関東高等学校ゴルフ選手権冬季決勝大会（12/26～27 一の宮 CC） 

〇関東中学校ゴルフ選手権春季大会・研修競技会 A（2/25 真名 CC） 

〇関東中学校ゴルフ選手権春季大会 J3大会・研修競技会 B（3/25 真名 CC） 
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中学卓球部 主要戦績     

 ■夏季区大会 

  ・団体    優勝 

  ・シングルス 優勝 小田 圭将   (ベスト 4 福元、君嶋) 

  ・ダブルス  優勝 黒柳・杉原ペア (準優勝 中川碧・滝澤ペア) 

 ■夏季都大会 

  ・団体    ベスト 64 

・シングルス ベスト 32 小田 圭将 

 ■私立大会 

  ・団体    ベスト 64   

・シングルス ベスト 16 小田 圭将 

・ダブルス  ベスト 32 小田・松井ペア (ベスト 64 福元・荻原ペア) 

  

  3 年生最後の大会、昨年の都大会団体ベスト 16 という成績を残しながら，結果的にはそれを上回る

ことができなかった悔しさは残った。ただ中学から始めた選手だけでここまで様々な成績を残せたこ

とは顧問としても嬉しい。3 年生の活躍に気負いせず、1，2 年生は自分たちのできる限りの努力でこ

れからの大会で活躍してくれることを願っている。 

■大会予定 

□秋季区大会 11/11(日)  雑司ヶ谷体育館 

□都新人大会 12/26，27 江戸川スポーツセンター 

□城北大会(豊島・板橋・北・文京) 1/6(日)豊島体育館 

  

 

 

9 月末の高校記録会と辰巳杯を終え、 

水泳部も代替わりの時期を迎えました。 

 

 

 

 

 

〈中学校 新三役〉 

キャプテン：田中琉太郎、副キャプテン：栗原健太、マネージャー：花澤亜帆呂 

 

〈高等学校 新三役〉 

キャプテン：長谷川綾、副キャプテン：大山泰典、マネージャー：中津大慎 

 
以上のメンバーを中心に、 
また新たな立教池袋の水泳部を 
築き上げていきましょう！ 
 

「常に己の進路を求めて止まざるは水なり」（「水五訓」より） 

 

中高剣道部 

全国総体個人予選 2 名出場・・・ベスト 64 

 全国大会へと繋がる個人戦に出場したのは伊東(高 3)岡本(高 1)。団体戦での悔しさを胸に一戦一戦大事に試

合に臨んだ。結果としては 2 名とも上位進出者に阻まれベスト 64 という結果に終わってしまったが、最後の五

大学付属剣道大会に繋がる良い内容であった。 

 

夏季中学第 4 ブロック大会・・・予選通過ならず 

 中学 3 年の目崎を中心に、若手チームながらも今夏までよく頑張ってきた。個人・団体ともに予選を通過する

ことは叶わなかったが、大将目崎の精神力と技術力が発揮された試合が多々見られ、主将として申し分ない内容

であった。後輩たちにはどう観えたのか。それが強さのカギとなる。 

 

五大学付属中高剣道大会・・・中学 5 位、高校 4 位 

剣道部としてはこれが世代交代する最後の大会となる。五大学(早稲田・慶應・明治・法政・立教)の付属校が

中学と高校の部にわかれて優勝を争う大会である。中学の部では、準決勝には進めなかったものの、5・6位決定

戦で意地の勝利を収め、高校の部では予選リーグを 2 位通過し、準決勝で明治大中野高校に敗れ 4 位となった。 

高校の上位 3校は、関東大会常連校やインターハイ出場校であり、その中に立教池袋が近づいたことは非常に価

値のある成果であった。 

 

東京都高校秋季剣道大会・・・優勝(Ⅱ部) 

 現高 3が引退し、世代交代をしてから最初の大会である。東京都の全高校が集まる大きな大会である。立教池

袋はインターハイ本予選に出場できていないため、今大会はⅡ部の出場になっている。一回戦は勝ったもののチ

ームのまとまりに欠け、監督に𠮟咤激励される場面もあったが、試合を重ねるにつれ本来のチームのまとまりも

出てきた。準決勝・決勝は先鋒結城(高 2主将)の一本を全員で守り切り、見事全員で優勝を勝ち取ることができ

た。優勝するまで全 7試合。育ててくれた先輩方の後押しと、選手全員が勝ちに徹した結果だと考える。 

 

第 4ブロック中学秋季剣道大会・・・ベスト 8～都大会出場決定～ 

 中学 1・2年生の新人戦となる大会が行われた。立教池袋のチームはこの一年間 1・2年生主体のチームで編成

されてきた。ベスト 4を決める試合では力の差はないものの、苦しくなると逃げてしまう剣道が勝敗を分けた要

因だと考える。勝ち上がっていくほど、相手が強くなっていくのは当たり前。その中で、基本に忠実な一本を技

として出せるかが今後の課題である。 

 

『今後の大会日程』 

・10/21(日)豊島区民剣道大会(中高)in豊島体育館 

・11/4(日)東京都中学校秋季剣道大会(中学)in東京武道館 

・11/25(日)第 3支部学年別高校剣道大会(高校)in都立青山高校 

山岳スキー部(中学) 

全国中学校スキー大会東京都選考会 大会日程 
 

2019 年 1 月 3 日(木)～6 日(日)、北志賀よませ温泉スキー場にて全国中学校 

スキー大会東京都選考会が行われます。年に一度の中学の大会です。 

 

 

山岳スキー部(高校) 

全国関東高等学校スキー大会東京都予選会 大会日程 
 

2019 年 1 月 4 日(金)～8 日(火)、群馬県鹿沢スノーエリアスキー場にて全国関東

高等学校スキー大会東京都予選会が行われます。インターハイ・関東大会につなが

る大会です。 

 

東京都高等学校スキー大会 大会日程 
 

2019 年 2 月 16 日(土)～20 日(水)、新潟県セントレジャー舞子スノーエリアにて

東京都高等学校スキー大会が行われます。唯一学校対抗のある大会です。 

 

中学サッカー部 
 

＜東京都私学大会＞ 

8月 20日(月) 立教池袋 5 – 0 聖学院 

8月 22日(水) 立教池袋 1 – 2 学習院 

 

＜秋季(新人)大会＞ 

豊島区大会(予選リーグ) 

1試合目 立教池袋 0 – 2 十文字 

2試合目 立教池袋 2 – 0 学習院 

3試合目 立教池袋 8 – 1 池袋 

豊島区大会(決勝トーナメント) 

ベスト 8 立教池袋 0 – 1 巣鴨 
    

3年生にとって最後の大会である私学大会では、結果は残念なものではあった

が、随所で光るプレーをみせてくれた。一人の力に頼らず、全員で攻め、全員で

守ることを貫いてみせた姿は、本当に素晴らしかったと思う。チーム一丸となっ

て最後まで戦い続ける姿を見て、後輩も多くを学ぶことができただろう。高校で

の更なる飛躍に期待している。 

 

新チームの核となる今年度の 2年生には、サッカーを良く知っており、また足

元の技術に優れている者が多い。特に、勢いに乗った時に見せる攻撃や守備陣の

集中力は目を見張るものがある。これは、これからもチームの大きな武器になっ

ていくと確信している。 

それ故に、今後は如何にして自分たちでその勢いや空気を作るか、にかかって

いる。｢自分だけができればよい｣のではなく、チーム全体が同じ方向を向けるよ

うな働きかけを、全部員に求めたい。 

夏の大会に向けて、準備の時間は多くある。下を向いている暇はない。 

一つひとつの練習を大切にしながら、日々取り組んでいこう。 
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   次号では、各部の今年度の10大（重大）ニュースを

   発表します。お楽しみに！　（編集担当）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ３３年年連連続続でで 1166 校校戦戦にに進進出出！！    

平成 30 年度都高校新人大会 

個人戦（単・複）結果  9／9（日）〜 

  出場者：長谷川（高１年）、廣瀬（高２年）、菊地（高１年） 

      小泉（高１年）、原田（凌）（高２年）、藤田（高１年） 

      和泉（高２年）、今井（高２年） 

▽ シングルス…小泉光生 が本選 2Ｒへ進出 

       →学校ポイント＝ 25点（都 17位） 

▽ ダブルス…長谷川・小泉が予選決勝（5Ｒ）へ 

 

繰り上げにより、秋の都団体戦（＝東京都選抜高校テニス大会  

兼 関東選抜予選大会；通称「16 校戦」）へ進出！ 

●16 校戦  11/3(土・祝) 会場：未定 

＜＜登録選手 9名＞＞ 

①小泉②長谷川③廣瀬④菊地⑤原田（斗）⑥高橋⑦和泉 

⑧佐々木⑨藤田 

 

●東京都私立中学高等学校テニス選手権大会（団体）10/14（日）～ 

 立教池袋高Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４チームが出場予定  

 

今年度の個人戦は一年生の活躍で、学校ポイントを獲得した。ただ、16

校戦へ進めるラインぎりぎりの都第１７位。その先へコマを進められるか危

ぶまれたが、今回大会から欠場校の補充をするルールとなり、九死に一

生を得た。このチャンスを最大限活かし、激闘を誓うのみ。（顧問） 

高校庭球部 

中学バスケットボール部 
☆豊島区夏季大会☆準優勝 

    ２回戦 立教池袋 61 － 36池袋 

    準決勝 立教池袋 51 － 48西巣鴨 

決勝  立教池袋 49 － 51千川 

 

  ※優秀選手賞 稲垣 薫 

 

 優勝校しか進めない都大会出場の最後のチャンスをかけ

て臨んだ区大会であったが、わずか１Ｇ差の準優勝。 

責任感の強い者が多く、後輩たちへの関わり方も模範的で

あった。３年生、本当にお疲れ様でした。 

  

 

☆私立大会☆予選敗退 

＜予選リーグ＞ 

  立教池袋 97 － 16東京成徳大    

立教池袋 38 － 44桐朋 

  立教池袋 30 － 34郁文館      

立教池袋 51 － 11早大学院 

  立教池袋 25 － 43青山学院   

 

  何が足りなかったのか、秋の本番に向けて、もうひと頑

張りしなくては!!と意識させられた大会であった。 

 

 

☆豊島区秋季大会☆２回戦敗退 

     １回戦 立教池袋 85 － 29千川 

     ２回戦 立教池袋 38 － 79学習院 

       

  長い冬を迎えることとなってしまったが、下を向かず、

前を向いてがんばりたい。サイズがない分、何でそこをカ

バーするのか。「粘り」と「ディフェンス」をテーマに次に

備えよう。 

  

＜３年生情報＞ 

 9 月に行われた第十支部私立バスケットボール大会で優

勝しました!! 

 

 ＜１年生情報＞ 

   12月 23日（日） 私立 1年生親睦大会（予定） 

シングルス ９位 植松,原,棈松
QF 対 順天 ダブルス ５位 植松・原
SF 対 高島二
F 対 学習院

1R 対 鶴川二
1R 対 東田 2R 対 大泉附属
2R 対 青山学院 3R 対 宮上

4R 対 成城学園

※以上は都大会個人戦に出場

５－０

※今年の夏のチームも練習試合・公式戦を経験するごとに強さを増し、一人も手を緩めず全員テニス
で勝ち進まなければならないという意識で日々の練習に取り組んだ。派手ではないが頭を使ったボ
レーワークでポイントを重ね、前向きな空気を作り上げて常に勝ち星を挙げる2組のダブルスに勇気づ
けられ、シングルス3本のどこかで対戦校の隙を突いて立教池袋は勝ち進み、ブロック団体では上位
シードを下し、見事決勝へ進出した。続く都総体でも、惜しくも2回戦で敗れたもののシード校相手に
2ポイント差まで詰め寄る熱戦が繰り広げられた。3年生は引退となったが、これらの試合で作り上げ
られた上級生の闘志あふれる姿は後輩にも引き継がれ、新人団体戦を勝ち上がるために必要なチーム
の在り方のモデルとなった。新人団体の敗北で涙を流した後輩たちは、目の色を変えて次の目標に向
かって懸命に努力をしている。

中学庭球部　試合結果報告
＜都新人第４ブロック大会＞＜都第４ブロック団体戦＞

～ベスト３２進出～

４－１
３－２

＜都大会新人団体戦＞

１－３

～準優勝、都総体出場決定～

＜都総合体育大会団体戦＞

０－５

５－０
５－０
２－３ ３－０

～ベスト２４進出～

一回戦 シード
二回戦 VS　西池袋　 １－２ ●　

一回戦 vs シード 　 　

二回戦 vs 学習院 　５－４

準決勝 vs 本郷 　11－４ ○

決勝 vs 巣鴨北 　２－０

　８－３　 ○ ※秋季都大会出場が決まる

「春季都大会の優勝は過去の話。最後の夏に挑戦するという思いで、課題を捻出し繰り返し練習をして臨ん
だが、残念な敗戦を喫した。1発勝負の試合に勝ち続ける難しさを痛感した。13名の3年生はここまで良く頑
張ってくれた。卒業までの時間を有効に使い、高校でも頑張ってほしい。」

○

▽ 秋季第４ブロック大会

▽ 秋季豊島区大会　「新チーム、始動。課題残るも優勝」　

▽ 第71回　東京都中学校野球夏季選手権大会　

　　　『　最後の夏、２回戦敗退　　春に続き優勝ならず　　』

vs 文京第六（文京区）

11月：埼玉県交流大会に推薦出場、12月～2月：練習及び練習試合

＜今後の予定＞

4月～5月：春季大会、6月～8月：夏季大会

＜新チームの活動＞

▽ 第71回　東京都中学校野球秋季大会　

一回戦　VS　増戸　(あきる野市)　　０－３　●

「新チームとなり最初の公式戦、区大会・ブロック大会と勝ち進み秋季都大会までコマを進めた。チームはま
だ若く不確かな要素が多いため不安もあったが、大事な試合で悪い部分が全て出てしまった。しかし、本当
に良い勉強になった。勝負は甘くない、強い個の確立と共に意思の共有、意識の向上が必要である。34人で
切磋琢磨し、来春に向けてこれからも頑張っていく」

　　　『　未熟さを学んだ、初戦敗退　　』

3月：下町杯GAINTS中学野球大会に出場、その他多くの練習試合

○
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  ３３年年連連続続でで 1166 校校戦戦にに進進出出！！    

平成 30 年度都高校新人大会 

個人戦（単・複）結果  9／9（日）〜 

  出場者：長谷川（高１年）、廣瀬（高２年）、菊地（高１年） 

      小泉（高１年）、原田（凌）（高２年）、藤田（高１年） 

      和泉（高２年）、今井（高２年） 

▽ シングルス…小泉光生 が本選 2Ｒへ進出 

       →学校ポイント＝ 25点（都 17位） 

▽ ダブルス…長谷川・小泉が予選決勝（5Ｒ）へ 

 

繰り上げにより、秋の都団体戦（＝東京都選抜高校テニス大会  

兼 関東選抜予選大会；通称「16 校戦」）へ進出！ 

●16 校戦  11/3(土・祝) 会場：未定 

＜＜登録選手 9名＞＞ 

①小泉②長谷川③廣瀬④菊地⑤原田（斗）⑥高橋⑦和泉 

⑧佐々木⑨藤田 

 

●東京都私立中学高等学校テニス選手権大会（団体）10/14（日）～ 

 立教池袋高Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４チームが出場予定  

 

今年度の個人戦は一年生の活躍で、学校ポイントを獲得した。ただ、16

校戦へ進めるラインぎりぎりの都第１７位。その先へコマを進められるか危

ぶまれたが、今回大会から欠場校の補充をするルールとなり、九死に一

生を得た。このチャンスを最大限活かし、激闘を誓うのみ。（顧問） 

高校庭球部 

高校サッカー部

・選手権大会 東京都１次予選結果

１回戦 対　東洋大学京北　　　　１０－０ 〇

２回戦 対　明大中野八王子　　　１－4 ×

・新チーム地区リーグ戦結果

対　郁文館　2-4　×

対　筑波大付属OB　２－２　△　　　対　足立新田　0-4　×

・新人戦地区予選日程　11月18日から（10月29日抽選会）　

・新役員
新キャプテン：加藤　凜己（高２）　副キャプテン：須原　隆弘・ 米谷　優汰（高２）　マネージャー：服部　堅至（高１）

昨年に引き続き、２次トーナメント進出を目標に総体予選以降、練習に取り
組んできたが、相手チームの方が上手であった。ここまで頑張った３年生諸
君には感謝申し上げます。卒業まで数か月時間があるので、後輩の為に
時間があったら練習に参加して下さい。
後輩諸君は今回の敗戦で流した涙を忘れずに普段の練習に取り組んで欲
しい。（顧問）

対　竹早　1-2　×

　◆キャプテン     ： 佐々木
　◆副キャプテン  ： 石　原
　◆マネージャー  ： 岡　本

　高校バスケ部は1年生7名、2年生6名、計13名の新チームで日々練習に励んでいます。

　夏のインターハイ予選では日本学園に敗れ、残念ながら都ベスト64で終わってしまいました。

　10/28からは、いよいよ秋の新人戦支部大会が始まります。

　東京都の本大会（支部ベスト8、都ベスト32）出場を目指し、頑張ります！
観に来てください

　１回戦　○立教   ７９ - ３８   都成瀬● 　１回戦　10/28(日)  15:00 vs 都四商（都小平南会場）

　２回戦　○立教   ７９ - ５９ 　明大中野● 　２回戦　11/3(土祝)  9:00 vs 未定（都小平南会場）

　３回戦　○立教   ６５ - ５６  渋谷教育渋谷● 　３回戦　11/4(日)    10:30 vs 未定（都東大和南会場）

　４回戦　●立教   ４８ - １１２  日本学園〇  ※ここまで全て勝つと支部ベスト８で本大会出場です

★新チーム役員

★夏のインターハイ予選の結果 ★秋の新人戦支部大会　組合せ

悔しい敗戦を糧に 　3年生にとって最後の大会。例年より身体もあり、打力

のあるチーム。初戦を突破すれば勢いに乗り、ベスト16の

第100回全国高等学校野球選手権大会　東東京大会 壁も越えられるのでは、と思っていたが…

2回戦 　試合が始まると、初回にホームランで1点を先制するも

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計 その後は相手投手を打ち崩せずに回が進み、中盤に逆転を

順　天 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 許す苦しい展開に。そしてそのまま最終回の攻撃へ。ここ

RIKKIO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 で3年生が勝利への執念、意地を見せ、無死満塁の逆転の

※延長10回 チャンスを作る。しかしながら相手のミスの間の1点しか

奪えず延長戦へ。10回に1点を奪われ、残念ながら敗戦と

なった。

秋季東京都高等学校野球大会ブロック予選第19ブロック 　悔しい敗戦ではあったが、過去の立教池袋にはない粘り、

1回戦 執念を見せた3年生は見事だった。その姿勢は今後の人生

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 計 においてもきっと役立つはず。2年半という短い野球部生活

RIKKIO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 で学んだことを活かして、さらなる活躍を願う。

城西大城西 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1X 3 　

※延長11回 　そして新チームがスタートし、最初の秋季大会。夏の

大会を思い出すような悔しい初戦敗退。昨年の秋も同様に

初戦敗退し、そこから春の1次予選を突破し、本大会へと

駒を進めた。現在の力不足は明白で、課題も山ほどある。

まずは身体を大きくする、走力を上げる、スイングスピード

を上げる、投げる力をつけるなどなど、まずは個々のレベル

アップが必要。それを自覚し、実践することができれば、

楽しい春が迎えられるはずである。期待したい。

高校野球部
高校卓球部 

主要戦績報告 

地区別学校対抗 (於 葛飾区総合スポーツセンター 7/27) 

団体  立教池袋Ａ               立教池袋Ｂ 

1回戦 vs  早大学院Ｂ 勝ち           1回戦 vs 城西大城西Ａ 勝ち 

2回戦 vs  学習院Ａ 勝ち      2回戦 vs 淑徳巣鴨Ｂ 負け 

3回戦 vs  豊南 負け (ベスト 64)  

立教池袋 C               立教池袋D 

1回戦 vs  城西大城西Ｄ 勝ち        1回戦 vs 早大学院Ｆ 勝ち 

2回戦 vs 獨協Ａ    負け     2回戦 vs 淑徳巣鴨Ａ 負け 

東京都私立中高 卓球大会（於エスフォルタアリーナ八王子 8/2７－３０） 

団体  立教池袋Ａ               立教池袋Ｂ 

1回戦 vs  シード              1回戦 vs シード 

2回戦 vs  攻玉社Ｂ 負け      2回戦 vs 攻玉社Ａ 勝ち 

                   3回戦 vs 成蹊Ｂ 勝ち 

                   4回戦 vs 東海大菅生Ａ 負け 

                         (ベスト 64) 

立教池袋 C               立教池袋D 

1回戦 vs  文教大付属Ｂ 負け   1 回戦 vs 目白研心 負け 

立教池袋 E                      立教池袋 F 

1回戦 vs 駒込Ｂ 負け       １回戦 vs 錦城Ｂ 負け 

シングルス  

小川麻博(高 3) 4回戦進出  

    ダブルス 

河原幸司(高３)・宮原健人(高 3)  4回戦進出 

 

 東京都高等学校新人卓球大会  (於日野市民の森ふれあいホール) 

団体戦 11月 4日(日) 

    

3 年生が示してくれたチームのまとまりは、下級生の良い手本となっています。様々な選手

が、力を伸ばせるように練習方法を工夫すること。スクワットを中心とした筋力トレーニングを

定着させることで、さらに高いレベルを目指して欲しいと思います。考えを出し合いながら、や

りがいのある活動作りを進めてくれることを期待しています。 


