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山岳スキー部 祝 卒業！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○中学卒業部員（２名） 
 

野 口 耀 大 

前 田 泰 佑 

○高校卒業部員（５名） 
 

林   大 耀 

細 川  祥  

高 橋 遼 太 

市 村 隼 人 

馬 越 太 朗 

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！ 
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高校卓球部 

祝 卒 業 
 

卒業おめでとうございます。3 年生の 2 人はそれぞれ高２、高 3 と途中から入部をしてく

れました。後輩たちからの強い要望に応えて、入部を決めてくれたことを感謝しています。

それぞれが卓球部以外での経験を活かして、後輩たちに幅広い視野から様々な大切なことを

伝えくれました。2 人が伝えてくれたこと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。無邪気に卓球に打ち込む姿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) 

 

金子 英志郎…副部長として教員と部員を繋ぐ大切な役割を担ってくれました。多くの気付

きからクラブを良い方向へと導いてくれたことを感謝しています。 

山瀬 天生…後輩からも愛されるキャラクターで卓球部を明るい雰囲気にしてくれました。

卓球への熱意や集中力は後輩の良いお手本でした。 

 

 

今年度、中高を卒業する剣道部員は 6 名。今年でボクが顧問になってからちょうど 10 年

が経つ。中学高校ともに 3人ずつだか、それぞれのチームに成長があった。 

3 年前に現在の中三が入部、経験者 1名は当初から試合に参加することも。初心者 2名は

一から練習を進めていった。技術の違いはあれど 3人ともキチンと部のしごとを行い、安心

して見守ることができた。一方、誰に責任ある仕事を任せても大丈夫ということから、なか

なかキャプテンを決めることができなかったという面もある。夏を過ぎて体制が固まると、

下級生を大切にしながら一生懸命練習した。秋の大会では人数が少ないため勝ち進むこと

ができなかったが、今年度になって人数がそろい、しっかりと団体戦を戦い抜くことができ

るようになった。結果、夏の大会では団体戦で都大会にコマを進めベスト 16 まで進出、個

人戦でもチームのエースが都大会に出場した。8 月の五大学付属剣道大会にて中学剣道に区

切りをつけたあと、高校生として練習に取り組んでいる。春休みには新高一として大きな大

会にも出場し、3人そろって高校剣道に挑む。 

現在の高三は全部で 3名。6年前に入部した際の第一印象は、とにかく小柄でカワイイ子

たちが来たなということ。経験者はおらず、全員で基礎の基礎から練習を重ねた。折しも新

体育施設の建設が本格化していた時期。せっかく入学したのに学校の体育館は使うことが

できず、廊下に正座して竹刀を振り、防具袋を担いでみらい館や他校に出かける毎日が続い

た。それでも稽古を休むことなく続け、少しずつ、少しずつ、力をつけていった。中学時代

はひとつ下の代の部員とともに公式戦に挑み、最終的には都大会のキップも掴んだ。 

高校ではキャプテンを中心にして自主的にチーム作りができるようになってきた。練習

メニューやトレーニングについて、佐々木先生と意見を交わしながら、計画を立て実行して

いった。最初はなかなか勝つことができなかった。しかし冬ごろから成果が出始めてくる。

予選を勝ち進んで本大会に出るようになった。引退試合となる五大学付属剣道大会では第

五位、しっかりとした試合で締めくくることができた。 

一人一人のキャラクターは全く違う。でも、しっかりチームの中で自分のポジションがあ

って、しっかり自分をチームのために役立ててきた 3 人である。 

6 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。 

卒業、おめでとう。 

 (荻野朝行) 

中高剣道部 

高校バスケ部

キャプテン　　#４ 髙柳 匡希

副キャプテン　#５ 観世 三郎太

マネージャー　#６ 伊勢山 太一郎

　　　　　　　#７ 宮前 椋成

卒業おめでとう。

キツイ練習も、敗戦の涙も、勝利の感動も、みんなの笑顔も、

色々なものがつまったこのバスケ部での時間を、

ずっと大切に、心に持っていてください。

あなたたちの背中を、多くの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）
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 2017 年度  卒業生  
 
 

＜戦績＞  2016 年度 秋季豊島区大会  優勝 
     2017 年度 春季豊島区大会  優勝 
     2017 年度 夏季豊島区大会  優勝 

 
2017 年度 東京都春季大会     ベスト 32 
2017 年度 東京都夏季選手権大会  ベスト 32 

 
 ＜卒業生＞ 

 
中山 侍英（主将）    犬塚 龍人 
高草木 いくむ      丸山 利明 
前田 晋         川辺 大輔 
菊池 侑眞 

                            以上 ７名 
 
 

3 年生諸君、卒業を目前にしてどのような心境でいるだろうか。野球を通して貴重な経験

をしたことを誇りに思うだろうか。同時に、本気で取り組んだのならきっと悔いが残って

いるはずだ。しかし、最後まで全員で勝利を目指しチームで戦ってきたからこそ、他では学

べない貴重な経験をしたことは間違いない。 
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。 
 勝負を挑む次の世界でも、どうか「良い選手」になってほしい 。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。 

                          

顧問 梅野伸也 

中学卓球部 

      卒業おめでとう！～都大会ベスト 16～ 

榎本 剛    小川 葉大   助田 悠   武内 柊真   中谷 周人  楢葉 礼    
日比 豪紀   平野 昌木   穂鷹 洸介  増田 裕都   横路 宙   米津 崇修 

 

 この学年は、新チームになってからの実力の伸びが想像以上に良かった。区大会連覇はもちろんのこと都大会でも雰囲

気にのまれることなく実力を発揮できた結果がベスト 16 だった。とはいえ、順風満帆に運んでいたわけではなかった。

区大会でも安心できる試合もほとんどなく、色々な事もあったが、振り返ってみれば、個人の持ち味と応援によって潜り

抜けてきたように思う。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

れから先、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。 



№4                 中学庭球部 

卒業おめでとう！！ 

☆☆２０１８年卒業 １８人の輝ける部員たち☆☆ 

菊地 人一倍の努力で得た信頼でチームを導いた熱いエース＆キャプテン！ 

小泉 常に先を見通す力で主将を支えたマネージャー。団体ダブルスの要！ 

長谷川 共感力と前向きさでチームとパートナーを支えた副キャプテン！ 

飯田 全力な応援・審判から、テニスとチームに対する情熱が伝わった！ 

大日 試合で解き放たれる負けず嫌いオーラでコートを自分色に染めた！ 

福島 ミスをしない頭を使ったプレーとコミュ力でダブルスに勝利した！ 

山口 自慢の俊足でボールに食らいつき、コートに風を巻きおこした！ 

阿部 鋭い左利きサーブとチームの必要をいち早く感じ取る眼で貢献した！ 

江成 愛嬌のある人柄も試合に入ると一変！気迫あふれる姿に皆が震えた！ 

岡野 誠実さと優しさで多くの部員から慕われた！伸びしろは十分だ！ 

城戸 厳しく自分を追い込む姿から浮かび上がる努力と誠実さがまぶしい！ 

佐々木 実直・誠実に自分のテニスを見つめてチームに貢献した努力の人！ 

鈴木 フィジカルの高さから繰り出される豪快なショットに目を奪われた！ 

寺田 目の覚めるようなフォアとサーブで自分を導いた！可能性は無限大！ 

吉田 明晰な頭脳と狡猾さを武器に相手を翻弄！負けん気も強かった！ 

斉藤 その人柄は皆に愛され、団体戦でもその皆の思いに懸命に応えた！ 

髙橋 周囲に流されずひたすらに自分なりの勝ち方を考え実践した！ 

藤田 都度最善の努力を惜しまなかった前向きな姿勢でチームに返り咲いた！ 

自信を持って新しいセットへ進め！立教先リード！！   

 

 

祝 卒業!! 中学バスケットボール部 2017 年度卒業生 13名 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

          

水耀、このチームは水耀なしには語れない。頼れるキャプテン、ここぞのシュートでチームを引っ張ってくれた。 

池田、ラグビー仕込みの相手を切り裂く勇猛果敢なトライ、いやドライブは天下一品。外角シュートがあれば... 

藤木、マネージャーとして奮闘してくれた。左手から放たれるスリーポイントは雰囲気はあった。磨きをかけよ。 

株丹、コート狭しと駆けまわる姿は忘れられない。鉄板の 0 度からのシュートで何度もチームを救ってくれた。 

松廣、いつも明るくチームを癒してくれる存在。なぜか順回転になるシュートは直らなかったが、よくがんばった。 

児玉、野球との両立を最後まで続けた。チームに児玉がいるだけで、応援は何倍も厚みを増した。バスケやりなよ。 

山口、パスのセンスはチーム一。ひょうきんな性格でチームに笑顔をもたらす欠かすことのできない存在だった。 

ﾛｯｶｰ、ゴール下の威圧感でチームに貢献してくれた。失敗しても最後まで戻ろうとするその気持ちは他の模範だった。 

木下、たまに練習に遅刻するのはご愛敬。チーム事情で色々なポジションをこなしてくれたことに、本当に感謝。 

後藤、するするとシュートまで持っていくセンス、ふとした瞬間の目を見張るパスに何度も驚かされた。勉強な。 

田上、一番怒られたな。顔にも出てたな。でも、強い気持ちでもっとガンガンやれば、お前はすごい選手になれる。 

武田、恵まれた運動能力とバスケセンスで、ここぞというときにチームを救ってくれた。もっと高みを目指してくれ。 

吉井、いつも地道に練習を続け、渋いプレーを随所に見せてくれた。吉井みたいな存在、先生たちは好きだったな。 

          

  君たちの代は、ひとつ上の学年と違って、人数は少なかった。でも、その分「濃い時間」を過ごせたなと思っている。

「たられば」の話は意味がないかもしれないが、区大会という殻を破れていれば、また違った景色が見られたかもしれな

い。このチームが都大会に行けなかったのは本当に悔やまれる。いつも思うが、バスケットという競技は、「我慢」ばかり

だと思う。5 人という人数しかコートに立てないという面。3.05mという高さにゴールがある故、身長での有利不利が如実

に出る面。シュートなどは成功よりも失敗することの方が多く、それを取り返すために、失敗直後に気持ちを切り替えな

くてはならない面、などなど。折にふれて、チームには「我慢」が必要だと伝えた。これから、「個」だけで歩んでいくこ

とはほぼないだろう。そんな時に、立場に応じた「我慢」をすることは社会の中でも必要となってくるのではないだろう

か。 

  君たちのことをよく見てくれた高校の浜田先生は、あと数日後にアメリカに発つ。先生の座右の銘は「夢一歩」。夢に向

かって一歩踏み出すことの大切さ、逆に一歩踏み出せば、あとはどうにかなるのだという。どうにかなるとは、成功する、

ということではない。しかし、立ち位置が変わり、見る景色が変わって、そこでまた新たな自分の発見がある。君たちに

もそんな一歩を踏み出してもらいたい。 

  都大会出場という目標は果たせなかったことは事実。だが、そこに向かって歩み続けたことも事実。決して無駄なんか

ではない。卑下する必要もない。胸を張ってほしい。だが、君が歩み続けられたことは君だけの力ではない。仲間、先輩・

後輩、そして何よりも家族が一生懸命応援してくれたこと、大きなサポートをしてくれたこと。君の歩みは、君だけでは

成せなかったことを絶対に忘れてほしくない。ここからつながる道は 1 人 1 人ちがうだろう。でも、3 年間ともにがんば

った仲間がいて、苦しいことを乗り越えた自分がいる。どんなことも乗り越えられるはず。「一歩」を踏み出し、「我慢」

して耐え、これからの新しい環境を楽しんでもらいたい。3 年間、きついこと・苦しいことを乗り越えた自分への自信。そ

れを共有した仲間。そして、そのような環境を与えてくださった家族への感謝。これらを胸に、新たなステージで大いに

羽ばたけ!! 

また 1 つ大切なチームが去ってしまうことに一抹の寂しさを覚えながらも、また 1 つ誇りに思える教え子たちが旅立つ

ことを嬉しく思う。卒業おめでとう。 

One for All,  All for one!!  顧問 市橋祐介 副顧問 最上滉平 終身名誉副顧問 中川太郎

主 将  林 水耀 

副主将  池田 譲  

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ  藤木 麗王 

株丹 祐誉  松廣 健太   児玉 陸  山口 伊織  ﾛｯｶｰ ﾗｲｱﾝ  

木下 昌栄  後藤 海太   田上 颯  武田 脩聖  吉井 誓  

戦績  2016 年度東京都私立大会  ベスト８ 

2016 年度秋季豊島区大会  第３位 

2017 年度春季豊島区大会  第３位 

2017 年度春季ブロック大会 ベスト８ 

2017 年度夏季豊島区大会  第３位 

中学サッカー部  ～卒業生へ贈る言葉～ 
顧問から卒業生へ 

◎ 澤村 小次郎 

   練習に臨む姿勢、サッカーに対する情熱、チーム全体のことを考えて模範を示そうとした。苦しい試合で見せた決定力も素晴らしい。豊島区を代表する選手だが満足せずに高みを目指せ。 

〇 伊東 航汰 

   上の代からレギュラーとして活躍した。闘争心が強くて負けず嫌い。豊富な運動量とボールへの執着心は No. 1。歯車がうまく噛み合わないときにどう立て直すか適応力と安定感を備えるべし。 

〇 大西 直斗 

   ボールタッチと展開力が抜群で、ボランチとしてのバランスよいポジショニングが抜群。ケガがなければ更なる成長ができたが、ケガをしていた時もチームのことを考えて温かいサポートをした。 

◇ 服部 堅至 

   カバーリング能力とボールさばきが優れていて、苦しい時の精神的な支柱。大貴と二人で後ろから声を出し守備を統率した。マネージャーとしての気配りも良かった。肉体改造をすれば最強。 

堀越 亮多 

   タイプ的には SB ではないと考えていたが慣れないポジションでよくプレーした。突破力があれば攻撃的な SB として通用する。都大会の PK 戦での悔しい想いを胸に刻み高校でも頑張ろう。 

川村 空楽 

   謙虚な姿勢と吸収力で練習に熱心に励んで実力を磨いた。FW としてのトラップとターンの動きがうまい。時には自己主張を強くして周囲が驚く程の気迫と闘志を前面に出したプレーをしよう。 

平澤 悠太郎 

   ストライカーとしての得点感覚が鋭く、西池袋戦でのロングシュートはプロ級で強烈な記憶として残っている。基本を疎かにせず、何事に対しても真剣に打ち込めばおのずと道は開かれる。 

増田 晴 

   フィールダーから GK に転向して、難しいポジションにもかかわらず、中川が出場できない時にその代役をよく務めてくれた。私学大会で君が感じたことを、これからの人生にも役立てて欲しい。 

山本 大貴 

チーム一の頑張り屋でメンタルも強い。泣き言や弱音を吐いたり、文句や駄々をこねず、走りの練習など、どんな場面でも全力で取り組んだ見習うべき選手。1 対 1 の対応をより高めよう。 

小野 颯万 

   持ち前のユニークな性格でチームを明るくした憎めないムードメーカー。ディフェンスでの身体の使い方とサイドを駆け上がるオーバーラップが武器。甘さを捨てて練習から本気で取り組め。 

   中川 遼 

   ゴールキーパーとして恵まれた体格をもち、キャッチやパンチングの技術も高く幾多のピンチを救ってきた。試合中に時々起こる凡ミスを減らし、集中力を高められれば、より強くなれる。 

   日比野 光次郎 

   サッカーセンスと戦術理解能力が高く、パスやクロスの精度が高い。東京成徳との試合で見せたアシストは神業であった。今後は体力や瞬発力を高めるトレーニングをひたすら積み重ねよう。 

   北川 倫太朗 

   途中入部のため出場機会は多くはなかったが、サッカーとチームメイトを愛する気持ちは誰よりも強い。サッカーに取り組む時の真剣な表情がクール。中学の悔しさを高校でぶつけて欲しい。 

   齊藤 彩粋 

   ボールを扱う技術に優れ、球際の競り合いやクリアなど激しい守備が強み。厳しい言葉を言うこともあったが、成長を遂げて欲しいとの想いから。スピードと体力を高めれば高校で開花する。 

 

綾部 保志 

 

卒業おめでとう！互いを支え合う気持ちを忘れずに、これから先も活躍してくれることを期待しています。3 年間、ありがとうございました！                     新島 亮 

 

卒業おめでとうございます。みなさんの代は個々のスキルが高くて驚いたことを覚えています。コーチとしてなかなか参加できず、申し訳なかったです。高校に行ってサッカーを続ける人、そう

でない人といると思いますが、中学サッカー部での経験は必ず活きると思います。これからもみなさんの活躍を楽しみにしています。                        鈴木 啓史 

 

 みんな卒業おめでとう！今こうやっていられるのも当たり前のことじゃなくて、周りの人に支えられてきたからということを忘れないでください。当たり前の日々に感謝して、高校に行っても自分

らしく頑張ってください！                                                                                           鈴木 俊輝 


