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山岳スキー部 今年度の重大 NEWS  
 

・昨年に続き立教大学体育会スキー部と合同練習を実施。 

 大学生にとっても中高生にとっても良い刺激となりました。 

 

・高校 1月都大会で 高 3馬越、林、高 2相坂・柳川が関東大会出場決定！ 

 → 本校としては創部以来 18年連続関東大会出場！ 

 

心技体揃った強い選手・強い人間を育成するべく、日々、努力を積み重ねて 

います。 

1.高 3 峰﨑 南関東大会出場 

  高 3 跳躍ブロックの峰﨑が三段跳で５位入賞し、念願の南関東大会出場を果たした。前週の走幅跳

の雪辱を晴らし、レベルの高い東京都の中で意地の跳躍を見せてくれた。 

2. 高校選抜陸上競技大会で 4×100ｍR 4 位入賞 

  夏の都大会である都選抜大会 4×100ｍR において、高 3 の吉永、瀧渕、加藤、峰﨑のメンバーで 

41“77 のチームベストをだし、4 位入賞を果たした。この記録は、地域によってはインターハイにも 

届くようなタイムであり、大舞台での強さを発揮したレースであった。 

3.  高１ 小山 都大会７位入賞 

 インターハイに繋がる春の都大会において、高１小山が棒高跳で 7 位入賞の成績を残した。6 位以 

内が進出できる南関東大会には惜しくも届かなかったが、1 年生ながら勝負強さを発揮し、来年度に 

繋がる貴重な経験となった。 

4.  高 1 梶山 都新人大会 5 位入賞 

  秋の都新人大会において、高 1 梶山が 110mH で 5 位に入賞した。向かい風の中、大舞台でベス 

トを大きく更新したことを自信に来シーズンの大躍進に繋げてもらいたい。 

5. 中３ 佐藤 都３大会全てで入賞 

  中 3 キャプテンの佐藤が東京都主要３大会全てで入賞した。夏に 2 度行われる全国大会予選の都

大会ではそれぞれ 8 位、7 位入賞。秋の都大会では、豊島区代表として 8 位入賞し、豊島区総合 7

位に貢献した。持ち前の精神面の強さ、粘り強さを活かし、さらなる活躍を期待したい。 

6.  私学大会総合 6 位入賞 

 毎年 8月下旬に開催されている都私学大会において、今年度は総合 6位入賞であった。入賞者 

は、200m で高 3 加藤（3 位）、峰﨑（7 位）、400m で高 3 瀧渕（3 位）、110mH で高 1 梶山（2 位）、 

棒高跳で高 3 ⾧（4 位）、高 1 小山（5 位）また、4×100ｍR（7 位）、4×400ｍR（4 位）の両リレ 

ーでも入賞した。競技面で部員を引っ張ってきた高 3 の活躍が光った大会であった。 

7. 4 年ぶりに東京都中学駅伝大会出場  

 今年度の都中学駅伝大会は、大野（中 2）、齋川（中 3）、大脇（中 3）、竹澤（中 3）、佐藤（中 1）、 

今村（中 3）のメンバーで出場した。部員が少なく、不参加が続いていた中学生の都駅伝大会に 4 年

ぶりに出場できた経験を活かして、来シーズンの飛躍を期待したい。 

8. 9.10 （重）. 

 ※ 今年度重大な出来事として、陸上競技部顧問を務める高橋先生の左肘骨折も挙げられる。肘頭

が真っ二つに割れるほどの地球へのエルボードロップは相当な衝撃であっただろう。来年度は部

員、顧問とも怪我なく終えることも目標の一つとしていきたい。 

 

陸上競技部 2017 年度 10（重）大ニュース 

☆ 本年度も多くの方々からご声援、ご協力を頂きました。本当にありがとうございました。 

来年度も頑張りますので応援よろしくお願い致します。 
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◆水 泳 部◆ 

2017 年度の重大ニュース  
 

１．実力のある中１が 8 名入部 
今年度もたくさんの中 1 が入部してくれた．今年の中 1 は入部する前から皆，実力のあるものばかり．

今後の成長がとても楽しみである． 

 

２．中高総勢 56 名．水泳部最高部員数を今年も更新． 
5 年程前は中高合わせて 30 名程しかいなかった部員も気が付けば 50 名を超えるチームに． 

今年も創部以来の最高人数を更新．  

 

３．インターハイ 400m 自由形 澤田夏樹 5 位入賞 
予選に自己ベストを 2 秒更新し，8 位でギリギリ決勝進出を果たす． 挑戦者として臨んだ決勝は思い

切ったレース展開で 350ｍでは 2 位争いをする．惜しくもタッチでかわされ 5 位でゴール．本人は悔

しがっていたものの予選で出した自己ベストを更に 2 秒更新する会心のレースを見せてくれた． 

 

４．全国中学 メドレーリレー惜しくも出場逃す 
400m メドレーリレーは昨年全国大会に出場している種目．東京都予選会において，全国大会標準記録

を突破したものの，引継ぎ違反によって無念の失格となり出場は果たせなかった．リレーメンバー，部

員並び保護者の方々の涙は忘れられない悔しい思い出となってしまった． 

 

５．関東中学 200m バタフライ 桐山心成 6 位入賞 
東京都予選会で全国中学の出場は逃したものの，関東大会に出場することができた． 

関東大会では持っている力を出すことができ，見事 6 位入賞を果たした． 

 

６．法明立付属校対抗戦において，中学生優勝・高校生第 2 位  

セントポールズ・アクアティックセンターで昨年度より始まった「法明立付属校対抗戦」において， 

中学生は立教新座との競り合いに勝ち優勝．高校生は法政二高校に敗れたものの第 2 位となった． 

来年度は中高共に優勝し，立教池袋の強さを見せたい． 

 

心身共に鍛え上げ，速い水泳部ではなく，強い水泳部を作っていこう！ 

2017 年度重大ニュース！ 

元気な中 1、4人が入部!! 

今年は何人、新入部員が入るかな…、と楽しみにしているのだが、今年は 4 人の 1 年生を

迎え入れることができた。キャラクターはそれぞれ違うが、無事にもうすぐ 1 年が経つ。現

在 6学年で 18人。みんなで力を合わせて頑張っていきたい。 

 

高校剣道部、都大会に連続出場!! 

高 3 主体のチームは夏の支部予選を、高 2 主体のチームは冬の支部予選を勝ち上がり、

ともに都大会に連続出場。冬の都大会では都ベスト 32 まで勝ち進んだ。ベスト 16、ベスト

8の壁を突き破るために、質・量ともに充実した稽古をどれだけ積み上げられるかがカギで

ある。 

 

中学剣道部、二年連続都大会ベスト 16 に進出!! 

現在の中学 3 年生 3 名を主力としたチーム。新人戦の段階ではブロック大会を勝ち抜く

ことができなかったが、春には都大会に進出、夏になるとその上で勝ち進み、都大会ベスト

16 まで駒を進めた。2年連続の快挙を支えたのは、マジメに剣道に向き合った部員たちの取

り組みであった。 

 

五大学附属剣道大会、安定した成績を!! 

高校 11 チーム、中学 8チームで争う伝統の大会。チームとしての厚みが増しつつある高

校生はリーグを 3 位で通過して順位決定戦に勝利し五位に。中学生はトーナメントを勝ち

上がり準優勝となった。今年度は立教池袋中高が幹事校をつとめ、本校を会場として無事に

開催された。 

 

各選手、個人戦でも活躍!! 

今年は中高ともに個人戦での活躍も多い。高校では町田と伊東、中学では岡本が都大会に

出場している。区大会でも立教池袋中高の選手が活躍、初心者の中 1も冬の区大会ではまず

は 1勝できるように成長した。先輩たちも負けじと頑張り、決勝のカードが立教対立教にな

るなど楽しみが多い。 

 

これからの 1ヶ月…!! 

実はこの先の 3月いっぱいまでが面白い時期。2月末には中学の私学大会、3 月中旬には

高校の立教杯剣道大会、3月末には中 3が柴田旗大野杯争奪剣道大会に参戦、同時期高校は

秋田遠征を実施し魁星旗争奪剣道大会に出場する。新年度になれば中高とも関東予選、全国

予選が始まる。全力を出し、自分の器を、チームの器を、大きくしていきたい。 

中高剣道部 

                                              中学庭球部 

☆☆今年度の重大ニュース☆☆ 

 一、帝京との一進一退のシングルスを皆で励まして制し手中に収めたブロック団体優勝！ 

一、ダブルス 2-5 から挽回して成城学園を打ち破り獲得した都総体団体戦 7位と関東出場！ 

一、小田原を舞台に仲間を想う熱い戦いが繰り広げられた関東団体戦と最後の立教ファイト！ 

 一、ミスのない頭脳プレーでシード以上の力を発揮しベスト 16 に勝ち進んだ都新人団体戦！ 

 一、協力の心と誠実さで練習に励んで力をつけランキング戦で勝ち上がる 1年部員！ 

 

  ※来年度も目標を高く持って練習に励みます！次の春夏も関東・全中を目指すぞ！！ 
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１，都大会・春夏ベスト 32  
目標の優勝には届かなかったが、ベストを尽くした結果。3 年生 7 名を中心とし、2 年生が強

力なサポートをした個性豊かなチームであった。4 月から高校生になる 7 名が今後も更なる活躍

をしてくれることを願っている。 
 

２，豊島区大会・12 連覇！  
  秋・春・夏と年 3 回の豊島区大会。今年度の夏まで 4 年間負けなしの 12 連覇。 
 これからも、ひとつひとつ勝利を積み重ねていきたい。 
 
３，1 月に父母の会と交流ソフトボール大会  
  今年で 3 回目の実施。当日は降雪の影響によりソフトボール大会は中止に。しかし、その後

に行われた選手・父母との食事会では選手から父母へ日頃の感謝と今年の決意が 1 人ずつ語ら

れ、大変有意義な時間となった。今年も選手・保護者・指導者で一致団結して戦いましょう！

 
※現チーム(7 月～2 月まで)の戦績（公式戦・練習試合） 

41 試合 26 勝 13 敗  2 分  

中学サッカー部の 2017 年度 重大ニュース 

１． 春季豊島区大会は今年度から実施されず 

～2015・2016 年度に立教池袋中が豊島区連覇で終了～ 

２． 3 年生が夏季大会で PK 戦に敗れる  

～3 位決定戦の西池袋中との試合は壮絶な激闘～ 

３． チームの主となる 2 年生から 3 役（西澤、石黒、粟国、廣瀬）が決定  

～部員からの信頼が厚い 3 役を中心に、2 年生全員でチームをまとめる～ 

４． 新チームが秋季大会でブロック大会に出場  

～勝利と敗北から学んだことを忘れずに。夏の大会では同じミスを繰り返さない～ 

５． キャプテン西澤 城太郎が豊島区優秀選手賞を受賞  

～ピッチ内外で大きな存在感。あらゆる場面で違いを生み出す～ 

６． 1 年生が 16 人で活動  

～大きなポテンシャルを秘めた学年。継続的な課題は｢判断｣と｢行動｣～ 

７． 2 月 12 日（月）に親子サッカー大会を開催 

～親睦を力に変え、夏の大会に向けて士気を高める～ 

８． 卒業試合 3 月 11日（日）に立教池袋中高 G 午後  

～中 3 は後輩に格の違いを見せられるか!?～ 

中学バスケ部 重大ニュース 

○ 3 年生が残した財産 

  個性的なメンバーが揃い、その個性をキャプテン林がうまくまとめていた。後輩の面

倒見がよく、よく慕われる先輩であった。この代の豊島区は非常にレベルが高く、豊島

区を優勝して都大会へ、という目標を叶えることはできなかった。しかし、ブロック大

会では、都大会出場校をあと一歩まで追い詰めた。さらには、様々な練習試合や遠征で

は強豪と互角の試合もできた。この経験や姿勢は後輩たちの良き手本となった。 

 

○ 新チームスタート。私立大会ベスト 8の快挙 

  夏休み中の私立大会では、強豪・駒場東邦中学校や八王子中学校と予選同ブロックと

なったが、最後まで粘りのバスケットを展開、予選全勝で決勝トーナメントへ。準々決

勝で、日本学園中学校に敗れたものの、2 年連続の大会ベスト 8 となった。近年、私立

学校が東京都大会で上位となることも多く、その中で価値ある成果を残したといえる。

   決勝トーナメント 立教池袋 55 対 37 巣鴨 

            立教池袋 42 対 49 日本学園 

   

○ 豊島区新人戦優勝、都大会出場!! 

10 月に行われた豊島区新人戦。豊島区からの都大会出場枠は 1 校、つまり優勝校のみ

である。今年は本命不在といわれる中、試合のたびに成長を見せ、現高校 3 年生以来の

新人戦優勝となった。近年は、区の中で都大会を争う位置に常におり、都大会出場の難

しさを目の前で見せられてきたが、そこを打破することができた。これまでの「部とし

ての歩み」で勝ち取ったといえるだろう。都大会では、1 勝を手にすることはできなか

ったが、多すぎる課題は逆に財産。冬に耐えて、春に芽を出し、夏に躍進しよう。 

  豊島区大会 立教池袋 60 対 26 池袋 

        立教池袋 76 対 48 西巣鴨 

        立教池袋 61 対 43 巣鴨  ※優秀選手賞：南雄太 

  東京都大会 立教池袋 37 対 56 本田 

都大会上位に残る多くのチームが小学校から本格的にバスケットを経験しているもの

が多く、そこで勝つのは相当な努力を要する。しかし、そこで諦めず、努力を重ねたい。

「伸びしろ」なら、他のチームには負けないはず!! 

 

○ 豊島区選抜チームに稲垣、辰田、四條が選出!! 

  現 3 年生に続いて、豊島区選抜チームに 3 名が選出された。選抜チームでも持ち味を

発揮する場面も見られた。選抜で得たものをチームに還元してもらいたい。 

＜ 各大会の結果より ＞

▼ 都春季大会　～ 関東予選～ ▼ 秋季新人戦　 ～新人戦 第四支部大会～

　　　３回戦で強豪・都駒場に敗れる   　　 本大会決めの対戦で都高島に敗れる
 春の関東予選では、３回戦で上位常連校の都駒場と対戦。  新チームとして初めての都大会。今年こそは支部でベスト８に残り、

 良い試合をしていたが、２ピリでの点差が響き、残念ながら  都の本大会に進むという目標を持って戦ったが、そのベスト８決めで

 強豪撃破とはならなかった。  都高島に敗れ、本大会出場は叶わなかった。

＜ チーム近況 ＞

▼ 都夏季大会　～ インターハイ予選～ ◆ 新チーム・新体制
　　　初の延長戦を制すものの、ベスト１６ならず   　キャプテン：前本／副キャプテン：松岡／マネージャー：霜田

 ３年生の引退がかかった夏のインターハイ予選。３回戦では日大三 　　コーチ・副顧問：浜田先生／顧問：広瀬

 に終了間際で追いつき、延長戦に突入。それでも勝負がつかず、  新人戦より１年・２年共に８名、計１６名の新チームで戦っている。

 再延長の末劇的な勝利をおさめた。この試合、キャプテンの髙柳は  スタッフでは、コーチとして見て下さっていた浜田先生が、アメリカへの

 一人で６１点をあげるという、大活躍を見せた。  留学のため３月で辞められることとなった。４月から入ってくる予定の

 その後４回戦も勝利し、ベスト１６をかけて日大豊山と対戦したのだが、  中３も含め、部員全員が残りのわずかな時間で先生から少しでも学び、

 さすがに再度のドラマは起こらず、ベスト３２進出までとなった。  日本に戻ってこられた時には強い姿をお見せできるようにしてほしい。

高校バスケ部　★重大ニュース★
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高校卓球部 201７年度 重大ニュース!! 
 
1．高校 1 年生が８人入部 総勢 23 人 

今年度も中学卓球部から継続入部の生徒に加えて、未経験者の生徒が入

部してくれました。熱意のある 1 年生の活躍を期待しています。 

 

2．地区別学校対抗戦、新人戦 3 回戦進出 

   団体戦は 2 つの大会で 3 回戦まで進みました。シード校の壁を突破

し、4 回戦まで進出できるように努力を重ねてほしいと思います。 

 

3．第３回立教杯開催 

立教池袋中学校・高等学校Ｎｏ．１決定戦であるトーナメントを夏休み

に開催し、中 3 楢葉礼が見事に優勝を飾りました。緊張感のある雰囲気の

中で素晴らしい試合が数多くみられました。 

 

4．中学 3 年生の練習参加 

   夏休み以降、中学卓球部の 3 年生が練習に参加してくれています。やる

気と技術レベルが高い生徒の参加により、高校生も刺激を受けています。 

 

5．体育館４F 床の改修工事 

   体育館の改修工事の影響で約 2 ヵ月の間、大学フロアやセンテニアルホ

ールでの活動となりました。日頃の恵まれた環境のありがたみを感じる良

い時間となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高校庭球部 10 大ニュース 

１ 関東選抜東京都予選(１６校戦 秋・団体) ２年連続出場 

２ 春インターハイ予選東京都ベスト１６（団体） 

３ 齋藤隼輝 新人大会（個）Ｓ都ベスト２４ 

４ 新人大会（個）で学校ポイント獲得（３５ point；齋藤隼輝） 

５ 高三１８名 最後の公式戦（5/20 の団体戦をもって引退） 

６ 春の都大会（個） Ｓ中野、齋藤  Ｄ中野・齋藤 本選進出 

秋の都大会（個） Ｓ齋藤  Ｄ齋藤・神田 本選進出 

７ 高一新入部員１１名がチームに合流 

８ 都私立中高テニス選手権大会（団体）Ｂチームベスト１６ 

都私立中高テニス選手権大会（個人） 

Ｓ三林・・・第５位     D 三林・中野・・・第５位 

９ 2016 年度卒業生１名が立大体育会テニス部へ（高橋吉平） 

10 新高校一年？名が入部予定（コーチ練には 20 名参加中） 

春の団体戦の記録はベスト３２（2016 年度）→ベスト１６（2017 年度）と上

がってきている。2018 年度、さらに上のステージへ躍進するために、あら

ゆることを準備し、狙っていって欲しい。「やる」という覚悟を。   (顧問) 

高校庭球部 

高校野球部 2017 年度の重大ニュース 

 

1. 創部以来初の開幕試合引き当てる！ 

  2000 年の創部以来初の夏の開幕試合を引き当てました。注目を浴びることはありがたいことですが、 

開会式直後の試合のため、試合に向けての準備が難しく、嬉しさと辛さが半々といったところでしょうか。 

また、開幕試合を引いた＝第 1シードと 3回戦で対戦という特典ももれなく付いてきますが…。 

ただ、神宮のスコアボードに名前が入り、スピードガン表示も出て、多くの観客の中で野球ができたことは 

貴重な体験。一生の宝物になることと思います。 

 試合結果の方はご存知かと思いますが、3回戦まで勝ち上がり、第 1シードと対戦。残念ながら敗戦と 

なりましたが、神宮のバックスクリーンに先制ホームランを打ち込むなど、終盤まで接戦に持ち込むなど 

見どころある試合ができたことは大きな収穫となりました。3年生の最後の夏は思い出深いものとなった 

のではないでしょうか。こうなったらまた引きますか？2年後に。 

 

2. 久々に OB が神宮の舞台に立つ！ 

  東京六大学野球秋季リーグ戦の東大戦において、本校卒業生の柿澤健太君(4 年)が代打で出場。そのまま 

センターの守備につき、久々に公式戦の舞台に立ちました。200人近い部員の競争を勝ち抜き、ベンチ入り、 

そして試合に出場することは至難の業。素晴らしい！の一言に尽きます。後輩たちが後に続くことを願います。

 

3. 新入部員ひとケタ！ 

  今年度入部した 1年生は 9名。久しぶりに少ない数。しかしながら、創部から何年かはいつもそんな状態 

でしたので、昔に戻った感じがして新鮮な気分でもあります。人数が多かった 3年生が引退し、新チームは 

現在 22 名。以前は 11名で活動したいたときもあり、それを考えれば十分に多い数。量より質。少数精鋭部隊

になることを期待。 

 

番外編 監督、生徒部長になるってよ！ 

立教池袋高校野球部を創部以来率いている古賀賢之が、今年度より生徒部長に就任しました。毎日の

ように会議や出張と意外に忙しそうです。大谷君以上の二刀流としての活躍に乞うご期待！ 


