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=陸上競技部２００９年度重大ニュース

壱インターハイ出穰汁才麓鱒ハンマー彊留

嵩２佐臘が都大会を大会新記録電優勝して最優秀選手に。関東大会も突破し、奉

り４回目となるインターハイへ出場した。秋には關璽新人大会で優勝・現､在高２

ングは３位となる,。来年の沖縄インターハイへ瓢みをつけた。

儀筏としては４年ぶ

2以下の全国ランキ

鐵ｺﾞﾙﾌ部一…,,－－
札全国中学校ゴルフ選手擢亀団体戦（中ロー凋擢。鴎埋｡Ⅲ|上、中２＝佐藤）は念廟⑩,６位入賞Ｉメダル

をもらいました！

２．関東中学機ゴルフ選手権一団休戦２位１１位杉並学院になんと５打差！

３．日本ジューアゴルフ選手権、中３高橋出場１１全国で3'0名しか出湯で吉憲せん！

４・関東商等学校ゴルフ選手権東京大会Ａブロック５位で創部初の高校生団体

（高２＝兼魎。宇佐見、嵩１＝沼沢一槙島.藤波）関東大会出場！

５．関東嵩韓学校ゴルフ選手権東京大会、高ｉ沼沢111位で関東大会出瑠１

６．蕊京都高等学校ゴルフ選手権～高２蕊圃Ａブ|ロック７僅高ｉ沼沢Ｂブ|ロック１４位で関東大会出甥」

７．関東ジュニアゴルフ選手権。高１槙圏邑關顛濃鰐.大会出堪１

３．立教対抗戦～大学,体育会ゴルフ部を麓１りI、初優鰐１

９．夏合彌立教拝、優勝は中'３高樗！他、中学生5,名（中３＝川上・馬鵯、車２＝佐露。Jll1原一中１＝小島）

が１０位以内にくい込む1

10ぃ永圏先生＆副顧問に１１００を切るたぬ練習中…。

殿ｉ鋭歴i『ノリ'１Ｗでジュニア易トリンピ!"癖U齢
アオリンビック趾中２機闇'は春の不擾誉払拭し、夏には１１秒61の自己ベス|卜で２年連続のジュニ

場塵掴)んだ。リレーでも東京都選抜の鯛一走者として活遜。

_適しニゴii弁．‘〃、ハー淡必で溝i鱒蟻:>を量台些i麹
二駒を進めた。本校閥３亀井が400ｍＨで都大会６位に入賞し、昨年秋の新人戦に続いて関東大会’

てばこの糎目２年連続の関東出場となった。来年も続くか．.。。

翁中』溌苣艦萬年リレーて鼠鋼重桧３舷｣(二

中'学東京都縫体において、中学１．２年で概成する低学年リレーで３位に入賞

走桜由（中2）－２毒国鳥（中2）－３走劒末（中１）－４走前田檸i）

した毎メンバーは。

沙黒卵瀞’宛姉で!』藩i轍謙人大会,‘:瞳に

高Ｉ鳳鐵は東京都新人大会において．1500ｍで６位に入賞した。高校から本籍的'に廼技を始めたば

かりの１蕊生だが．４分鵬翰58ｍ好記録をマーク。8100ｍや5000ｍで書存在感書見ぜた。

Ｏ中学都駅伝インフルエンザによ｣(j-iKZ蟹

例年上位に饗を見せる中学絞都駅伝であるが､本年は直前の新型インフルエンザ流行によ愚膳響で

欠蝋潅余,朧なくされた。来年はチームを立て極して再チャレンジ．上位入徴を狙う。
|山岳スキー部今年度の重大ニュース

○大瀞１１新入部員

昨年５名⑳新中１を迎えて盛り上がったが、今年はなんとその倍以上、驚きの112名が入部した。

一気に大所帯となり、,あふれかえる部室|謹購わいを見せた。今後の更なる蕊腱に期待。噸新人部風４鵜！（現在１９名）

震,jYi綾１月繩大会で商l田中1回転７縦．大画帳８位で全国､大会M|蝋決定１

－髭本校として,'１±Ｌ年生で初の全|測大会出場！

､高校１月郷大会で商３落合。片岡、商２MlliIL闇111m【|】

閲』１１〔大会''11場決定１

－罎本筏としてはiii11部以来１０年述統ＩＭＩ]|Z大会111鰯１

．iri筏２'1部大会で商１田'１１回幅畷勝、ノdliilll属４位入臓！

ｉ#li3藩合もポイントをとり、,糖佼対抗‘)部総合fIli優勝’

､◇里i藝篝堂,鰯ﾉｨ認譽｡

鍔１日７〃伽臼蕊聯語録Ｊ告国9mllijmhl欝廩インズルョ連:鰯「

卒蕊生で脱在慶応大学主将の横闘嵐人（４年）が800ｍで１分４６秒１６の日本新記録を樹立した。

織田は本校在学中に同種目でインターハイ、国体と優勝している。今後も灘技を続け、|ロンドンオ

リンピックを目指すという。また、同じく率.難生で立紘大学主将の岩国蕊昭（４年）,ぱ400mＨで白

太`遡手搬出陽極関東インターカレッジ（２部）では３連噸を達成し、､最優秀選手に遊ばれた。大会参加のたびに「宣教は仲がいいねえ｣と他校の迩手、先生たちから諭われるぼどのアットホームな

騨脇鉱の【１Ｍ、チームの和篭第一に濡鋤できてきた近年の111岳スキー部。そのチームワークを周に見える

籍蝋としてlMlせる都大会学校対抗の部で瀧艤勝できたことは、何事にも代え難い喜びでした。スキーは

個人スポーツでも、学校のスキー部,臆WW人繁ポーツなんかじやない、チームスポーツなんだつ１今年の
)|[戚獅の学犠の,ml1で実力から考えれ'}意勝ち１ｌｘれるばずのなかったZ膜優勝という戦繍は､正'に部員全員で

勝ち敗った宝物となりました！

本年厩も多くの方々からご声援、ご趨力を頂きました。本当にありがとうございました。来年度も
繭鵜LjI讃す、で応援よろしくお願い致します。

才ｌ蛍廉ハンマーゥ白呼でインターハイ母輻汁
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中学魔球部

今年置○１０大ニューズ鯛函｡
☆☆竺予年度の,重大ニユーヱ☆☆

①男子1001mバタフライで鈴木総一郎が東京都７位(予選２位L関東大会に!B場！

関東大会でも全国標準,記録を突破し全|瑚大会に出場！

②男子200mバタフライで上野港|iiiが東京都８位(予選６位)。全国大会に出場！

③男子400ｍメドレーリレーで立教池袋チーム(上村亮。商野就太飢。上野櫛iii・漉野友軌)が東
都1,6位。全国大会に出場！

④去年に引き続き男子800mフリーリレーに出場を試みる。結果は1Ｍk゜

⑤新コーチに篠撫斬さんが就任！優しくも厳しい指導。

⑥泳力検定(略してエイケン)を受験。１級は200ｍ個人メドレーで規定タイム巻突破することが
件。中学生の新たなlE1標となる。

⑦R､ＬＦ鋤のホッ|､ドッグが今年も好評。ありがとうございました。

⑧立教小学校のプールのボイラーが壊れ、温水プールが温泉プールに…!？

⑨インフルエンザが部内で流行する。感染源は誰だ!？
⑩mIiHml9脚に腸炎で入院。

シードを破って艤亀取った、都大会団体戦第３位Ｉ

－、メンバーが査閲そらい、一丸と数づて戦った閲jlL団朧戦１

－、Ｓ準錦木・櫛代、都大豊個人戦ダブルスペスト８．３年ぷ11”関東個人戦出場’

一、２年僻羅・相潔、上煙シードを砿ｉ都大会新人個人戦ダブルスベスト１６進出１

－２年新チーム、都新人団体戦で作り上げた、他校藍圧倒するチームの一体感Ｉ

※永年度も勵様昏勘《狩って鍍習に励鋒ますｌ鳳来・全中藍目端すぞ１１

京

衆

ぃ
即
鈩

蕊
碍
鈩
刑
堰

９
～
し
卍
。

中学野球部２００９年度重大ニュース

鑑
以上、 2009年唾水泳部② １０大ニュースでした１ １，秋季豊島区大会優勝圏（２年連続）

中高剣道部

麓
２年連続で秋季区大会を優勝した。ただ、目標はここじゃない。淡のブロック大会

でﾛ大豊ilI中に負け、都大会出場を逃したことが悔しい。この悔しさは蒜・叉で剛ら

したい衝

２９０９年度重大ニュース

高校生、東京都秋季剣|道大会２部ベスト４進出

８月２５日の東京都秋季剣道大会において、順調に勝ち進み、準決勝に進んだ。日本武道

節メインコートでの準決勝では都駒場に４－１で敗れたが．堂々たる成績であった。

中２鮫島、豊島区選抜選手に

中学では２年鮫島が鰹島区選抜チームに抜擢され、９月６日の選抜大会に,出場した。２回

戦で強豪東松舘道場に敗れたが､応援に行ったチームメイトも得るものが多かったようだ。

中高、新胴着ｶｻ完成

他の競技で言うユニフォームを一新し、肩の部分に「立教池袋」ぬ文字が入った。試合

用のたすきも新調、ユリのマークと「StPaurSjの刺繍が入ったデザインとなっている｡

新天地で⑳夏季合宿を実施

今年度は擾野膿上田下|〒近郊で合宿を行った。現地佼との試合など、現地の人々の協力も

あって成立した５日ＩＭＩは､部員にとっても徴１１k雄経験となり得るものが大煮かつたよう瞳

２，初出場の東端対抗で第３位『

東京都から１２校、埼張県から１２校が選抜され行われた、第９同東埼対抗野球大

会に初めて出場をした。どの学校でも出,場ができる大会ではないので、出場の機会を

与えて頂けて感謝してい患。初|訓にグループ１位になり２日目の準決勝では優勝チー

ムに１点差で負けばしたが、力を出し切った価値のある第３位で,あった。

3．試合数が６２試合に｡

このチームになり、７月～１１月の５ヶ月間で公式戦と練習試合を含め、試合数が

'６２試合になった。戦績は、ｇ'6勝｡２０敗。０分で齢った。試合が一番の'実践練習

であり、限られた難境で練習をしているチームである以上は、今後も試合を璽ねてい

きたいと思う“夏前には１００試合を超えるだろう。選手譜君、頑張れ⑤
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中学禦蕊麺『2009年度宜大ニュース」

中学バスケ部重大ニュース

ﾐi盲[繭ｊｉ認躍餅域篝慮i鰯Ziii舷ご'』７．毎ｺ;旨ぷりのブ〕にフック量t書囮鹸mｉＷａ

北区。神谷中に敗れるものの久怠に区レベルを脱し､レベルの高い中でゲームをできた

ことはチームにとって大きな財産となった。３年生の高校での活躍を大いに期待している

２－識立膠夛t塞淺E鐘'〃…彊潔グー愛H錘！§

合宿を乗り越え臨んだ私立大会。優勝候補・実践中学．慶応中等部と同綱の議さに「死

のリーグ」に入った。思った以上⑩力の差に選手はもちろん、監濁。コーチも自惜を失い

かけた。'しかし、応援してくださる方々⑳温かい励ましの嘗葉で．再び秋季Ｉ区大会に向け

て一致団結。チームはさらなる成長を目指した…

２.都大会出増ならず

今年も区大､会擾)勝､都大会で－勝を目標に練習してきた。しかし、獺念ながら今年は達成できず｡城北地
区大会も一度も勝てませんでした。接戦になっても勝てない！この差を埋めるべく、毎日の地道な練習を。

ａ豊鶏区:ﾌ躍舎でEがi團轤iｉ

３．繍晋菱に毎回１，校程度参加してくれる

今年度は今までに２回の練習会を本校で関催しました。毎回１０校程度のチームが参加してくれました。
都大会で上位に進出する強豪もいて、良い刺激に薮った゜

私立大会後曾一から出直しのチーム状況⑪中、シードチームとも試合内容として互角⑲

内容を展開。しかし、決定力不足に泣かされ、敗戦。春で'のリペンジを狙う。

牢。Ｒ51口百鑑`§Fﾄﾞｳﾞt誉域心と詞~愚デー型hli1iy蔵_と

大会に参加する以上、そこは勝負の世界で樋る。しカル、それと同櫛に重要なのが、人

間|としての成長である。まだまだ未熟なところがあるが､バスケットを通じて少しずつ成

長している選手”姿は頼もしい。

４．ＤＶＤを購入、

鰊.晋プログラム、一流選手のプレー、etc色野な卓球上,達のためのｎＶ、藍たくさん離入。上達のための

研究を始める。
i讓坪ｊ識i蟹鑓鎗鋤鐵し“マンツーマシデ才フェム決蕊誉週錘iF凄越－銭蟹

2009年１０月１１１日、サプライズで中学２年生印選手が披露宴に登塙。市'橋先生はすぐに

泣いた。

区犬会極畷。都大豊初癖識。その為に、謹率難習と体カルーニングで慶力をつ'けよう。この蠕獅の麹道
な勢力で縁に花藍嗣

春の大会までもうあとわずか。もう一度、自分自身を追い込み鍛え上げよう。

がんばれ選手藷君1１.

鱗
鵜
鱗
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－高校魔球潟P
高校サッカー部

今瞥鐸度の重大ニュース

`藷鐡寛i砿勲鐵太ニューズ

１インターハイ予選東京都5位(瀞｡団体）

２霧合宿一山梨県須玉一

３蒜個人戦田中裕樹木選3R／中灘祐撒

４高一部員20名入部

５立大体育会中島総監将練習視察＆連携

６学院練習会(合同･レギュラー)で体育会庭

指導を受ける

７蔵･学大会八チーム3回戦進出

８私学大会Ｂチームベスト８

９“新たな,'春合宿

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

今年1度からスタートした明立定･鯛職にて３－２壱勝利

橋本先生が願|問に就任

９，名⑩1年生が入部して練習を盛り上ｌｆ愚

夏,の合宿壱グラウンドから宿舎まで合計,5Skmを完走する

筒3最後,の大会で本麺に惜敗｡涙の引退

新チーム最初の大会､またも本郷に惜敗

新キャプテンのもと伝統を引き鍵い壷､いい雰囲気で熱習をしている

公式駁がCFFの時期に多数練習試合壷や'Vそれなりに成果を収めた

本選2Rii直腿

＝＝

強化

球部より

最近の練習試合結果１月31日対郁文館０－１穂

２月21日対旧大豊山。－３ｘ

年末･年初⑩試合ではいい内容で職利していたが.ここ数回蕊中力不足｡部員間の意思の疎通等でう寵<いかず蕊負けてしまった。

試験後に緯智`試合2試合･清臘水頓サッカーﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙも控えて'し崎ので型話し合うところは全員で話し合って‐いい状魍,で臨もう。

１０闘校三年１１鑑が卒業＆新高一(？)鍋入部

(顧問）

高繍パスヤ部☆重歳;ニュー翼☆

率。新ﾃﾞｰﾑ:』l鍵iクノデー』劉巨脳詫灘詩愚一:'｝(:.．。

チームを弓|っ張ってきた3人の3年生の引退に伴い､新役員が､選ばれ､新チームが始動した。
ｷｬﾌﾟﾃﾝ鈴木と副キャプテン佐藤は中学1年生からずっと続けてきたﾒﾝﾀﾞｰで､バスケット熱
も高く亀またマネージャーの小松が細かい所まで気を配り_二人と共にチームを支えてくれているェ
新チームの目標は都ベスト１６１１これまでどの代もできなかったこと醤実現してもらいたい。

alZjli識x』Ｍ:コーチと冑i露JLd践誉誌一房タツ1頁扇震

燭:７２薦．翻喜蕾;７tZ芸で率画職言薦で遊芯

今年度は3年生が3人しかいなかったが－２年生を合わせいいチームを作り上げることができた。
春の都大会(関東予選)では壇これまで1,2回戦で負けてしまっていたが､今回は惜しくも5点差で
敗れたものの_都ベスト32をかけた4回戦まで勝ち進んだ。

ａ,瓠雲霞ﾌt2会で吉罰X三衰宏３厘M１１ぽて避酋

春の勢い⑳毒ま､翼の都大会(インターハイ予選)でも懐進撃が続いた。
願澗不在⑩初戦では麺最終ピリオド'に同点とし､延長戦⑳末､という劇的勝利もあった。
最後もまた名門都市園立に３点差種敗れるという､涙の引退試螂合であった。

前チームを春から見てくれていた山崎コーチが､新チームは最初から見てくれている。

自分もプロを目指すプレイヤーであるため爵様々なメニューを考えてくれたり､実業団の技術を
教えてくれたりと高校生にはありがたい存在で､兄のように蕊われている。
また、斉瀧トレーナーも好意でチームに加わってくれており雫彼女に心も身体も癒されている。ａ慰嶬撒乳鰯でl澱臓鍾

新チームになって最初の公式戦である秋の新人戦(支部,大会)では為インフルエンザという

思わぬ敵⑩出現により､新キャプテンを含む２年生2名,が欠蝋という頚態が起きて'しまった。
夏までの印1象が強かったことによる油断からが軍都立盤島に4点差で敗れ､初戦敗退となった⑰

現睡全員が毎月1Q００本以上シュート蓬打ち込みながら､･善に向け練習に励んでいます。
バスケが大好き潅男だちですので、これから壱応援よるし更お願いします！（顧問）

ざ



Ｍ５

高校野球郡司高校卓球部今年度の重大ニュース

』ii篝iiiiF⑬ 我が野球部、今年⑪重大ニュース

其の－夏の悲劇、大逆転負け
９回表３対０．１死走者なしから、まさかまさかの５失点。都,曹飾商に４－５で敗戦。過去
含めてもっとも衝撃的な負け方でした｡部員はもちろんのことですが、監督、部長も相当
凹みました。ただ。やはり結果は結果。力が足りないから負けるわけですから、
力をつける'しかありません。|同じ思いを繰り返さないため,にも、部員、監督、部長
一同、より一層の精進害していきたいと思います齢

～

、やる気護れる高１が入部・中ａも練習,参加

今年度の禰１は、大部分の部員が中３の９月から高校の繍習に出て励んでいます。

練習も鯖終下校時刻ぎりぎりまで行うメンバーも｡冬休みも自主練習を実施しました。

特に練習を重ねれば麺ねるほど極力毎日コンスタントな練習が必要であると実感して

いるようです。９月からは、中３の神田護も練習に加わりました。今後とも活躍、期

待しています。

、シード直下まで勝ち進む活躍

今年度の禰体連主催の試合では、商１を中心に多くの部員が４回戦．５回戦まで勝

ち進みました。また、闘技卓球部とじては久しぷりに冬休み明け】/１０開催の東京東灘

､選手権大会（高校生中心に800名参加“30ブロック。シングルス）に出場｡商Ｉ阿部・

江畑がそれぞれブにズック'内ベスト４（いずれもブロック内シードに惜敗)。iiiillにして

このレベルはあっぱれ。シード佼は、その存在を誇示するかのように応援も気合いが

入りすぎ…ですが、１セットでも多く取れるよう戦略を練ろう。

③練習試合・対外試合へ⑳参加

特に年艇後半に商体遮公式戦が少篭いのをカバーヅーる意味も含め、以下のとおり練

習試合を案施しました。

７月合宿先にて専修大付属崗校と

７月東京都市大学附風高校にて都内十数校と

１０月本校にて成立高校と

1１月立犬新座キャンパスにて立大体育会卓球部および立教新座高校と

１１月本校にて成立高校と

１２月江戸川高校にて同校と

１月駒場東邦闘技にて都内数校と

３月立教新座高校にて同校と（予定）

⑨５回戦まで勝ち進んだ実績（上記東京選手権大会を除く）

（4回戦を勝ち抜きプロッタ内ベスト３２全休でベスト256）

◇インターハイ子帆選シングルズ商３多田および高ｌ仲谷

や国体予選シングルスのみの試合高１仲谷

･新人大会シングルス商l阿部

其の二 池袋高出身者、初の神宮勝利投手にＩ
本校OB⑳齋藤隼君(社/社2)が．2009年度秋季リーグ戦東京大学戦で初勝利をあげました。
一期生で二人が入部して以来の入部で．高校時代から投手として活躍しておりましたが
うれしいニューズでした。ただ、もっともっと上を目指せる選手と確信しています。今後
も。投手,の大黒柱となって優勝に貢献していうてもらいたいと思います。
後輩たちにもすばらしい励みになりました。
また、４月から新たに入部する者も目標を高くもち挑戦していって下さい。

春季本大会出塙
一次予選からの出場となった春季大会。対都大泉、八王子実践といずれも終盤に逆転して
ブロック優勝しました。本大会は初戦、創lmiと対戦し３－１０で敗戦しました。

其切三

其の煙 秋季大会初戦敗退
夏大会メンバーが半分残った新チーム。本大会出場を課題に挑みました。城西大城西に
序盤一拳５点を先制され後半の反撃も及ばず４－５で初戦敗退しました。

……課馴浮釧…~….‐讓轤
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盲､枝山岳スキー部

４人が関|車大会出場１

高１田中がインターハイ出場

都大会学校対抗,の部準優勝中学山岳スキー部

ｌ／２５－２７、群馬県尾瀬戸倉スキー場で行われた関東大会に以下の４人の選手が出場しました。

創部以来１０年間出場し続けてきた|関東大会、今回は４人中３人が初出場でした。トップ選手との

レベルの違いを目の当たりにでき、今後に謹起するよい材料と嗽りました。

２／２－７、北海道窟良野スキー場で行われた全国大会（インターハイ）に商１田中溌出鰯しまし

た。１年でインターハイ出場は識が山岳スキー部では初の快挙。

今年はまだ出場自体に意味がありましたが、来年以降はインターハイ出場だけではなく、更に上位

を目指すためのよい機会となりました。

２／１２－１６、新潟県獅子スノーリゾートで行われた都大会は､商３にとっては引退試合となり

ました。この最後の大会で高１田中、商３落合の活躍により学校対抗の部で雛優勝を果たし､有終

の美藍飾ることができました。

Ｏ関東大会

○回転

高３落合５３位高１田中出鴎

○大回転

高l田中２３位高２岩田１０９位高３落合・片岡出場

②全国大会（インターハイ）

○大回転

高１田中９４位

０回転

繭l田中９５位

魯都,大会

０本大会学校対抗の部

２位（準優勝）

０本大会回転

高l田中優勝高ａ燕合１９位高１中山４４位

高１佐藤７１位

○本大会大回転

高l田中４位入賞

満３落合１７位商１中山４５位禰ｚ岩田５７位

商３片岡６１位高］佐藤６２位高３近７３位

Ｏ避考会回転

満１中１１１９位高Ｉ佐藤４９位高３近９５位

樹１iilii橘１０６位高l小糀１１３位樹３大石１２１位

○選考会大回転

高］佐藤１９位商１中山２３位高３近３７位

高］商濡６８位高３大石９１位

１／５蔀、長野隈北志彌よませ湛泉スキー聯で行われた都大会において、中学生

部1ji7名がそれぞれペスト塵つくし、鰍下のような戦鏑を残しました。

○画転

中１笠子４４位中３奮埼５９位ヤ１小川６７位中３種山８２位

十ｚ關口１３５位中２撒画１３８位

○大画報

中I金子４２位キルトノ''６２位中３憲埼７］健中２教画７５位

中３祖山８１位中２闘画１１８位

高校山岳スキー部

高１田中インターハイ出場決定！

４人が関東大会へ！

１／４－s、騨馬!;L鹿沢メノーエリアスキー場で行われた全国・関東大会の東京都予避会において、

満Ｉ田中が回Ｉ臆・大回転両種目でインターハイ|}１場を決めました！また、釦部以来途切れることなく述

続で[M場してきた関東大会に、今年も４名の選手が出賜を決め、その連続年数は１０年となりました１

回i鱸で高３落合、商１m中が、大回鵬で満３落合、片岡|、病Ｚ岩田、満１m中が、それそ力L関東大会出

腸となりました。

○本大会|回転

潟l田中７位満３蒋合３７位樹l1llTI116E位満２岩|;Ｗ７０位

高３近７６位満］佐藤８８位満１小林９４位閥３大石１１２位

○本大会大回転

商１田中８位満３落合２７位滴３片岡３８位潟２鍔田４３位

高i小林６４位高l中山７７位高３近３８位満１高機１１８位

商３大石１１９位

・選考会回転

高l小林１０位高１中山１２位満２鵜田３５位高］佐藤５０位

商３近５７位満３大霜９１位満１祷儒１４０位

Ｏ選考会大回転

商l中山２７位満a近３８位間１簡橘７１位樹３大石７６位

中学山岳スキー-部


