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ゴルフ部   

～2019年度 重大ニュース～ 

 

（高校） 

1. 東京都高等学校ゴルフ選手権秋季大会 Aブロックで 1・2フィニッシュの快挙！ 

高 2井上が初優勝、高 1上村が 2位！ 

 

2. 東京都高等学校ゴルフ選手権秋季大会 AB ブロック合わせて 38 名の関東大会出場

枠の内 6枠を立教池袋が占める！ （A：井上・上村・森山・昌山、B：星野・橋口） 

 

3. 高 1昌山、上記大会勝ち上がり全国高等学校ゴルフ選手権に出場予定！（3/23～） 

 

4. 高 1 星野、春季東京都大会及び関東大会予選を通過して、全国高等学校ゴルフ選

手権（緑の甲子園）・個人の部に出場！ 

 

5. 東京都高等学校ゴルフ選手権春季大会 Aブロック団体の部（高 2井上・森山・高 1

上村・橋口）で 5位入賞、関東大会出場！  

 

6. 高 1星野、関東ジュニアゴルフ選手権決勝競技に出場！惜しくも最終日残れず！ 

 

（中学） 

7. 中 3阿出川、関東大会予選を通過して全国中学校ゴルフ選手権・個人の部に出場！ 

 

8. 関東中学校ゴルフ選手権・団体の部（中 3 阿出川・中 2 榎本・諏訪・中 1 中山）

で 5位！12年連続の全国大会出場を決める！ 

 

9. 全国中学校ゴルフ選手権・団体の部（中 3 阿出川・中 2 榎本・諏訪・中 1 中山）

で入賞まであと一歩の 7位！ 

 

10. 中 3 阿出川・中 2 榎本、関東ジュニアゴルフ選手権決勝競技に出場！惜しくも最

終日残れず！ 

ゴルフ 

大好き 

第８３号  　 2020.2.28

～2019年度 １０大（重大）NEWS !! ～

学年末、そして卒業式が近づいてきました。

今回は皆さんお待ちかね、恒例の１０大（重大）ニュース号です！

今年度も各部では、試合での勝ち負けだけでなく、様々なことが

あったことと思いますので、ぜひ、全ての部の報告を読んでみて下さい。

 

山岳スキー部 今年度の重大 NEWS  
 

 

・中学 1月都大会で 中 2濱野、鈴木が SL・GSで全国大会出場！ 

鈴木は GSで全国 4位！ 

 

・高校 1月都大会で 高 1眞崎、森田が関東大会出場！ 

本校としては創部以来 20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 梶山、都大会優勝沖縄インターハイ出場 

高３梶山翔平が１１０ｍH において都大会優勝の勢いを生かし、高レベルの南関東大会を突破、

沖縄インターハイに出場した。田部先生が出場した以来の沖縄でのインターハイは嵐の中で行わ

れた。台風の接近に伴い、瞬間最大風速２０メートル近くあったのではないかというコンディショ

ンの中、準決勝進出を果たした。 

2. 高３小山 都大会準優勝、南関東大会進出 

高３小山在人が棒高跳で４m８０の記録を残し、都大会準優勝、南関東大会進出を決めた。南関東

大会では９番目の記録に終わり、インターハイ出場はならなかったものの、都大会で出した４m

８０は今シーズンの全国ランク２５位の好記録であった。 

3. 高１川嶋、関東選抜新人８位 

都新人大会で高１川嶋康駿は８００ｍに出場、決勝で１分５５秒８１のタイム、２着でゴール。

関東選抜新人大会への出場を決めた。その関東選抜新人では８位。決勝に残った選手たちと来年

はインターハイをかけて戦うこととなる。今回の経験を生かし、上位で競ってほしい。 

4. 高 2上野、都大会入賞 

秋に行われた都新人大会で高２上野公聖は４m００のセカンドベストの記録で６位入賞を果たし

た。南関東大会進出は６人までなので、来夏、都大会で大勝負となる。５位の記録とはやや開き

があるが、安定性のある跳躍を武器に戦ってほしい。 

͊   

陸上競技部 2019年度（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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2019年度重大ニュース！ 

 

高校剣道部、個人戦に、団体戦に…。活躍を繰り返す!! 

春の関東大会予選、団体戦でベスト 32に進出、また個人戦には高 3結城、高 2岡本が出

場した。夏の全国大会予選団体戦にも支部大会を勝ち抜いて出場、個人戦でも高 3結城と高

3木村が活躍した。夏を越して以降は人数が少なく、厳しい戦いを強いられているが、次年

度に向けて、着々と力を付けはじめている。 

 

中学剣道部、今年度も都大会に進出!! 

第 4ブロック大会、春は 3位に入賞、夏はベスト 8に食い込んで、それぞれ都大会出場を

果たした。個人戦でも中 3小川がブロックを勝ち抜いて都大会に出場した。代替わり以降も

練習を続け、来年度の春と夏に、都大会出場を目指す。 

 

五大学附属剣道大会、好成績を残す!! 

高校 11チーム、中学 8チームで争う伝統の大会。今年度は藤沢の慶應大学付属湘南藤沢

中高で実施された。チームとしての厚みが増しつつある高校生はリーグを 2 位で通過して

決勝トーナメントを戦い 4位に。中学生は様々なチームと戦いながら 3位入賞を果たした。 

 

これからの 1ヶ月…!! 

新年度が始まるとすぐに春の大会、続いて夏の大会が行われる。2020 年度はオリンピッ

クイヤーのため、大会の運営などが例年と異なる可能性が高い。いかなる状況になっても対

応できるよう、落ち着いて稽古を積み重ねるのが 3 月の 1 ヶ月間になると言えよう。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 

中学卓球 10大ニュース 

  

●4 月，新入部員 23 人、全体で 40 人。目指すは団体で都大会ベスト 8。 

●6 月，春季都大会(団体)ベスト 16、個人(ダブルス)白井・中里ペア 3 回戦。 

●7 月，夏季都大会(団体)ベスト 32、個人(シングルス)中里が 2 回戦。 

●8 月，私学大会(団体 2 チーム)ベスト 32、個人は白井がベスト 16、白井・中里，西野・山口ペア

が 32。 

●9 月，新チームの部長に白井、副部長に西野、マネージャーに中里・光武に決定。 

●11 月，秋季区大会(団体・個人)優勝。都大会にも出場。 

●1 月，城北大会(団体)準優勝！個人は白井と中里がともにシングルスベスト 4。 

●1 月，都大会(団体)ベスト 16、奮闘も力及ばず…他校強し。 

●全体を通して，2 年生の活躍もさながらここぞというところでは 3 年生の活躍も光った。個人の

飛び抜けた活躍はあまり見られなかった部分もあるが、団体戦を勝ち抜く総合力は近年の中でも

高い印象。夏と冬の都大会、私学大会でベスト 16 という成績も素晴らしかった。もちろん満足

いかなかった試合もあったが、それを乗り越えてこれからも強くなっていってほしい。3 年生が

引退して 2 年生に主役が変わったがそれもあと半年。数えるだけの公式戦も取りこぼさないよう

しっかり打ち込んでもらいたい。 

中学サッカー部の 2019年度 重大ニュース 

１． 2019年度夏季豊島区大会優勝。本郷中の連覇を止める。 

～10 年以上ぶりの優勝。試合をこなす毎にチームがまとまっていった。～ 

２． 3年生が私学大会でベスト 8の快挙！  

～首都圏チャンピオンシップ大会に初出場。他県の強豪を相手に真っ向から戦う。～ 

３． チームの主となる 2年生から 3役（中丸、塩田、伊藤、藪木）が決定  

～大人しいが、確固たる考えを持つ学年。自分を表現できるようになれるか。～ 

４． 新チームが秋季大会第四支部大会に出場  

～都大会まであと一歩。夏に向けての課題が見つかる。～ 

５． 1年生の新入部員が、ここ数年では最も多い 23人。 

～常に「頭と気持ちの切り替え」を意識して行動できるか。～ 

６． 夏季大会で中 3荒川が、秋季大会で中 2塩田がそれぞれ優秀選手賞を受賞。 

～チームのために戦うことの重要さを、ピッチで常に示してくれた 2人。～ 

７． 中 1から 1名が城北地区選抜、中 2から 1名が都選抜に選出 

  ～選抜で得た力を、どれだけチームに還元できるか。～ 

◆水 泳 部◆2019 年度の重大ニュース  
 

１．中１が 4 名入部 

今年度は例年よりは少ないが、4 名の中 1 が入部してくれた．初心者～経験者まで泳力は様々．  

今後の成長がとても楽しみである． 

 

２．中高総勢 53 名．引き続き大所帯の部活に． 

6 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． 

昨年の 59 名よりは少し減ったものの全員揃う大会ではかなりの規模となっている。 

 

３．関東中学 メドレーリレー、フリーリレー、200m 平泳ぎ(栗原)に出場 

中 3 栗原 田野倉 花澤 藤原、中 2 石田 白石 の 6 名が関東中学に出場した。東京都予選にお

いて、惜しくも全国標準に届かず関東大会出場となったが、メドレーリレーでは決勝に進出し、10 位

の結果を収めた。 

 

４．全国中学 100m, 200m 自由形に出場、入賞 

中 2 桐山が東京都予選にて大会新記録で優勝、全国大会に出場をした。 

まだ 2 年生であるにも関わらず、余裕を持って決勝に進出、100m 自由形で４位、200m 自由形で 5 位

に入賞を果たした。 

 

５．関東高校 200m バタフライに出場 

厳しい東京都予選会から関東高校へ高 2 桐山が出場した。昨年に次ぐ関東大会出場に、多くの部員も

応援に駆けつけた。 

 

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行われた「第 4 回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との競り合いに負け第 2 位となった． 

来年度こそ中高共に優勝し，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！ 
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１，都大会の結果  

今年のチームは秋と夏に都大会に出場したが、目標の優勝には届かなった。しかし、最後の

夏に向かって結束力が高まり、より選手が意欲的になり、日に日に強くなっていったあのプロセ

スは素晴らしかった。3 年生には野球部の経験を糧に次のステージでも頑張ってもらいたい。 

1・2 年生は、春夏の都大会で勝ち続けて先輩の悔しさも一緒に晴らそう。 

 

２，部員数  

  今年は 6 名の 1 年生が入部し現在は 4 名、2 年生が 20 名、3 年生が 15 名の総勢 39 名。 

 ここ数年で、野球部に入りたいと入試志願者が増えてきた。問い合わせや見学も多くなり、我々

の活動が認知されてきたことに感謝。4 月に何人の新入生が仲間入りするのか楽しみだ。 

 

３，ファミリーデー  

  今年は 11 月 17 日(日)に大島小松川公園で実施。昨年に続き BBQ を盛大に楽しんだ。 

 当日は選手・保護者・兄弟姉妹など、まさに全家族が集結しおいしい BBQ に豚汁、おしるこ

などを堪能した。また、父母会がパン食い競争を企画してくれ、選手とその家族たちで心底楽

しんだ。選手から家族への感謝も一人ずつ伝え、仲間の家族ともふれあい、チーム全体の絆が

深まった一日となった。 

                                                  中学庭球部 

☆☆2019年度の重大ニュース☆☆ 

 一、決勝で学習院に敗れるも第 2 ｼｰﾄﾞをまもりﾁｰﾑの勢いを見せつけたブロック団体準優勝！ 

一、シード校石神井東相手にﾀｲﾌﾞﾚｰｸまで詰め寄る熱戦を見せ進出した都総体団体ベスト 24！ 

一、S準優勝(金子)、D優勝(金子･原)をはじめ新チームが上位を独占したブロック新人個人戦！ 

 一、上位シードを倒し D金子･原が 5位入賞を D林･三田が 16強進出を果たした都新人個人戦！ 

 一、ノーシードながら第 1 ｼｰﾄﾞを破り第 3位入賞、春の全国選抜出場権を手にした関東新人団体戦！ 

 

    ※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！！ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高校庭球部 10 大ニュース 

１ 春インターハイ予選東京都ベスト３２（団体） 

２ 新人大会（個）で学校ポイント獲得 

（合計３１ point ； 小泉＝15、長谷川＝8、菊地＝8） 

３ 秋の都新人大会（個） Ｄ長谷川・小泉 本選ストレートイン 

→本選２回戦進出 

４ 春の都大会（個） Ｄ長谷川・小泉 本選２回戦進出 

５ 小泉光生 秋の都新人大会（個）Ｓ本選戦進出 

６ 高三１０名 最後の公式戦（5/18の団体戦をもって引退） 

７ 高一新入部員１１名がチームに合流（うち２名は留学中） 

８ 都私立中高テニス選手権大会（団体）Ｂチームベスト１６ 

９ 都私立中高テニス選手権大会（個人） 

Ｓ本選進出＝２名、Ｄ本選進出＝４ペア 

10 新高校一年？名が入部予定 

東京都のレベルの中で、現状の自分たちがどこにいるのか。目標までの

距離を縮めるために今日一日何を為すのか。分析と目標共有、そして自

主練に貪欲に参加できるかどうかがシーズン明けの差を生む。 (顧問) 

高校庭球部 

中学バスケ部 重大ニュース 

○ 悔しさ残る結果も、3年生が示した姿 

   キャプテン荒井、副キャプテン加来、マネージャー山田を中心にチーム作りを模索し続けた。 

上背はないものの、その分、コートを縦横無尽に走りまわるバスケットを目指した 3 年生。大きい相

手に、時に跳ね返されることもあったが、自分たちのできることは平面でがんばること。それを目指し、

体現したことは、後輩にも立教のバスケットはこれだ、という姿を示すことにもなった。 

   3年生になった春と夏の区大会は、チームとして悔しいものに終わった。しかし、最後に行われた 9

月の第十支部大会で、ベスト 4 に入り、報告に来てくれた時は、悔しさが大きかった分、その喜びも

大きいものであった。 

 

○ 新チーム始動。1枠しかない都大会出場を掴むために 

   新キャプテンに川本、副キャプテンに諸橋、マネージャーに木原が就任した。役職のない選手も、自

分の役割を認識し、よく後輩の面倒を見てくれている。 

   決勝トーナメント上位進出を目指した私立大会では、芝中学に競り負け、目標達成ならず。秋の豊

島区新人大会では、1 枠しかない都大会出場権をかけて、決勝で西巣鴨中学と対戦。しかし、僅差

で敗れ、都大会出場ならず。戦えるチームに成長したが、まだ勝ち切るチームになれていなかった。

この悔しさを春・夏まで忘れずに、日々の練習を大切に、着実に力をつけていきたい。 

 

○ 豊島区選抜チームに川本・諸橋が選出!! 

   現 3 年生に続いて、豊島区選抜チームに川本・諸橋が選出された。川本は持ち前のガッツと粘り

強いディフェンスで、諸橋は点を取ることとチームの潤滑油として、存在感を示した。普段とは異なる

練習メニューや雰囲気など、選抜チームで得たものをチームに還元してもらいたい。 

 

○ Coach MUTO comes back!! 

   昨年 7月より、元本校職員で高校バスケ部のコーチをしていた武藤孝宏さんが、中学生のコーチ

になってくださいました。大所帯であるバスケ部にとって、心強い存在です。 

 

次年度も St. Paul’sを背負い、がんばります。皆様の応援よろしくお願いいたします。 
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高校卓球部 2019 年度 重大ニュース!! 
 
1．高校 1 年生が 12 人入部 総勢 29 人 

今年度も中学卓球部から継続して多くの生徒が入部してくれました。熱
意と実力を兼ね備えた 1 年生の活躍を期待しています。 
 

2．地区別学校対抗戦 4 回戦進出  東京都ベスト 32 
   昨年度ベスト 64 の記録を越えて、目標としていたベスト 32 に入るこ

とができました。戦績としての成果も大切にしてください。 

 
3．第 5 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,高 1 小田圭将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 3 年生が７人練習に参加してくれています。やる気に
満ち溢れた未経験者の生徒の参加も、高校生に良い刺激となっています。 

 
5．新人卓球大会 5 回戦進出 東京都ベスト 16 
   惜しくも優勝校に敗れはしたものの、立派な成績を残すことができまし  

  た。ベスト 16 に継続して入ることを次の目標として欲しいです。 
 

６．念願の新しい卓球台 
   エッジが欠けたりしていた卓球台ですが、新しい仲間が加わりました。 
  しかも 2 台！技術の向上だけでなく、道具を大切にする気持ちも忘れない 
  で欲しいと思います。 

高校野球部 2019年度の重大ニュース 

 

1. 5年ぶり、秋季本大会出場 

1次予選を勝ち上がり、久々、5年ぶりの本大会出場となりました。残念ながら本大会では初戦敗退と 

なりましたが、この本大会出場により、春は 1次予選が免除され、本大会から出場できることになります。 

まだ寒い 3月中旬の公式戦を回避できることのメリットは計り知れず、この恩恵を受けられることにより、本 

大会に向けてしっかりと調整できることとなります。夏のシード権獲得へ向けてしっかりと準備し、本大会に 

臨みたいと思います。 

 

2. 東京都高校野球の聖地が閉場 

  東京都高校野球の聖地である神宮第二球場がこの秋の大会を最後に閉場することとなりました。今年の夏の

大会でもお世話になった神宮第二。球場の狭さと手書きのスコアボード、また、ゴルフ練習場との併用による

高いネットに囲まれる違和感など、球場に関する思いは挙げればキリがありませんが、本校からは近く、神宮

第二に当たると非常にうれしかったのですが、残念ながらあまり試合で勝った記憶がありません。 

  来年度はオリンピックもあるため、神宮球場も開会式くらいしか使えず、我々はどこで試合をやるのやら。

また、うちの監督も夏の大会で神宮第二の役員を務めておりましたが、いったいどこへ飛ばされるのやら。 

 最後の夏に神宮第二で試合ができたことはとても良い思い出になりました。 

＜ 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～

　　　都ベスト１６決めで強豪・保善に敗れる   　　ついに2003年以来の本大会出場を果たす‼
 春の関東予選では、都ベスト３２まで順調に勝ち進んだものの、  新チームとして初めての大会。３年生が残してくれた結果のおかげで

 都ベスト１６決めでシード校の保善と対戦。東京都５位の強豪に  組合せにも運があり、キャプテンの高柳を中心に１年生も試合に出て

 完敗し、またしても１６の壁を破ることはできなかった。  共に戦い、ついに、支部ベスト８に入って本大会出場を決めた。

▼ 都夏季大会　～ インターハイ予選～ ▼ 秋季新人戦　 ～新人戦 本大会～

　　　新人戦に続き早稲田実業に敗れる 　　　久々の本大会　同じ支部の都石神井に敗れる

 ３年生の引退がかかった夏のインターハイ予選。  各支部ベスト８とシード校の４０校のみが出場できる本大会。

 大会中、チームではこれまでになかったような事が色々と起きて  １回戦の相手は同支部の都石神井で１０点差を行ったり来たりという

 しまったが、仲間の分の思いを胸に、チーム一丸となって戦った。  接戦であったが、試合運びの巧みな石神井に惜しくも敗れてしまった。

 しかし、残念ながら新人戦で勝てなかった早実に再び敗れることと ◆ 支部選抜大会　 ２年生の高柳が出場！

 なり、３年生は涙の中引退をした。

＜ チーム近況 ＞

◆ 新チーム・新体制  新人戦より１年９名、２年７名の計１６名で戦っている。少人数では

  　キャプテン：高柳／副キャプテン：池田・田上／マネージャー：藤木  あるが、このところ都ベスト６４、３２あたりには常に進めるように

　　コーチ・副顧問：最上／顧問：広瀬  なってきた。次は何とか１６の壁を破れるよう頑張っていきたい。

高校バスケ部　★重大ニュース★

次号は今年度の最終号、卒業特集となります。

３月の発行をお楽しみにｖ

高校サッカー部

今年度の重大ニュース ①
最近（１月から）怪我人だらけでなかなかチームが組めない
トレーニングルームでリハビリに励む部員多数

② 地区リーグ戦にて何とか１部残留決定

③ 新人戦地区予選にて、今年も敗退

④ 総体地区予選にて敗退。都大会に進出できず

⑤ フィジカルトレーニングを開始して、

部員の体格が逞しくなった

⑥ 新キャプテンのもと伝統を引き継いで、

いい雰囲気で練習をしている


