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ゴルフ部 第 1５期 卒業生諸君 

 

中三・高三、卒業おめでとう！高三は二人だけでよく頑張りました。コツコツ積み重ねたも

のは、今後の一番の支えになるはずです。輝かしい成果も大事かもしれませんが、それば

かりに気をとられないようにしましょう！                     （顧問 永田） 

 

卒業おめでとう！ゴルフは素晴らしいスポーツです。 

思うようにいかない時も、思う以上の結果が出た時も、それはいつも自分の責任。 

人生 10000回のアンラッキーがあれば、同じ数のラッキーで帳消しはゴルフも一緒！ 

必要以上に期待しない、必要以上に嘆かない、それが自分の実力だから！ 

（顧問 増田） 

卒業おめでとうございます。 

ときに慎重に、ときに大胆に。そしていつも、全力で楽しんでください。一打一打に真剣に

向き合えば、たまにバンカーやOBに打ち込んでも、悔いは残らないはず。 

          （副顧問 中仙道） 
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～祝　卒業！　 2019年度 卒業特集  ～  


中高３年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。

今年は残念ながら在校生が式に出席できませんでしたが、各部の顧問の先生方や

後輩たちには、皆さんに対する様々な想いがあることでしょう。

この皆さんへのメッセージを読んで、そんな想いを知ってもらえればと思います。

今後の皆さんの更なる活躍を、各部一同心から願っています。
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高校サッカー部　卒業生へメッセージ

顧問・副顧問
から

入部時からまとまりがあり、チームワークが良い学年でした。各個人の技術も
高いので、大会での成績も期待していたのですが、大会前になると怪我人が
出てしまい、思い通りの実績が残せませんでした。悔しい想いは尽きません。
耐えることを学んだ学年でした。この経験は今後に是非生かしてください。今
後の学生生活で、今まで鍛えてきた体を更に鍛えて、各自の目標に向かっ
て活躍してください。「１つのパスにメッセージを込めて」
卒業おめでとう。　　 橋本　博

卒業おめでとう。どんな場面でも楽しむ気持ちを忘れず、少しでも充実した
時間にしようとする姿勢は貴重な能力だと思います。これから、それぞれの
道で新たなことに情熱を注ぐことになるでしょう。周囲の人との交わりを通し
て、自分なりのスタイルを築いて欲しいと思います。仲間と共に夢を叶えて輝
くみんなの姿が見られることを楽しみにしています。　　齋藤 壽春

卒業おめでとうございます。この3年間（6年間）で学んだ様々なことを学んだ
と思います。辛いことや苦しいこともあったでしょう。「かわいい息子を懲らしめ
る父のように、主は愛する者を懲らしめられる」。流した汗と涙の分だけ、人
は強くなれると思います。サッカー部で学んだことを、これからの人生にぜひ
活かしてください。応援してます！　　佐山 貴亮

加藤 凜己・・・高入生だがすぐにとけ込みキャプテンとしてチームをまとめた。誰よりも
早くグラウンドに出て練習する姿は後輩の模範となっています。大学ではラクロス部に
入部するのかな？

佐藤　拓真・・・足が速く、鉄壁のセンターバックでした。最後は陸上部との兼部で大変
でしたが、大きな怪我をしなくて良かったです。また「扇子の舞」を見たいです。

山口　健斗・・・「ヤマケン」は親しみがあり、部員の中で唯一、数学の話ができ
る人でした。経営学科で何を学ぶのですか。君の持久力は素晴らしいです。

大坂 竣・・・キーパーからフィールドプレイヤーに転身しました。怪我で辛い時期もあり
ましたが、持ち前の明るさで乗り越えました。今後もプラス思考で歩みましょう。

須原　隆弘・・・心強い守護神でした。総体予選では怪我で悔しい想いをしましたが、選
手権は悔いなくできましたか？　今後も何らかの形でサッカーを続けて下さい。

根岸　大幹・・・「ネギポン」は愛嬌があり、親しみ易いキャラクターでした。怪我が多く、
苦労が多かったが最後まで頑張りました。また、「T兄弟」見たいです。

横田 立樹・・・怪我が多く、リハビリの時期が長く苦労しました。チームのムードメーカー
で大会の際も応援で盛り上げてくれました。感謝しています。今後も楽しく歩みましょ
う。

米谷 優汰・・・紫色が似合っていた米谷君、君の華麗なプレーに幾度と魅了されまし
た。今後どんなスポーツに取り組むにせよ熱いプレーを展開して下さい。

畝岡　快・・・君のシュートは、はずれても魅力的でした。今後ゴールをはずして
もめげる事なく果敢に攻めて下さい。人生に最後のゴールは存在しませんか
ら。

大津利貴人・・・レフティーで左足からのシュートは魅力的でした。腰の持病でプ
レー出来ない辛い時期がありましたが、よく耐えました。今後、指導者の立場になるので
すか？

河口 多聞・・・怪我に見舞われて苦労がありましたが、鉄壁のディフェンスでした。チー
ムメイトのテーピングを巻くのも有難かったです。大学に進学してトレーナーとしての活
躍を期待しています。

細野　裕駿・・・引退後も後輩の為に応援に来てくれて有難かったです。足が速いので
今後も何らかのスポーツをして下さい。今後、練習にも参加して下さい。

キャプテンから

このたびはご卒業おめでとうございます。思えば先輩方と過ごす時間はあっ
という間のことでした。優しくときには厳しく指導してくれたことに感謝していま
す。先輩方と過ごした時間は何にも変えることのかけがえのない思い出にな
りました。卒業後も是非遊びに来てください。　　山本 大貴

高校野球部 

 

3年生諸君、卒業おめでとう！ 

 
主 将 藤本  倫 安定したショートの守備でチームを助けました。もう少し打撃力が上がれば…さらに鍛えて神宮の舞台へ！ 

副主将 高橋 拓歩 ピッチャーとして誰よりも走り、練習する良きお手本。丁寧なピッチングと声でチームを鼓舞するエース。 

副主将 川端 丈平 その強肩でチームのピンチを救う捕手。ケガの分だけまだまだ発展途上。神宮の星目指して練習あるのみ！ 

    古澤 祐来 チャライ度、運動能力共にチーム No.1か？意外に開く開脚が魅力の一塁手。監督に怒られた数も No.1 か？ 

    大谷 伊吹 宇都宮から来たメジャーリーガー。遠距離通学もなんの、よく練習し正三塁手の座を掴みました。あっぱれ！ 

    小野 紘輝 守備範囲の広さはピカ一の俊足中堅手。何度もピンチを救いました。が、ポカの多さもピカ一の噂も… 

大門  駿 闘志でチームを引っ張る 1番打者。堅い守備と鍛え上げられた肉体も魅力の右翼手。今後はボディビルダー？ 

岸野  稜 ボールを止める技術に優れた捕手。体を張って幾度となく投手を助けました。その献身的な働きに感謝。 

    大泉 昌護 この代で唯一文武両道を実践した貴重なサイドスロー投手。その優しさ、真面目さは良きパパ候補 No.1！ 

    北元亮太朗 スコアラー、ときにはノッカーとしてチームを支えた初の専任マネージャー。その野球愛に、あっぱれ！ 

 

野球部で培ってきたものに、新たなステージでさらに磨きをかけ、どこへ行っても恥ずかしくない、立派な

人になってほしい。活躍を期待している。 

 

監督、部長より愛を込めて♡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 祝 卒業！ 
 

廣瀬 晴 原田 凌 栗山勇希 和泉有師 
青木 敬 今井 廉 江口巧真  

小川楽人 原田斗生  若林壯一郎 
 

◆ ご卒業おめでとうございます。先輩方から学んだチームで戦うこ

との大切さと、日々すべてのことを全力で行うということの大切さを

新チームでも活かして行きたいと思います。（小泉光生） 

◆ 先輩方と過ごした日々はとても楽しい思い出に満ち溢れていま

す。先輩方が教えてくださった大切なことを胸に頑張っていきたい

と思います‼︎大変お世話になりありがとうございました。（長谷川嵩） 

◆ 中学・高校での活動を通して、先輩方から学んだことを、これか

らの新チームの活動に活かし、先輩方を超える結果を残せるよう

に努力していきたいと思います。（菊地祐太郎） 

◆ いつも気さくに接してくれた先輩たちのように後輩の手本となれ

るようがんばります。卒業おめでとうございます。（佐々木渓） 

高校庭球部 
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高校サッカー部　卒業生へメッセージ

顧問・副顧問
から

入部時からまとまりがあり、チームワークが良い学年でした。各個人の技術も
高いので、大会での成績も期待していたのですが、大会前になると怪我人が
出てしまい、思い通りの実績が残せませんでした。悔しい想いは尽きません。
耐えることを学んだ学年でした。この経験は今後に是非生かしてください。今
後の学生生活で、今まで鍛えてきた体を更に鍛えて、各自の目標に向かっ
て活躍してください。「１つのパスにメッセージを込めて」
卒業おめでとう。　　 橋本　博

卒業おめでとう。どんな場面でも楽しむ気持ちを忘れず、少しでも充実した
時間にしようとする姿勢は貴重な能力だと思います。これから、それぞれの
道で新たなことに情熱を注ぐことになるでしょう。周囲の人との交わりを通し
て、自分なりのスタイルを築いて欲しいと思います。仲間と共に夢を叶えて輝
くみんなの姿が見られることを楽しみにしています。　　齋藤 壽春

卒業おめでとうございます。この3年間（6年間）で学んだ様々なことを学んだ
と思います。辛いことや苦しいこともあったでしょう。「かわいい息子を懲らしめ
る父のように、主は愛する者を懲らしめられる」。流した汗と涙の分だけ、人
は強くなれると思います。サッカー部で学んだことを、これからの人生にぜひ
活かしてください。応援してます！　　佐山 貴亮

加藤 凜己・・・高入生だがすぐにとけ込みキャプテンとしてチームをまとめた。誰よりも
早くグラウンドに出て練習する姿は後輩の模範となっています。大学ではラクロス部に
入部するのかな？

佐藤　拓真・・・足が速く、鉄壁のセンターバックでした。最後は陸上部との兼部で大変
でしたが、大きな怪我をしなくて良かったです。また「扇子の舞」を見たいです。

山口　健斗・・・「ヤマケン」は親しみがあり、部員の中で唯一、数学の話ができ
る人でした。経営学科で何を学ぶのですか。君の持久力は素晴らしいです。

大坂 竣・・・キーパーからフィールドプレイヤーに転身しました。怪我で辛い時期もあり
ましたが、持ち前の明るさで乗り越えました。今後もプラス思考で歩みましょう。

須原　隆弘・・・心強い守護神でした。総体予選では怪我で悔しい想いをしましたが、選
手権は悔いなくできましたか？　今後も何らかの形でサッカーを続けて下さい。

根岸　大幹・・・「ネギポン」は愛嬌があり、親しみ易いキャラクターでした。怪我が多く、
苦労が多かったが最後まで頑張りました。また、「T兄弟」見たいです。

横田 立樹・・・怪我が多く、リハビリの時期が長く苦労しました。チームのムードメーカー
で大会の際も応援で盛り上げてくれました。感謝しています。今後も楽しく歩みましょ
う。

米谷 優汰・・・紫色が似合っていた米谷君、君の華麗なプレーに幾度と魅了されまし
た。今後どんなスポーツに取り組むにせよ熱いプレーを展開して下さい。

畝岡　快・・・君のシュートは、はずれても魅力的でした。今後ゴールをはずして
もめげる事なく果敢に攻めて下さい。人生に最後のゴールは存在しませんか
ら。

大津利貴人・・・レフティーで左足からのシュートは魅力的でした。腰の持病でプ
レー出来ない辛い時期がありましたが、よく耐えました。今後、指導者の立場になるので
すか？

河口 多聞・・・怪我に見舞われて苦労がありましたが、鉄壁のディフェンスでした。チー
ムメイトのテーピングを巻くのも有難かったです。大学に進学してトレーナーとしての活
躍を期待しています。

細野　裕駿・・・引退後も後輩の為に応援に来てくれて有難かったです。足が速いので
今後も何らかのスポーツをして下さい。今後、練習にも参加して下さい。

キャプテンから

このたびはご卒業おめでとうございます。思えば先輩方と過ごす時間はあっ
という間のことでした。優しくときには厳しく指導してくれたことに感謝していま
す。先輩方と過ごした時間は何にも変えることのかけがえのない思い出にな
りました。卒業後も是非遊びに来てください。　　山本 大貴

高校卓球部 

祝 卒 業 
卒業おめでとうございます。それぞれ魅力的な一面を持った、戦隊モノのヒーローのよう

な 5 人。人数が多い学年に挟まれながらも、自分たちの代の特徴を上手に発揮してくれたと

思います。状況を見ながら適切な行動が取れる部分に数多く救われました。自分のこと以上

にクラブのことを考えて行動し続けてくれた 3 年生が卒業してしまうと不安な部分もあり

ますが、みんなが築いてくれた土台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。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) 

 

長田 晃裕…内に秘めた感情をボールに込め、ポーカーフェイスで打ち込む鋭いボールが印

象的です。突然繰り出す厳しい言葉にも何度もドキッとしました。 

栗山 宗卓…卓球場のごみ拾いを率先して行ってくれました。そうした細かい気遣いがあっ

たからこそ落ち着いた環境の中で練習をすることができました。 

仙波 来唯…冷静な視点で学年のバランスを取ってくれました。卓球部の現状を的確に捉え

て、打開策を提案してくれる存在として頼りにしていました。 

深井 晴……やるべきことを態度でも言葉でも表現できる力はそう簡単に身につくもので

はありません。これからもビシバシ後輩を指導してください！ 

小林 駿……部長という役割以上のことをさらっとやってのける力に脱帽です。自分の意思

を押し通さずに部員の意見を活かそうとする姿勢は後輩の良きお手本です。 

高校バスケ部
　卒業おめでとう。

　最後までチームのために戦ってくれた立派な選手たちでした。

　このチームで得たものを、生涯大切にして下さい。　　顧問　廣瀬

　＃８ 臼田 バスケを変わらず好きでいてくれてありがとう。またいつでも体育館に来て下さい。

　＃９ 星野 リバウンドの高い力を持ちながら3Pも決められる素晴らしいプレイヤーでした。

　＃４ 佐々木 キャプテンお疲れ様。あなたの熱いプレーのおかげで皆が一つになったと思います。

　＃５ 石原 俊太を支えてくれてありがとう。あなたのディフェンスは素晴らしかったです。

　＃６ 岡本 マネージャーの仕事をこなしながら試合ではキレイな３Pをたくさん決めてくれました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 祝 卒業！ 
 

廣瀬 晴 原田 凌 栗山勇希 和泉有師 
青木 敬 今井 廉 江口巧真  

小川楽人 原田斗生  若林壯一郎 
 

◆ ご卒業おめでとうございます。先輩方から学んだチームで戦うこ

との大切さと、日々すべてのことを全力で行うということの大切さを

新チームでも活かして行きたいと思います。（小泉光生） 

◆ 先輩方と過ごした日々はとても楽しい思い出に満ち溢れていま

す。先輩方が教えてくださった大切なことを胸に頑張っていきたい

と思います‼︎大変お世話になりありがとうございました。（長谷川嵩） 

◆ 中学・高校での活動を通して、先輩方から学んだことを、これか

らの新チームの活動に活かし、先輩方を超える結果を残せるよう

に努力していきたいと思います。（菊地祐太郎） 

◆ いつも気さくに接してくれた先輩たちのように後輩の手本となれ

るようがんばります。卒業おめでとうございます。（佐々木渓） 

高校庭球部 

 

中学サッカー部 
 

 2019 年度 卒業生 15 名  
 

    
 

キャプテン： 西久保 朗生    

副キャプテン： 山田 麻陽 岡田 琳太郎   

マネージャー： 荒川 琉晴    
     

 古谷 研人 松田 然 洗井 映暖 石川 暢葵 

 蛭川 眞守 藤井 悠正 三井 健太 有山 元 

 大西 祐輝 川村 虹太 広川 航大  

 

～卒業生へ贈る言葉～ 
 

社会事情で最後は落ち着かず、送別試合・送別会共に開くことができなかったこと、本当に残念です。 

サッカーの知識の豊富さや足元の技術の高さに優れ、練習や試合で驚くようなプレーを沢山見ることができて、 

一人の「観戦者」として、いつも楽しませてもらいました。夏期区大会では優勝、私学大会ではベスト 4 に進出、そして

首都圏チャンピオンシップ大会へ出場と、数多くの記録を残せたことは、本当に素晴らしいことだと思います。 

君たちには常に、「サッカーとは 11 人で行うスポーツであり、勝つときも負けるときも、決して一人によるものではな

い」と言い続けてきましたが、君たちの将来にも同じことが言えると思います。サッカーを続ける、続けないにかかわら

ず、どうか仲間を大切にして下さい。そして、仲間のために出来ることをやってみて下さい。やりたい事とやるべき事が

一致した時、君たちの力はもっともっと伸びると信じています。 

卒業おめでとう。君たちのこれからの活躍に、大いに期待しています。     新島 亮 

 

引退が延びたとはいえ、振り返ってみると短い期間でしたが、皆さんと一緒にサッカーができて楽しかったです。皆さん

のおかげで、私学大会では今まで見たことのなかった景色を見ることができました。グループリーグを突破できなかった

のが悔しかったですが、この経験を通して学んだことを今後の高校生活に活かして頑張ってください。卒業おめでとうご

ざいます。                             綾部 保志 
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 2019 年度  卒業生  

 

 

＜戦績＞  2018 年 秋季豊島区大会   優勝 

2018 年 東京都中学校野球秋季大会  ベスト 32 

2019 年 夏季豊島区大会  優勝 

2019 年 東京都中学校野球夏季選手権大会  出場 

 

 ＜卒業生＞ 

 

露崎 凱仁（主将）    上野 蓮生 

武田 真来        福原 大河 

小島  曜        佐藤 天都 

塚本 達也        三浦 慶太 

桝井 涼太        岡本 琢登 

笹川 颯一朗       竹田 栞貴 

高橋 大輝        頓所 大暉 

藤井 陽大                 

以上 15 名 

 

 

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。 

 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。 

卒業おめでとう。  

 

「守破離」                       顧問 梅野伸也 

中学卓球部 

   卒業おめでとう！ ～都大会 団体ベスト 16～ 

滝澤 逞生   新井 勝博   原島 匠   鈴木 悟   片山 真士 

 

 ここ最近にしては人数の少なかった学年で区大会も思うように突破できなかったこともあったが、最後には

それぞれが持ち味を活かしつつ、都大会団体ベスト 16 という成果を残した。3 年生たちは先輩たちのプレッ

シャーもあった中で、後輩思いの部長を先頭に、部活の雰囲気づくりなどにも大きく貢献したのではないだろ

うか。悔しさが残る試合もあったと思うが、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。 

祝 卒業!! 中学バスケットボール部 2019年度卒業生 12名 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

        

荒井、キャプテンとしての重責をよく全うしてくれた。人の良さが決断を難しくしたかもしれないが、それが君の優しさ、個性だ 

加来、朝練に出続け、よく練習したね。高校では臆することなく、1年生からスタートを勝ち取るつもりで、がむしゃらに行け 

英楠、いろいろなところに配慮ができて、君のおかげで助かった人は多いはず。その愛される優しいキャラクターを大切に 

池田、君の持ち味は「全身全霊」。身体を張ったがむしゃらなプレーで、チームは何度も勢いを取り戻し、勇気づけてくれた 

井上、負担の大きいガード陣の中心として、恵まれた脚力を生かし、オフェンス・ディフェンスの要としてチームを支えてくれた 

内藤、内に秘めた闘志があり、自分の役割を忠実にこなそうと、ディフェンスを頑張り、よく走る姿が目に焼きついているぞ 

宮前、バスケセンスはピカ一。凡ミスもあったけど、ここぞで決めるスティールやクラッチシュートはチームを救ったことも多い 

佐々木、体の強さを前面に出すフィジカルファイトは相当な負担だったはず。しかし、その役割を地道に続ける姿は頼もしかった 

杉浦、外からのシュートをしっかり練習し、その確率を上げていったのは努力の賜物。「努力できること」こそ、君の武器だ 

世良、走るという点においてはチームで秀でていた。最前線からディフェンスを頑張る姿は見ていてワクワクしたものです 

清田、スイッチが入った時の声出しは練習の質を上げてくれた。上背はないものの、インサイドでのプレーを中心にがんばった 

永久保、クレバーに状況をとらえることができ、独特なリズムのドリブルで、レイプアップまで持ち込むプレーが持ち味だったね 

 

  3年間お疲れさまでした。少ない人数ながら、いくつもの困難を経験し、それを経て、君たちのバスケットボール部での生活、そし

て立教池袋中学校での生活が終わろうとしています。ここ数年、卒業に際して「出番」というメッセージを書いています。チームスポ

ーツや学校などの集団生活においては、この「出番」というものに一喜一憂するものです。しかし、試合に出ること、表舞台に立つ

ことだけが「出番」ではありません。自分の持ち味を発揮するその瞬間こそが「出番」なのでしょう。しかし、「出番」が来た時こそ、

周囲がどのように自分に関わってくれているか見まわしてみてほしいと思います。その時に、ぜひ感謝という気持ちを持ってもらい

たい。そして来たるべき「出番」に備える準備も大切にしてもらいたい。体を鍛え、心のアンテナを張り、心身の調子を整えること。ま

さしく、バスケットと同じことが、ここから先、君たちの歩む道に必要なのだと思います。 

      まだ若い君たちにはピンとこない言葉かもしれませんが、故・野村克也監督のこんな言葉を紹介します。「心が変われば態度が

変わる。態度が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。習慣が変われば人格が変わる。人格が変われば、運命

が変わる。運命が変われば、人生が変わる」ここから先は、1 人 1 人ちがう道をたどることになりますが、自分に近いところから自

分を見つめ、来たる「出番」に向けて歩んでください。 

      卒業おめでとうございます。 

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  荒井 琉士 

副主将  加来 太雅 

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ  山田 英楠 

池田 裕太  井上 昌侑  内藤 亮太  宮前 瑛匠  佐々木 秀悟 

 杉浦 拓隼  世良 光遼  清田 武雅  永久保 智也 

 

戦績  2017年度 1年生大会      第６位 

    2017年度 4Sカップ 1年生の部 優勝 

2018年度ｼﾞｭﾆｱｳｨﾝﾀｰｶｯﾌﾟ    第４位 

2019年度第十支部大会     ベスト４ 

今年度の運動部通信は

この号で終わりです。

また来年度、お会いしましょう！


