
 

  

 

 

 

この夏もまた、相模生が各大会で素晴らしい活躍を見せ、全国に相模の名をとどろかせました。  

男子剣道部 第 62 回 全国高等学校剣道大会 男子個人の部 優勝 

 

 

 

吹奏楽部 第２１回 東関東吹奏楽コンクール 銀賞 

 

 

 

 

第 26 回 神奈川県マーチングコンテスト 金賞・朝日新聞社賞（第１位） 

  

 

 

柔道部 平成 27 年度  全国高等学校総合体育大会  柔道競技大会 

男子個人 -100kg 級 第 2 位 3-4 中尾 旭 君・-66kg 級 第３位 3-14 鈴木 練君 

 

 

 

 

第 70 回 国民体育大会 出場！ 
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夏の結果報告！！ ～2015 夏 頑張りました！～ 

「インターハイ」     3－9 斉藤 拓仁 君 

今年は、団体での出場が果たせなかったので、出場できない仲間の分ま

で自分の持てる力を発揮しようと思っていました。その結果、インターハ

イ優勝することができ、本当に良かったです。また、ここまで支えて下さ

った小林先生をはじめ、多くの皆さんの応援があっての優勝だと思ってい

ます。これからも新しい目標に向けて初心に帰り、頑張ります。 

「東関東大会を終えて」     3－3 赤倉 冴香 さん 

約３ヶ月間、全日本大会出場を目標にどうしたらもっと良い演奏ができるのかを考え

てきました。この夏、私たちの目標は達成できませんでしたが、１つの目標に向かってみ

んなで活動できたことを嬉しく、誇りに思います。このように毎日部活動に打ち込めるの

も顧問の先生方はじめ応援してくださっている皆様のおかげです。これからも学校行事

を含め、１つ１つの本番を大切にし、日々精進していきます。応援よろしくお願い致しま

す。 

「東関東大会に向けて」     3－11 村松 美里 さん  

この県大会のために私たちは３ヶ月ひたすら練習を重ねてきました。今年は甲子園応

援もあり、厳しい環境の中でしたが、より良い演奏をするために全員で協力して大会に

臨みました。結果、朝日新聞社賞をいただくことができました。しかし、まだまだ課題は残

されているので、東関東大会までに更に練習を重ね、突破できるように頑張ります。これ

からも 82 人の仲間と最高のショーを創っていきますので、応援よろしくお願いします。 

「インターハイを振り返って」   3－4 中尾 旭 君 

 １回戦、２回戦と次第に体の調子があがり、決勝まで辿り着くことができました。

しかし、日本一の壁はとても厚く、悔しくも敗れてしまいました。私は日本一になら

なければ意味がないと思うので、大学では必ず日本一になれるように今後も努力

していきたいと思います。 

 
「高校総体柔道」  3－14 鈴木 練 君 

 今回が初めての全国大会でしたが、良い緊張感で試合に臨むことができました。普段の稽古から誰にも負けないという気

持ちをもって取り組んできたことが結果に繋がったと思います。準決勝ではこの３年間目標にしてきた相手に負けてしまいまし

たが、この経験を胸に、また１つずつ努力をして、追い抜かせられるように精進していきたいと思います。 

「国体に向けて」     3－10 中尾 勇斗 君 

 神奈川県の代表として自覚とプライドを持ち、代表の名に恥じぬよう行動したいと

思います。神奈川県ラグビー少年男子の部では、2007 年以来、9 年間日本一の座

から遠のいています。今年こそは日本一をとれるように頑張ります。今まで支えていた

だいた方々への感謝の気持ちを胸に全力でプレーしてきますので、応援よろしくお願

い致します。 

「国民体育大会」     2－7 爲我井 洋樹 君 

 昨年は関東ブロックで負けてしまい、国体に出場できずに終わってしまいました。しかし、今年の神

奈川県選考会では準優勝することができ、関東ブロック予選では群馬県には負けてしまったものの、

関東ブロック１位で通過することができました。本国体では、感謝の気持ちを忘れずに、神奈川の代

表選手であるという自覚を持って、プレーをしてきたいと思います。応援よろしくお願いします。 

 

 

柔道部                  

全国中学校総合体育大会神奈川県予選  

男子団体 準優勝 

男子個人 －９０kg 級 優勝 近藤悠瑞君 

     ＋９０kg 級 優勝 榎田大人君 

           準優勝 藤島将太君 

関東中学校柔道大会 

男子個人 －９０kg 級 第３位 近藤悠瑞君 

全国中学校総合体育大会 

男子個人 ＋９０kg 級 優勝 榎田大人君 

 

体操部 

神奈川県総合体育大会 男子団体総合 優勝 

関東中学校体操競技大会  

男子団体総合 第７位 

男子種目別跳馬 第４位 山本昂平君 

 

 

男子バレーボール部 

神奈川県総合体育大会 第３位 

 

剣道部 

神奈川県総合体育大会 男子団体 第８位 

 

女子テニス部 

神奈川県私学大会 女子団体戦 

A トーナメント 準優勝 

B トーナメント 第３位 

 

陸上部                         

神奈川県私立中学校陸上競技大会  

男子４×１００ｍリレー優勝  

石田君・谷崎君・落合君・高尾君 

男子３年１００ｍ 第３位 高尾杜和君 

男子共通２００ｍ 第４位 落合海斗君 

 

ラグビー部 

 

ソフトテニス部 

 

「和歌山国体」    3－9 長倉 蓮 君 

 今回の和歌山国体は、私たちにとってとても有意義なものとなりました。夏の甲

子園を終えてから少しの時間があり、違った雰囲気での試合となりました。特に、エ

ースの小笠原と 4 番の豊田が怪我で不在というアクシデントの中、それぞれがその分

をカバーし合い、まさに「全員野球」で臨んだ結果が実を結びました。最後にこのよ

うな結果で高校野球生活を終えることができ、本当に幸せです。また、今まで支え合

ってきた仲間や指導していただいたスタッフのみなさん、このような人たちに恵ま

れ、素晴らしい環境の中で野球を学べたことを改めて実感した 1 週間でした。 

野球部 



 

 

 

今年も見事１次審査を通過した中等部生 12 名、高校生 31 名が学園 

オリンピック夏季セミナーに参加し、25 名の生徒が見事入賞を果たし 

ました。                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(先発)9 月 6 日～10 日(後発)9 月 7 日～11 日 4 泊 5 日 北海道道南地方（函館）～道央地方（札幌）

へ修学旅行に行ってきました。北海道の広い大地で思いっきり体を動かし、新鮮な食べ物に舌鼓を打ちま

した。高校生活の中でとても思い出になる充実した 5 日間でした。 

「1 日目」 「2 日目」          「3 日目」  

(函館観光)－(大沼公園－昭和新山＆熊牧場)－(ラフティング－アクティビティ：牧場体験・釣りなど) 

   「4 日目」                              「5 日目」 

  －(クラス別行動：大倉山・白い恋人パーク・時代村など－サッポロビール園)－(小樽観光) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学園オリンピック夏季セミナー入賞者発表 

群馬県「東海大学嬬恋研修センター」にて  

 

7 月 31 日（金）～8 月 5 日（水） 

群馬県「東海大学嬬恋研修センター」にて  

 

「特許を取得するために」 知的財産部門 優秀賞 田村 光 さん(3-12) 

            今年は、昨年の屈辱もあり、優勝したいという気持ちがとても強くありました。また、現

在は特許を取得するために日々充実した時間を送っています。いつもと違う世界に足を

踏み入れることで新たな視点を持つことができると思いました。これからも新しいことにチ

ャレンジし続けていきたいです。 

理科部門〔第２1 回〕  

優秀賞 金子 拓未君(1-3) 

奨励賞 浅野 菜摘さん(1-4) 

 

知的財産部門〔第１２回〕   

優秀賞 田村 光さん(3-12) 

奨励賞 桜井  大樹君(2-12) 

奨励賞 遠越 零那君(2-12) 

努力賞 近藤 大君（3-1） 

 

 

数学部門〔第２５回〕  

優秀賞 幸田 雄大君(2-11) 

国語部門〔第２1 回〕  

佳作 高田 優祈音さん(3-10) 

英語部門〔第２４回〕  

優秀賞 中島 魁君(2-4) 

ディベート部門〔第１０回〕   

優秀賞  山下 善基君(3-11) 

奨励賞 篠原 嵯音さん(3-4) 

 

芸術【造形】部門〔第２４回〕 

優秀賞 古田 彩歌さん(2-7) 

優秀賞 月見 梨乃さん(2-8) 

優秀賞 木口 芽衣さん(2-9) 

優秀賞 大野 菜月さん(3-3) 

優秀賞 佐藤花菜子さん(3-5) 

優秀賞 小池 悠理さん(3-9) 

奨励賞 李  馨さん(1-5) 

奨励賞  伊藤可南子さん(1-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

国語部門〔第 21 回〕   

佳作 川本 将太君(3-C) 

英語部門〔第 24 回  

優秀賞 岡 大雅君(1-C) 

数学部門〔第 25 回〕   

奨励賞 碓井 翔太君(3-A) 

 

芸術【造形】部門〔第 24 回〕 

努力賞 下野 慎平君(2-C) 

知的財産部門〔第 12 回〕   

優秀賞 尾花 大輔君(1-D) 

努力賞  守屋 朋龍君(3-D) 

 

「学園オリンピックに参加して」 

  

岡 大雅  君   尾花 大輔 君  

日程：8 月 6 日（木）～8 月 8 日（土）  於：東海大学湘南校舎 

＜参加団体＞ 

男女バレーボール・男女ソフトテニス・男女バスケットボール・サッカー・卓球・陸上競技・剣道 

＜結果＞ 男女共に総合優勝 

男子バレーボール：優勝  女子バレーボール：３位  男子バスケットボール：３位 

剣道（女子）：優勝    サッカー：２位      卓球(男子）：４位 

男子ソフトテニス：団体優勝、個人優勝【益田一輝君(1-5)・爲我井洋樹君(2-7)ペア】 

女子ソフトテニス：団体優勝、個人優勝【浅川真穂さん(1-7)・岸夏々さん(1-10)ペア】 

陸上（男子）：総合優勝、三段跳び大会新記録 中西修平君(3-7) 

陸上（女子）：総合２位 
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「修学旅行」     3－6 木村 海斗 君 

           北海道は食べ物が新鮮でおいしく、特に函館で食べた海鮮丼や札幌で食べたジンギスカン

は絶品でした。また、アクティビティもとても楽しく、ラフティングは体操着が濡れてしま

うほど盛り上がりました。そして、私のオススメは小樽にあるオルゴール博物館です。とてもきれ

いな音色が流れており、たくさんの曲があるので、是非好みの曲を探してみてください。最後に、今回

の旅行は北海道の自然や文化を通じて、より一層クラスの仲が深まったと思いました。  

 

  

 
 

知的財産部門 優秀賞 尾花 大輔 君 

初めて学園オリンピックに参加し、不安な気持ち

もありましたが、先輩方が優しく接してくださり、と

ても充実した貴重な経験ができました。セミナー

では、限られた材料で様々なものを作成し、非常

に達成感がありました。 

英語部門 優秀賞 岡 大雅 君 

セミナーでは、積極的に外国の先生に話しかけたり

して、できるだけ英語に触れることを意識しました。

他の付属校の仲間や先輩と一緒に楽しい体験を

することができ、とても充実した６日間になりました。 

◇２０１５年１０月６日号 １６５号◇ 

 


