
２０１９．９．２

…中学生 …高校生

クラブ名 大会名 試合日時
試合開始時

間
試合会場 対戦相手 出場選手・その他

2019/9/8 18:00 実践高尾 東京朝鮮

2019/9/14 18:00 実践高尾 関東第一

2019/9/23 17:00 実践高尾 國學院久我山

2019/9/15 12:30 成蹊高校 早稲田高校

2019/9/16 12:30 成蹊高校
武蔵村山×

成蹊
の勝者

合唱部
第４１回

東部演芸大会
2019/9/21 14:20

中野区立塔山
小学校体育館

老人クラブの発表会に、ゲスト出演します。

秋季中野区大会 2019/9/8 9:00～
上高田球場
テニスコート

私学団体 2019/9/15 9:00～ 各会場

私学個人 2019/9/22 9:00～ 各会場

いきき茨城ゆめ
国体 卓球競技

2019/9/28～
日立市総合
体育館

中学３年栁澤幹太が東京都代表として出場
※9/29は天皇･皇后両陛下も御観覧されます。

全日本卓球
選手権大会
カデットの部
(中学２年以下)

2019/11/8～11/10

山口県山口
市

維新大晃ア
リーナ

ダブルス１組、シングルス３名出場

高校卓球部
東京都高等学校
新人卓球大会

10月～11月半ば 各会場 団体戦、シングルス、ダブルス

中高卓球部
全日本卓球選手権大会

ジュニアの部
東京都予選

2019/9/7～ 各会場

クラブ名 大会名 試合日時 試合会場 対戦相手

2019/7/21 府中六 東村山二

2019/7/22 調布五

2019/7/23 巣鴨

2019/7/25 駒沢体育館

豊田（栃木）

笛川（山梨）

小岩四（東京

八千代松陰（千葉）

葵（東海）

吉備（近畿）

鹿南（九州）

東海大菅生（東京）

2019/8/25 京都精華（近畿）

実践学園　○　８１－４２　●　豊田

実践学園　○　９５－５９　●　笛川
→全国大会出場決定！

駒沢屋内
球技場

高校男子ソフトテニス部

2019/7/26

深谷ビッグ
タートル

和歌山ビッ
グウェーブ

高校野球部
秋季東京都高等
学校野球大会

一次予選

第４９回
全国中学校

バスケットボール大会

2019/8/23

2019/8/24

第４９回
関東中学校

バスケットボール大会

2019/8/7

2019/8/8

第７２回東京都
中学校バスケットボー

ル選手権大会

中学卓球部

高校サッカー部 T1リーグ

和歌山ビッ
グホエール

中学男子
バスケットボール部

実践学園　○　６３－５３　●　葵

実践学園　○　５４－４８　●　吉備

実践学園　○　６７－５０　●　鹿南

実践学園　○　５７－４７　●　東海大菅生

実践学園　●　５０－５７　○　京都精華
→全国大会第３位！！

結果・その他

実践学園　○　９７－５９　●　東村山二

実践学園　○　７４－４４　●　小岩四

実践学園　●　４９－５０　○　八千代松陰
→関東大会準優勝！！

実践学園　○　９４－４７　●　文京十

実践学園　○　８９－３４　●　赤塚二

実践学園　○　６８－３６　●　石神井西
→関東大会出場決定！

実践学園　○　７４－３７　●　小岩四

実践学園　○　６６－４８　●　東海大菅生
→２年ぶり８回目の東京都選手権大会優勝！！

実践学園のＨＰでも見ることが 
できます。合わせてご覧ください。 



東京都中学校
卓球選手権大会

2019/7/25・26
江戸川

スポーツセン
ター

第７４回
関東中学校
卓球大会

8/8～8/10

日立市
池の川さく

ら
アリーナ

全国中学校
卓球大会

8/20～8/23

滋賀県大津
市

ウカルちゃ
ん

アリーナ

国民体育大会
関東ブロック予選

8/24～8/25
旭市総合
体育館

全日本卓球
選手権大会
カデットの部

(中学２年生以下)
東京都予選

8月27日
葛飾区奥戸
スポーツセ
ンター

2019世界ジュニア
卓球選手権
バンコク大会

日本代表
第１次選考会

8/29～9/1

新潟県新発
田市

カルチャー
センター

2019/7/21 府中六 長房中

2019/7/22 調布五

第51回関東中学校バドミント
ン大会予選（個人） 2019/7/24

葛飾区水元総合
スポーツセン

ター

第50回関東中学校バドミン
トン大会予選（団体）

2019/7/23
葛飾区水元総
合スポーツセ

ンター

第50回関東中学校バドミント
ン大会（団体） 2019/8/6～8

墨田区総合体育
館

中学合唱部
第８６回NHK全国学校音楽
コンクール東京都大会

中学校の部予選B
2019/7/27

府中の森
芸術劇場

どりーむホール

【団体戦】優勝
　決勝：実践学園○３－２●安田学園
　→ ３年連続の優勝となりました！！

【シングルス】
　準優勝：高橋航太郎（３年）
　第３位：栁澤幹太（３年）
　第９位：髙野紘希（３年）
　第９位：石川遥大（２年）
　第９位：島村匠（２年）

　第９位：水谷悠真（１年）
　第１７位：下田蓮（１年）

　
　→ 以上、団体戦、シングルス７名が関東大会に

　　 東京都代表として出場致します。

中学卓球部

中学女子
バスケットボール部

第７２回東京都
中学校バスケットボー

ル選手権大会

東京都第３位で関東大会に進出！

        【団体戦】
　〈予選リーグ：２勝０敗〉
　　実践学園○４－１●河西中学校（和歌山県）
　　実践学園○５－０●国分寺中学校（香川県）
　〈決勝トーナメント〉
　　実践学園●２－３○明徳義塾（高知県）

        【シングルス】
　　第３位：高橋航太郎（３年）
　　ベスト３２：栁澤幹太（３年）
　　ベスト６４：石川遥大（２年）

　団体戦ベスト１３、シングルス第３位となり
　ました。

中学３年栁澤幹太が東京都代表（高校生含め３名
のみ）として国民体育大会関東ブロック予選に出

場し、個人４勝２敗でチームの勝利に貢献しました。
結果、東京都は６戦全勝し、１位通過となりました。

【ダブルス】
　優勝：石川（２年）・鈴木（１年）

【シングルス】
〈１４歳以下(中２以下)の部〉

　準優勝：石川遥大

〈１３歳以下(中１以下)の部〉
　優勝：下田蓮

　第３位：水谷悠真

　よって、ダブルス１組、シングルス３名が１１月
　に行われる全国大会に出場致します。

中学３年、高橋航太郎が出場しました。
１６人リーグ戦で６勝９敗で１０位となりました。

上位６名が２次選考会に進むため、
敗退となりました。

１回戦　実践学園　〇２－１　●富士川町鰍沢
２回戦　実践学園　●０－２　〇埼玉栄

【結果】ベスト１６

【シングルス】　荒井　第３位
【ダブルス】　栁川・武丸　第５位

関東大会に進出！

【団体戦】優勝（１４年ぶり）
　　　　　決勝 実践学園○３－１●尾久八幡

【シングルス】
　　　　　優勝 　 高橋航太郎（３年）
　　　　　準優勝　栁澤幹太（３年）
          第９位　石川遥大（２年）

実践学園　○　５９－５０　●　長房

実践学園　●　３７－７９　○　日体大桜華
この結果、今大会ベスト３２となりました

中学女子
バレーボール部

第５４回関東中学校
バレーボール
選手権大会

2019/8/7～8/9

山梨南（山梨
県）

蓮田（埼玉県）

北沢（東京都）

     実践学園 ○２－０●山梨南（山梨県）
　   実践学園 ○２－０●蓮田（埼玉県）

   　実践学園 ○０－２●北沢
      関東第３位   全国大会出場決定！！

中学男子
バドミントン部

小田原
アリーナ

奨励賞
応援ありがとうございました。



第４９回全日本
中学校バレー
ボール選手権

大会

2019/8/17～20
和歌山県
ビック

ホエール

江別中央
（北海道）

上新田
（宮城県）
山科（京都）
八王子実践
（東京都）

全国高等学校
総合体育大会バドミン

トン競技大会
2019/7/31～8/5

八代トヨオカ
地建アリーナ
八代市東陽ス
ポーツセン

ター

東京都私立中高協会第
９支部総合競技大会

2019/8/25

日本大学第
二中学・高
等学校体育

館

第24回全国私立高等学
校選抜バドミントン大

会
2019/8/26～29

ブレックス
アリーナ宇

都宮

2019/7/21 実践高尾 東久留米総合

2019/8/25 実践高尾 駒大高

2019/9/1
武蔵野シ
ティ

武蔵野シティ

2019/7/25 駒沢第二 東京成徳

2019/8/29 駒沢第二 農大一

2019/7/23 実践高尾 葛飾野

2019/8/30 実践高尾 大東文化一

2019/7/22 実践高尾 東亜学園

2019/7/27 実践高尾 光ヶ丘

2019/8/4 実践高尾 鷺宮

高校合唱部
第８６回NHK全国学校音楽
コンクール東京都大会
高等学校の部予選B

2019/7/24
府中の森
芸術劇場

どりーむホール

高校卓球部 インターハイ 2019/8/16～8/19
鹿児島県

鹿児島アリーナ

実践学園Ｃ〇２－０葛飾野
（堀江２）

T３リーグ

Ｔ４リーグ

高校サッカー部

ＮＳリーグ

実践学園〇１－０東久留米総合
（竹原）

実践学園Ｂ●１―２〇東京成徳
（大西）

実践学園○１－０●駒大高
（竹原）

１回戦　シード
２回戦　実践学園　〇　３－０　●　杉並学院
準決勝　実践学園　〇　３－０　●　明大中野

決勝　実践学園　〇　３－０　●　堀越

優勝しました!

実践学園Ｃ　○１０－０●　大東文化一

奨励賞
応援ありがとうございました。

実践学園Ｅ〇６ー４●東亜学園
（高橋２、松本、齋藤、宇田、亀井）

【ダブルス】脇ノ谷・剣持組
　１回戦 ○３－１●奈良県代表

　２回戦 ●０－３○明豊高校ペア（大分県１位）

【シングルス】剣持将作（１年）
　１回戦 ○３－２●関西高校選手（岡山県１位）
　２回戦 ○３－１●慶誠高校選手（熊本県１位）
　３回戦 ●１－３○愛工大名電高校（愛知県）

　　　　　　　　　 世界ジュニア代表選手

　ダブルス２回戦敗退、シングルスベスト６４と
　なりました。

中学女子
バレーボール部

高校男子
バドミントン部

実践学園Ｅ△２－２光が丘
（山本２）

実践学園Ｄ○２－１●鷺宮
（崎間、上堀内）

実践学園Ｂ○３－１●東京農大一
（曽根、

予選リーグ
１回戦　実践学園〇３－２●愛知工業大学名古屋

２回戦　実践学園〇３－１●広島城北

決勝トーナメント
１回戦　実践学園〇３－０●横浜

２回戦　実践学園●１－３〇聖ウルスラ英智

９～１６位決めトーナメント
実践学園●０－３〇比叡山
実践学園〇３－０●新田

実践学園●０－３〇淑徳巣鴨

【結果】第１４位

　　実践学園 ○２－０●江別中央（北海道）
　　実践学園 ○２－０●上新田（宮城県）
　　実践学園 ○２－０●山科（京都）
 準々決勝　実践学園 ○０－２●八王子実践

　　　　　　　　全国第ベスト８
　　　　　ご声援ありがとうございました！

Ｔ１リーグ

実践学園○１－０●武蔵野シティ
（佐藤）

１回戦　実践学園　〇　３－０　●　徳島商業
２回戦　実践学園　●　１－３　〇　日章学園

３年生はこれで引退です。
応援ありがとうございました。



九支部大会 2019/8/6
佼成

グラウンド

新人大会 2019/8/23 各会場

地区大会（個人） 2019/8/7

私学学校対抗戦
（団体）

2019/8/12
私学事業財

団
総合運動場

私学選手権大会
（個人）

2019/8/13 各会場

新人大会（個人）
2019/8/20

（決勝大会21日）
各会場

リーグ戦
vs 専大附 1-②
鳥山 荒井 0-④
青山 吹原 ④-2

中田 長谷川 0-④

vs 東京立正 ②-1
渡邊 田中 1-④
青山 吹原 ④-2
鳥山 荒井 ④-1

以上の結果により、リーグ2位
3・4位決定戦

vs 文大杉並 0-②
中田 長谷川 0-④

青山 吹原 3-④(4-⑦)

結果 4位
（最近5年間で最高順位です）

久保田・安高　１回戦　シード
　　　　　　　２回戦　④－１（法政大高）
　　　　　　　３回戦　④－２（専修大附）
　　　　　　　組決勝　０－④（文京学院）
上原・平井　　１回戦　１－④（錦城）
塚本・松下　　１回戦　④－０（香蘭）
　　　　　　　２回戦　０－④（武蔵野大千代田）
佐藤・伊東　　１回戦　不戦勝
　　　　　　　２回戦　０－④（日大鶴ヶ丘）
小林・斉藤　　１回戦　０－④（拓大一）
前田・福井　　１回戦　０－④（法政大高）

高校女子
ソフトテニス部

青山吹原 ベスト128(ブロック決勝進出)
鳥山荒井 ベスト256

竹内渡邊 出場
中田櫻井 出場
久保田中 出場
伊沢清水 出場
高橋森 棄権

１回戦　不戦勝
２回戦　１－２（田園調布）

（塚本・松下３－④、小林・平井１－④、
久保田・安高④－１）

久保田・安高　１回戦　シード
　　　　　　　２回戦　④－０（鴎友学園）
　　　　　　　３回戦　④－１（福生）
　　　　　　　組決勝　０－④（武蔵野大千代田）
塚本・松下　　１回戦　シード
　　　　　　　２回戦　④－１（明治）
　　　　　　　３回戦　④－２（拓大一）
　　　　　　　組決勝　０－④（日体桜華）
鈴木・坪井　　１回戦　シード
　　　　　　　２回戦　０－④（杉並）
渡辺・斉藤　　１回戦　④－０（第一商業）
　　　　　　　２回戦　０－④（文大杉並）
前田・福井　　１回戦　④－０（鶴川）
　　　　　　　２回戦　０－④（日体桜華）
田渕・星　　　１回戦　不戦勝
　　　　　　　２回戦　０－④（国本学園）
相川・大澤　　１回戦　３－④（早稲田実業）
木原・大地　　１回戦　０－④（小山台）

久保田・安高　１回戦　シード
　　　　　　　２回戦　④－１（豊多摩）
　　　　　　　３回戦　０－④（文大杉並）
上原・平井　　１回戦　０－④（駒澤大）
小林・松下　　１回戦　④－３（大妻中野）
　　　　　　　２回戦　０－④（専修大附属）
佐藤・坪井　　棄権
伊東・渡辺　　１回戦　０－④（昭和女大付）
鈴木・斉藤　　１回戦　０－④（駒澤大）
前田・福井　　１回戦　０－④（園芸）

高校男子ソフトテニス部



中野区大会
（個人）

2019/8/25
上高田

テニスコー
ト

2019/8/14 各会場

2019/8/15 各会場

2019/8/16 各会場

東京都私立
中高協会

第９支部大会
（団体）

2019/8/25

日本大学第
二

中学・高等
学校

陸上競技部 私学８・９支部大会 2019/8/26
大井陸上
競技場

高校
吹奏楽部

第59回東京都高等学校
吹奏楽コンクール大会Ｃ組

2019/8/14
府中の森
芸術劇場

ウィーンホール

高校女子
ソフトテニス部

高校女子バドミントン部

新人戦Ⅰ

金賞受賞
応援ありがとうございました。

千野・本橋　実践学園 ○ ２－０ ● 武蔵村山
　　　　　　実践学園 ○ ２－０ ● 共立女子第二
　　　　　　実践学園 ○ ２－０ ● 白梅学園
　　　　　　実践学園 ○ ２－０ ● 東村山
　　　　　　実践学園 ○ ２－０ ● 朋優学院
　　　　　　実践学園 ● ０－２ ○ 豊島
伊藤・石原　実践学園 ○ ２－０ ● 府中西
　　　　　　実践学園 ○ ２－０ ● 正則
　　　　　　実践学園 ○ ２－０ ● 立教大学付属
　　　　　　実践学園 ● ０－２ ○ 潤徳女子
佐伯・郡樂　実践学園 ○ ２－０ ● 上野
　　　　　　実践学園 ○ ２－０ ● 豊多摩
　　　　　　実践学園 ● ０－２ ○ 錦城

高校男子９支部総合２位
高校男子９支部最優秀選手（２年 Ａ組 山口 拓海）

中学男子９支部総合３位

竹内・峰岸　実践学園 ○ ２－０ ● 桜修館
　　　　　　実践学園 ○ ２－０ ● 目黒
　　　　　　実践学園 ○ ２－０ ● 永山
　　　　　　実践学園 ○ ２－０ ● 日野台
　　　　　　実践学園 ○ ２－０ ● 葛飾野
　　　　　　実践学園 ○ ２－０ ● 錦城
水野・井上　実践学園 ○ ２－０ ● 愛国(不戦勝)
　　　　　　実践学園 ○ ２－０ ● 八王子東
　　　　　　実践学園 ○ ２－１ ● 錦城
　　　　　　実践学園 ○ ２－０ ● 大泉
　　　　　　実践学園 ● ０－２ ○ 関東第一
須﨑・江口　実践学園 ○ ２－０ ● 福生
　　　　　　実践学園 ○ ２－０ ● 武蔵村山
　　　　　　実践学園 ○ ２－０ ● 武蔵
　　　　　　実践学園 ● １－２ ○ 目黒日本大学

     実践学園　　○ ３－０ ●　　 國學院久我山
     実践学園　　○ ３－０ ●　　 日大鶴ヶ丘
     実践学園　　○ ３－０ ●　　 杉並学園

       ９支部大会、優勝！（５連覇更新！）

山野・鈴木　実践学園 ○ ２－０ ● 拓殖大学第一
　　　　　　実践学園 ○ ２－０ ● 豊南
　　　　　　実践学園 ○ ２－０ ● 松原
　　　　　　実践学園 ○ ２－０ ● 小平西
　　　　　　実践学園 ○ ２－０ ● 東大和
　　　　　　実践学園 ● ０－２ ○ 杉並総合
木本・勝浦　実践学園 ○ ２－０ ● 立川
　　　　　　実践学園 ○ ２－０ ● 東京成徳大学
　　　　　　実践学園 ○ ２－０ ● 目黒

　　　　　　実践学園 ○ ２－０ ● 南平
　　　　　　実践学園 ○ ２－０ ● 国分寺
　　　　　　実践学園 ● ０－２ ○ 関東第一
安田・萩宇田実践学園 ○ ２－０ ● 戸山
　　　　　　実践学園 ○ ２－０ ● かえつ有明
　　　　　　実践学園 ○ ２－０ ● 芝商業
　　　　　　実践学園 ○ ２－０ ● 葛西南
　　　　　　実践学園 ○ ２－０ ● 城東
　　　　　　実践学園 ● １－２ ○ 町田総合

塚本・松下　予選リーグ　④－１（戸山）
　　　　　　　　　　　　④－２（大妻中野）
　　　　　　　　　　　　④－０（東大付属）
　　　　　   ３勝０敗　決勝トーナメント進出
決勝トーナメント　０－④（武蔵丘）　 ベスト８
小林・斉藤　予選リーグ　２－④（戸山）
　　　　　　　　　　　　２－④（大妻中野）
　　　　　　　　　　　　④－０（東大付属）
　　　　　　　　　１勝２敗　予選リーグ敗退
前田・福井　予選リーグ　１－④（大妻中野）
　　　　　　　　　　　　０－④（武蔵丘）
　　　　　　　　　　　　④－０（東大付属）
　　　　　　　　　１勝２敗　予選リーグ敗退
田淵・相川　予選リーグ　０－④（戸山）
　　　　　　　　　　　　１－④（大妻中野）
　　　　　　　　　　　　２－④（東大付属）
　　　　　　　　　０勝３敗　予選リーグ敗退
渡辺・大澤　予選リーグ　０－④（大妻中野）
　　　　　　　　　　　　④－２（東大付属）
　　　　　　　　　１勝１敗　予選リーグ敗退

2019/7/20～2

　
実践学園 ○２－０●高崎商科短期大学付属（群馬県）
　実践学園 ○２－０●横浜隼人（神奈川県）
　実践学園 ○２－０●淑徳与野（埼玉県）
　実践学園 ○０－２●文京学院大女（東京都）
　
　　　　　　関東私立第３位

大田区総合
体育館

高校女子
バレーボール部

関東私立高等学校
バレーボール選手権大

会


