


男女ともに公式戦では
勝利を飾り健闘するな

ど、勢いに乗っています
。

バスケットボール＝ハ
ビット（習慣）スポーツ

という考えのもと、

部活だけでなく学校生
活も全力で取り組むこ

とを意識しています。

また、チームで互いに切
磋琢磨し、チーム一丸と

なって頑張っています。

高校男子: R3①春季大会出場 ②インターハ
イ予選出場 ③夏季私学支部大会出場 ④新
人戦第4支部ベスト16
高校女子: R3①春季大会出場 ②インターハ
イ予選出場 ③高体連支部大会出場 ④夏季
私学支部大会出場 ⑤新人戦2回戦出場 ⑥
C支部大会出場

2014年～2016年、2018年、2019年 東京都
総合体育大会 優勝／2015年 関東選手権大
会 優勝 ジャパンカップ全日本選手権大会 
第四位／2016年 全日本高等学校選手権大
会 準優勝／2017年 ジャパンカップ全日本
選手権大会 第三位／2018年 関東選手権大
会 優勝 全日本高等学校選手権大会 第三位
／2019年 関東選手権大会 優勝、全日本高
等学校選手権大会 優勝／2020年 ジャパン
カップ全日本チアリーディング大会 第三位

都大会団体戦4回戦以
上・個人戦本選出場を

目指し、ハードコート1
面を

使って男女別々に活動
をしています。勝ち負け

だけではなくテニスを
楽しむ

こと、自分たちの力で部
活動を運営し作り上げ

ることを大切にしていま
す。

平成30年度 東京都高等学校テニス選手権大
会 男子団体ベスト56、男子シングルス予選準
決勝／東京都高等学校新人テニス選手権大会 
男子シングルス予選準決勝／東京私立中高テ
ニス選手権大会 男子シングルス予選準決勝、
男子ダブルス予選準決勝／令和2年度 東京私
立中高テニス選手権大会 女子シングルス予選
決勝／令和3年度 東京都高等学校新人テニス
選手権大会 男子ダブルス予選準決勝

2015年 ジャパンカップ全日本選手権大会 準
優勝／全日本中学校選手権大会 準優勝／
2016年 全日本中学校選手権大会 準優勝／
2017年 ジャパンカップ全日本選手権大会 第三
位／全日本中学校選手権大会 第三位／2018
年 ジャパンカップ全日本選手権大会 優勝／全
日本中学校選手権大会 準優勝／2020年 ジャ
パンカップ全日本チアリーディング大会 第六
位／2021全日本中学校選手権大会三位



2021年 高校総体東京都予選 都大会出場／
全国高校サッカー選手権東京都大会2次ベ
スト16／T4リーグBブロック6位／地区リー
グ2部・3部優勝



第13回 全国中学校高等学校女子ラクロス
選手権大会6位／Teen's Cup 2018・2017
　関東ベスト8／Winter Open 2021(新人
大会) 決勝T進出／Autumn Cup '21 関東4
位／2019・2020中学生女子ラクロス関東大
会4位(2年連続) ／2020年U18関東選抜1
名、U15関東選抜2名選出／2021年U18関東
選抜4名、U15は開催なし

第13回全国中学校高等学校女子ラクロス選
手権大会6位／春季関東特別大会2021 関
東ベスト8／Winter Open 2021(新人大会) 
決勝T進出／Autumn Cup '21 関東4位／
2020年U18関東選抜1名、U15関東選抜2名
選出／2021年U18関東選抜4名、U15開催な
し

週に3回、

熱心で丁寧に指導して
くださるコーチや、

経験年数の長い上級生
が、下級生や初心者を

指導しています。

中1から高3までが一緒
に練習しますが、練習が

終われば、

仲の良い関係です。試
合の出場とともに、昇段

・昇級審査を受け稽古
の成果を発揮していま

す。
弓道場がないという大

きなハンデがあります
が、

全国大会出場をめざし
て部員は日々稽古に励

んでいます。

校内では巻き藁練習が
中心ですが、月に1～2

回ほど、外部練習を行っ
ています。



2022年度
【春季大会 一次予選】
一回戦　自由ヶ丘5-10〇
二回戦　北豊島工業高校0-10〇
【春季大会 本大会】
一回戦　東京成徳大学高等学校2-1●

2021年度
【春季大会 本大会】
一回戦 明法高等学校2-9 ○
二回戦 日本大学豊山高等学校7-0 ●
【第103回全国高等学校野球選手権東東京大会】
二回戦　東京実業高等学校3-2●
【秋季大会一次予選】
一回戦　駒場学園高等学校8-7●

2020年度
【春季大会】中止
【東西東京都高等学校野球大会】
一回戦　墨田工業高等学校1-7 ○
二回戦　都立雪谷高等学校0-10 ○
三回戦　帝京高等学校7-0 ●
【秋季大会 一次予選】
一回戦　都立国立高等学校2-5 ○
二回戦　正則学園高等学校3-9 ○
【秋季大会 本大会】
一回戦　日本大学第二高等学校12-10 ●

2019年度
【春季大会 本大会】
一回戦　明治大学付属明治高等学校6-7 ○
二回戦　國學院久我山高等学校12-2 ●
【第101回全国高等学校野球選手権東東京大会】
一回戦　芝高等学校5-4 ●
【秋季大会 一次予選】
一回戦　都立小平西高等学校4-5 ○
二回戦　青陵高等学校1-8 ○
【秋季大会 本大会】
一回戦　創価高等学校15-0 ●

練習は、平和の森公園
競技場と和田堀公園第

2競技場で活動していま
す。

自分で目標を達成する
ために基礎からコツコ

ツ頑張っています。

第3支部 学年別大会 女子100ｍ 第8位、男子
800ｍ 第5位、新宿区総合体育大会 男子幅跳
び 第3位、女子砲丸投げ 第3位、女子1500ｍ 
第1位、女子5000ｍ 第1位、男子1500ｍ 第5
位、男子1500ｍ 第6位、男子 100ｍ 第3位、
新宿区民駅伝大会男子3位 女子6位



休部中



衛生面に細心の注意を払い、お菓子や軽食を
作っています。



文字を書く力を芸術に
高めます。週一回、経験

豊かなコーチの先生の

ご指導のもと練習を重
ねると字形が飛躍的に

上達するのみならず、

全国硬筆コンクール上
位入賞を実現。作品の

常設展示を行っていま
す。

全国書写書道伝統文化大会（硬筆）全国年賀
はがきコンクール優秀特選金賞など／学生
書初め展覧会優秀特選など／高円宮杯日本
武道館書写書道大展覧会「硬筆」大会奨励
賞・特選など



ROCK MUSIC BAND
【東京目白アンカーク

ラブ】

第12回東京都高等学校軽音楽コンテスト　
優秀賞／第13回東京都高校文化祭軽音楽部
門大会 奨励賞／第14回東京都高校文化祭
軽音楽部門大会 奨励賞

軽音楽部はそれぞれの
部員がバンドを組んで

、文化祭や定期ライブで
演奏を発表しています

。

オリジナル曲の制作・録
音や、各種大会、合同ラ

イブにも参加していま
す。

初心者から始める部員
もいますが、練習・発表

を通じて上達していき
ます。

週に1度集まり、学校周
辺を撮影したり、写真を

印刷して批評したりしま
す。

定期的に外部の撮影会
も実施し、テーマを絞っ

てカメラを向けます。

同じ所で同じものを撮
ったはずなのに、まった

く違う作品が仕上がり
ます。

作品はラーニングスペ
ースに展示したり、自分

の作品をアルバムにま
とめます。

また、コンテストにも応
募しています。



ボカロソフトを使用した
楽曲づくり、プログラミ

ング、３Dプリンタ、イラ
スト作り、

動画編集、プレゼンテー
ションなど、コンピュー

タを使用した創作活動
をしています。

コンピュータに興味が
あれば特に専門知識は

必要ありません。先輩、
後輩の仲が良く、

話し合いながら一緒に
なって活動しているの

も特徴です。

東京都吹奏楽コンクールC組金賞、アンサン
ブルコンテスト銀賞、定期演奏会

−Spica Winds−

文化祭・野球部夏の大
会応援の演奏や各コン

クールに向けて日々練
習を重ねています。

各パートに専門の先生
がおり、基礎から丁寧に

教えてもらえますので、

楽器未経験の方でも大
歓迎です。
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