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番外編 

校内マラソン大会（福生中央公園）でバスケット部員が 

１，２，３位独占！ 

ベスト１０にも６人が入賞しました。 

 

 

【優勝  （２年連続 ３回目）第 38 回西部リーグ大会        

                            2016.1.31・2.11】 

       青梅総合  ｖｓ 都羽村                 79-19 

       青梅総合  ｖｓ 都武蔵村山              61－42 

         青梅総合  ｖｓ 都東大和南              70－52 

       青梅総合  ｖｓ 都上水                 57－38 

 

 

 

全勝優勝！！ 

最優秀選手に中出那奈、優秀選手に 

川勝樹奈が選ばれ表彰されました。 



 

【ベスト３２ 東京都高等学校    2015.11.15～2016.1.24 

女子バスケットボール 新人大会】  

       青梅総合  ｖｓ 東京学芸大学附属        ７０－３９ 

青梅総合  ｖｓ 東京朝鮮高校           ８６－７５ 

青梅総合  ｖｓ 都上水                ５０－５６（ベスト１６がけ）  

 

【準優勝第７２回立川地区高等学校     2015.9.23・27 

女子バスケットボールリーグ定期戦】 

リーグ戦     青梅総合ｖｓ都秋留台           １３３－２９ 

リーグ戦     青梅総合ｖｓ都東大和            ９７－３２ 

準決勝戦    青梅総合ｖｓ都東大和南          ５６－４５ 

決勝戦      青梅総合ｖｓ都上水             ５７－６１ 

 

 



 

 

 

 

【東京都高等学校体育連盟夏季大会】   2015.8.22～23 

青梅総合  ｖｓ 都  小平           ７１－４７ 

青梅総合  ｖｓ 都  小平南          ６９－４９ 

 準決勝   青梅総合  ｖｓ 藤村女子           ５１－６０ 

   ブロック  ３位  

【祝優勝第 31 回第 8 学区高等学校 

女子バスケットボール交流大会】 

        青梅総合  ｖｓ 東海大菅生      ８５－３３ 

青梅総合  ｖｓ 都  立川国際      ９８－２５ 

 準決勝   青梅総合  ｖｓ 拓殖大第一       ８１－６６ 

決勝    青梅総合  ｖｓ 都  上水         ６７－６６ 

 

 

 

 

 

  

 

                          

青梅総合高等学校  女子バスケットボール部     

 

 

【ベスト１６ 東京都高等学校総合体育大会】2015．5.10～6.21 

祝！！都ベスト１６！！ 

優勝！  

BEST５に川勝樹奈・塩谷菜々子、優秀選手に安田美結、最優秀

選手、最多得点王（１０５点）に中出奈那、新人賞に山里有加が

選ばれ表彰されました。 

 

八連覇目ならず。 

敢闘選手に中出奈那、優秀選手に安田美結が選ばれ 

表彰されました。 

 



 

   5 月 31 日（日）  青梅総合  VS 駒沢学園女子        117－54 

   6 月  7 日（日）  青梅総合  VS 東京朝鮮中高等学校    109－50 

   6 月 13 日（土）  青梅総合  VS 都つばさ総合          62－49 

   6 月 14 日（日）  青梅総合  VS 実践学園            72－81 

 

 

 

 

 

※中学生向け部活動体験を 8 月 9 日（日）9：00～12：00 本校体育館で行います！！

ぜひぜひご参加下さい！ご連絡をお待ちしています。連絡先は HP の最後にあります ! 

★最近の戦績★  

【ベスト 16 関東大会東京都予選兼春季大会】 2015.4.12～5.6 

4月29日（水） 青梅総合 vs 明治大付明治   91－29 

4月29日（水） 青梅総合 vs 都高島      96－47 

5月3日  （日） 青梅総合 vs 都つばさ総合   75－67    

5月4日  （月） 青梅総合 vs 駒澤大高     68－114   都ベスト 16！  

参加３３１校中、ベスト１６に入り、 

東京都高等学校体育連盟バスケットボール女子部より「優秀校」

として表彰されました。 

ご声援ありがとうございました！！ 

 

参加３２５校中、ベスト１６に入り、 

東京都高等学校体育連盟バスケットボール女子部より 

「優秀校」として表彰されました。 

 

都ベスト 16！  



 

 

 

 

【祝優勝第７１回立川地区高等学校     2015.3.27・28 

女子バスケットボールリーグ定期戦】 

リーグ戦     青梅総合ｖｓ都羽村          91－48 

リーグ戦     青梅総合ｖｓ都立川          101－45 

準決勝戦    青梅総合ｖｓ都国立          72－51 

決勝戦      青梅総合ｖｓ都東大和南        89－75 

 

 

 

 

 

【優勝  第 37 回西部リーグ大会        2015.2.8・2.11】 

       青梅総合  ｖｓ 都秋留台               108-40 

       青梅総合  ｖｓ 東海大菅生              98－60 

         青梅総合  ｖｓ 都東大和南              56－42 

全勝優勝！！七連覇目！ 

最優秀選手に中出奈那、優秀選手に伊藤花梨が選ばれ 

表彰されました。 

 

参加３２５校中、ベスト１６に入り、 

東京都高等学校体育連盟バスケットボール女子部より 

「優秀校」として表彰されました。 

 



 

       青梅総合  ｖｓ 都上水                 83－56 

 

 

 

 

【ベスト１６ 東京都高等学校    2014.11.23～2015.1.25 

女子バスケットボール 新人大会】  

 
       青梅総合  ｖｓ 都井草                ８７－６１ 

青梅総合  ｖｓ 帝京高校              １１６－６５ 

青梅総合  ｖｓ 都広尾                ６９－５９（ベスト１６がけ）  

青梅総合  ｖｓ 明星学園               ７２－９３（ベスト８がけ） 

ご声援ありがとうございました！ 

 

【祝優勝第７０回立川地区高等学校    2014.9.28・10.1 

女子バスケットボールリーグ定期戦】 

 

全勝優勝！！ 

最優秀選手に神林美優、優秀選手に 

鈴木最結が選ばれ表彰されました。 



リーグ戦     青梅総合ｖｓ都武蔵村山          109－53 

リーグ戦     青梅総合ｖｓ都立川国際          148－42 

準決勝戦    青梅総合ｖｓ都東大和            90－47 

決勝戦      青梅総合ｖｓ都東大和南           67－52 

 

 

 

 

 

 

【祝優勝第 30 回第 8 学区高等学校 

女子バスケットボール交流大会】 

        青梅総合  ｖｓ 昭和第一        ７３－３６ 

青梅総合  ｖｓ 東海大菅生      ７８－３９ 

 準決勝   青梅総合  ｖｓ 都  東大和南      ６６－３５ 

決勝    青梅総合  ｖｓ 都  上水         ６１－３９ 

 

 

 

 

☆２０１５年間行事予定  

優勝！  

BEST５に伊藤花梨・神林美優・鈴木最結、優秀選

手に龍前友香、最優秀選手に福田芽依、新人賞

に中出奈那が選ばれ表彰されました。 

全勝優勝！！六連覇目！ 

最優秀選手に福田芽依、優秀選手に龍前友香が選ばれ 

表彰されました。 

 



4 月   関東大会予選            4 月 12 日～5 月 6 日  

5 月   インターハイ予選          5 月 10 日～6 月 21 日  

7 月   合宿【群馬県尾瀬】        7 月 23～ 27 日  

8 月   夏季大会               8 月 22 日～8 月 25 日  

    体験入部                8 月 9 日（日） 

部活動体験（学校全体）       8 月予定  

8 学区大会               8 月１７・１８日  

9 月   秋季立川リーグ          9 月 23・27 日  

11 月  新人大会               11 月 3 日～23 日・ 1 月 10 日～24 日  

2 月   西部リーグ             2 月中旬  

3 月   春季立川リーグ            3 月下旬  

 

 

 

 

 

 ☆新セカンダリーとユニフォーム   

 ☆応援旗    



関東大会出場、東京都ベスト８を目指し、チーム一丸となって日々活動しています。  

その結果、戦績もどんどん上がってきています。  

バスケットボールの好きな中学生の皆さん！ぜひ一緒にトップをねらいましょう！  

顧問〔 神田  道夫  〕 

 

 

 

 

 

【部活動体験】 

8月 9日（日）9：00～12：00 本校体育館で行いました。 

熱い中たくさんの皆さんの参加ありがとうございました。 

個別にも対応できますので是非ご連絡ください。 

他の日も随時受付けています。練習の見学・参加したい方はぜひご連絡ください！ 

青梅総合高校  体育館  （ＪＲ 青梅線  東青梅駅  徒歩３分） 

連絡先   電話  ０４２８－２２－７６０４（神田）      ＦＡＸ ０４２８－２２－７６２４（書式自由）   


