
　 ご希望される場合は、HPよりFAXにてお申し込みください。
　 尚、コロナウイルス感染状況におじて中止となる場合もございすので、あらかじめご了承ください。

　 昭和第一高等学校女子バレーボール部は、中学生を対象とした練習見学、体験入部を行ってお

※学校ＨＰリニューアルにより

近年のおもなTOPIC

https://sakura-volley.jp

http://www.hstwv.jp/

〔リンク先〕　奥戸Believeバレーボールクラブ

http://m.facebook.com

中学生（受験生）のみなさんへ

　　練習の見学、体験入部は、随時受けつけております！！　03-3811-0636（代）にご連絡ください。

見学・体験入部をご希望の方は「練習見学・体験入部FAX送信書」をご利用ください。

令和４年７月４日更新

〔リンク先〕　茨城県立佐和高等学校女子バレーボール部

http://www.sawa-h.ibk.ed.jp/?page_id=168

〔リンク先〕　茨城県立那珂高等学校女子バレーボール部

http://www.naka-h.ibk.ed.jp/?page_id=146

〔リンク先〕　東京都高校体育連盟女子バレーボール専門部

〔リンク先〕　桐の子バレーボールクラブ

kirinoko.hatenablog.com

〔リンク先〕　東京私立中学高等学校バレーボール連盟

練習見学・体験入部をご希望される中学生はご連絡ください。

　 不明な点、ご質問、ご相談のある方は、本校までご連絡ください。
　 みなさまのお越しを部員一同、心よりお待ちしております。

　 ります。

　 変更する場合があります。
※部員、保護者、ＯＧの方に
　 はムービー配信を行い、日
　 頃の活動を伝えています。
※現在、400作以上を配信中！

https://sakura-volley.jp/
http://www.hstwv.jp/
http://m.facebook.com/
http://www.sawa-h.ibk.ed.jp/?page_id=168
http://www.naka-h.ibk.ed.jp/?page_id=146
http://m.facebook.com/


夏季大会Aﾌﾞﾛｯｸ第3位！春高予選まであと2つに迫る！！

第21回ﾌﾚﾝﾄﾞｶｯﾌﾟ5戦全勝で優勝！！

　顧問の岸本先生、部員の池さんが東京私学選抜選手団で台湾に海外遠征へ！！

 夏の東京私学大会でﾍﾞｽﾄ16決定戦に進出！！実践学園と対戦！！



 新人ﾘｰｸﾞ戦5戦全勝で優勝！4年連続で都大会出場へ！！東京立正と対戦！

東京私学大会　2季連続で東京ベスト１６決定戦進出！！八王子実践と対戦！

春季リーグ戦全勝第1位！5年連続都大会出場へ！！

新人選手権大会予選リーグ全勝突破！本戦２回戦で松蔭と対戦！！



私学選手権大会１回戦シード２回戦勝利！！３回戦は大会中止に・・・



東京私学大会３季連続ベスト１６決定戦進出！4回戦藤村女子に完敗

春季リーグ予選優勝！！2016～2021年　連続都大会出場！！

新人リーグ予選優勝！！2016～2021年　連続都大会出場！！



６月の活動
◆ 新チーム始動！！
　　今年も
　　　①春高予選出場！
　　　②関東私学大会出場！
　　を目標に練習します！

第3回スカイツリーカップバレーボール大会　優勝

体育大会では退場誘導係に加え、感染予防（消毒）係を務めました。

体育大会での記念撮影 早朝学習会を再開しました。



2年生はほぼクラス上位！！ 卒業生の教育実習が終了しました。

集合、整隊の練習も欠かさず行います。 練習試合の様子



７月の活動
◆ 新チーム２ヶ月目

　　夏休み練習開始！！

令和3年7月11日（日）　会場：本校　対戦：目黒学院高校
ｖｓ 目黒学院高校
　　　Ａ○２５－１６●Ｂ　Ａ○２５－８●Ａ　Ｂ○２５－５●Ｂ　Ａ○２５－６●Ａ　Ａ○２５－５●Ａ

◆新チームの４試合目。

練習試合4回目

　 第1セット序盤、初試合の緊張から連携が噛み合わず、僅差でセットを落とすも、試合間の
　 ミーティングで気持ちを切り替え、その後のセットからは自分たちのリズムに。

練習試合2回目

練習試合1回目
令和3年6月6日（日）　会場：本校　対戦：豊島学院（3年現役含む）
ｖｓ 豊島学院高校
　　Ａ●２２－２５○Ａ　Ａ○２５－１８●Ａ　Ｂ○２５－１５●Ｂ　Ａ○２５－１１●Ａ
　　Ａ○２５－１７●Ａ
◆新チームとしての初試合。
   相手は現役3年生を含めた豊島学院高校。

令和3年6月28日（日）　会場：上野学園　対戦：上野学園高校

   相手は現役3年生を含めた大成高校。

◆新チームの3試合目。

現在、保護者の観覧が出来ない場合は、相手校の許可を頂いて練習試合をライブ配信などしています。

   各セットごと課題を与えての練習試合。チーム作りをしながら1セット1セットを行い、少しずつ
　 「形」が見えてくるようになりました。

令和3年6月19日（日）　会場：大成　対戦：大成高校（3年現役含む）
ｖｓ 大成高校
　　　Ａ●２３－２５○Ａ　Ｂ○２５－１４●Ｂ　Ａ●１６－２５○Ａ
◆新チームの2試合目。

　 顧問は役員会で不在、副顧問の指導のもとでの試合となりました。

練習試合3回目

　　に入りましたが、チームの「形」作りに対する意識が高まりました。
   各セットごと課題を与えての練習試合。叱られる場面が多く、新チームならではの厳しい時期

ｖｓ 上野学園高校
　　　Ａ○２５－　７●Ａ　Ａ○２５－１１●Ａ　Ｂ○２５－　９●Ａ　Ａ○２５－１●Ａ　Ａ○２５－２●Ａ
　　　Ａ○２５－　２●Ａ　Ｂ○２５－　５●Ａ　Ａ○２５－１０●Ａ



◆新チームの６試合目。
   各セットごと課題を与えての練習試合。リベロ不在の中での試合となりましたが、自分たちの
　　形が見えるようになってきた試合でした。

　　 Ａ○２５－１６●Ａ　Ｂ○２５－１７●Ａ　Ｂ○２５－  ４●Ａ

ｖｓ 豊島学院
　　 Ａ○２５－  ５●Ａ　Ａ○２５－１１●Ａ　Ｂ○２５－  ６●Ｂ　Ａ○２５－  ７●Ａ
　　 Ｂ●２０－２５●Ｂ  Ａ○２５－１３●Ａ
◆新チームでの７試合目
　 まだ３年生の主力選手が残る対戦チーム相手に、自分たちのバレーを崩さず徹することがで
　 き、自信を深めた１日となりました。

練習試合5回目
令和3年7月16日（金）　会場：日大一高　対戦：日本大学第一高校

◆新チームでの８試合目
　 インターハイ予選で対戦した都国立とのリベンジ戦。先輩たちの分まで戦う気持ちを大切に
　　１日気持ちを込めた試合をすることができました。

考査後恒例のスポーツ大会から夏休み練習を開始！！

練習試合７回目
令和３年７月22日（木）　会場：本校　対戦：豊島学院高校

ｖｓ 日本大学第一高校
　　　Ａ●１７－２５○Ａ　Ａ●２５－２７○Ａ　Ｂ○２５－２２●Ｂ　Ａ●２１－２５○Ａ　
　　　Ａ○２５－１３●Ａ　Ｂ○２５－２２●Ｂ　Ａ○２５－１７●Ａ

ｖｓ 都拝島・都立川聾合同チーム

　　いつもお世話になっている日大一高と練習試合をさせて頂きました。前半３セットまでは
　　センター不在で苦しい状況が続きましたが、４セット目から良い試合ができました。

練習試合6回目
令和3年7月18日（日）　会場：本校　対戦：錦城学園高校

◆新チームの５試合目。

　　 Ｂ○２５－  ５●Ｂ　Ｂ○２５－１２●Ｂ　Ｂ○２５－  ６●Ｂ

練習試合８回目
令和３年７月２５日（日）　会場：都立国立高校　対戦：都立国立　都立拝島・立川聾合同チーム
ｖｓ 都国立
　　 Ａ○２５－  ４●Ａ　Ａ○２５－  ９●Ａ　Ａ○２５－  ６●Ａ　Ａ○２５－１６●Ａ

ｖｓ 錦城学園高校
　　Ａ○２５－９●Ａ　Ａ○２５－１０●Ａ　Ｂ○２５－２２●Ｂ　Ａ○２５－５●Ａ　Ｂ○２５－１８●Ｂ
　　Ａ○２５－７●Ａ



　　ました。

９月の活動
◆ 新チーム４ヶ月目

◆ 新チーム３ヶ月目

　　コロナ感染者５０００名を超えたた
　　め、学校練習のみの１ヶ月となり

８月の活動

　　９／４から部活動が中止となり、各
　　自自宅でのトレーニング、リモート
　　での練習に切り替えました。

学校ＨＰ用の集合写真を撮影しました。



ｖｓ 東海大高輪台
　　 Ａ●16－25○Ａ　Ａ○２５－１４●Ａ　Ｂ●２３－２５○Ｂ　Ａ○２５－２３●Ａ
　　 Ｂ○２０－１８●Ｂ　Ａ○２０－１７●Ａ
1ヶ月間にもわたる練習中止の上、練習再開3日目での練習試合は、7月25日以来の練習試合
となりました。セッターが不在の中でしたが、2セット目以降、少しずつゲーム感覚を掴み始め、
1年生セッターとの息も合うようになり自分たちらしいゲームに。1ヶ月各自の自主トレ、リモートで

の課題を浮き彫りにしてくださいました。胸をかしていただきありがとうございました。

練習試合10回目
令和３年10月10日（日）　会場：淑徳高校　対戦：淑徳高校　淑徳高校ＯＧ
ｖｓ 淑徳
　　 Ａ○２５－１０●Ａ　Ａ○２５－  ５●Ａ　Ｂ○２５－１５●Ａ

令和３年10月3日（日）　会場：本校　対戦：東海大高輪台高校

勉強になりました。ラリーはあるものの、最後の最後で力負けしてしまった経験は、今後の練習

練習試合９回目

の練習だけで過ごしましたが、自主トレが無駄ではなかったと自信を深めた1戦となりました。

1ヶ月振りの練習再開。2ヶ月振りの練習試合。バレーは楽しいと改めて実感！！

◆ 新チーム５ヶ月目

　　１０／１の緊急事態宣言解除に伴
　　い、練習再開！！

連日のワクチン接種などでベストメンバーではありませんでしたが、1セット目から自分たちらし
いバレーに徹することができ、自信を深めることができました。

練習試合11回目
令和３年10月23日（土）　会場：東海大高輪台　対戦：東海大高輪台高校
ｖｓ 東海大高輪台
　　　Ａ●１１－２５○Ａ　Ａ●１５－２５○Ａ　Ａ●２３－２５○Ａ　Ｂ●９－２５○Ｂ
　　　Ａ○１５－　８●Ａ
ﾜｸﾁﾝ接種のため正セッター、控えセッター不在の状態で臨んだ練習試合・・・。1セット目序盤に
アクシデントでメンバーチェンジもあり、スタメンの半数が不在でゲームになりませんでしたが、
3セット目からチームを作り直し本来のプレーに近い状態になりました。最終セットでは、メンバ
ーの半数がいないながらも、力を示すことができたので、自信を深めることができました。

練習試合12回目
令和３年10月24日（日）　会場：本校　対戦：日大櫻丘
ｖｓ 日大櫻丘
　　　Ａ○２５－　９●Ａ　Ａ○２５－２１○Ａ　Ｂ●２３－２５○Ｂ　Ａ○２５－２０●Ａ

１０月の活動

　　 Ａ●１５－２０○淑徳ＯＧ　Ａ●  ７－２５○淑徳ＯＧ　Ａ●１０－２５○淑徳ＯＧ
関東私学大会、東京ベスト１６などを経験された淑徳高校さんのＯＧチームとの対戦はとても

　　　Ｂ○２５－１７●Ｂ　Ａ○２５－１８○Ａ



丁寧にあげることに心がけて試合をしました。

１１月の活動

令和３年10月３１日（日）　会場：本校　対戦：家政大付属
ｖｓ 家政大付属
　　　Ａ○２５－　８●Ａ　Ａ○２５－８○Ａ　Ｂ○２８－２６●Ｂ　Ａ○２５－９●Ａ
　　　Ａ○２５－５●Ａ　Ｂ○２５－１８●Ｂ　Ａ○２５－１２●Ａ
新人リーグ戦直前の練習試合。初の公式戦対策のため、サーブ、レシーブ、ディグの1本目を

◆ 新チーム６ヶ月目

さぁ、新チーム初めての公式戦！！
新人リーグ戦に向けて全力練習！！

新人リーグ予選優勝！！2016～2021年　6年連続都大会出場！！

練習試合１３回目



第1試合　ｖｓ　安田学園



２○昭和第一（25-10 25-8）安田学園●０

２○昭和第一（25-6　25－6）都立雪谷●０
新チーム初の公式戦。大会1週間前から心身ともにベストコンディションで大会当日を迎えられ

令和３年１１月３日（水）　会場：都立江戸川高校
第1試合　ｖｓ　安田学園

新人選手権大会兼新人リーグ予選

第2試合　ｖｓ　都立雪谷

たが、徐々に自分たちのリズムに。2戦目、都立の実力校雪谷戦は、その1戦目の勢いのまま
自分たちのリズムでバレーができました。

るよう、調整を重ねました。初戦の安田学園戦は、序盤、初の公式戦のため緊張が目立ちまし

第２試合　ｖｓ 都立雪谷



な判定が2回連続で続き不穏な空気となりましたが、最後は向丘に惜敗。

練習試合17回目
令和３年１１月２３日（祝）　会場：本校　対戦：千葉県東海大浦安
ｖｓ 千葉県東海大浦安

練習試合１５回目
令和３年１１月７日（日）　会場：東京女子学院　対戦：東京女子学院
ｖｓ 東京女子学院

A○25-16●A　A●20-25○A　B○25-22●B　A○25-20●A　A○25-7○A　B○15-6○B
A○15-6○A

◆ 新チーム７ヶ月目

冬休み練習開始！！
私学大会　３季連続ベスト１６決定戦進出！！

新人選手権大会
令和３年１１月２１日（日）　会場：大妻多摩高校
１回戦ｖｓ　都桜修館
２○昭和第一（25- 7 25-10）都桜修館●０
２回戦　ｖｓ　都向丘
０●昭和第一（12-25　25－27）都立雪谷●０
予選に続きセンター不在のまま挑んだ都大会。1回戦都桜修館戦から緊張が目立ち、本来の
プレーができず、2回戦の都向丘戦へ。1セット目は1回戦から続く緊張のためミスが目立ちま
したが、2セット目から本来の自分たちのプレーで終始リード。セット終盤ジャッジをめぐる微妙

Ａ●８－２５○Ａ　Ａ●１５－２５○Ａ　Ａ●１１－２５○Ａ　Ａ●２３－２５○Ａ　Ａ●２０－２５○Ａ

東京女子学院と半日、Ａチーム、Ｂチームで練習試合をしました。
半日、とても勉強になりました。

Ａ●１４－２５○Ａ
Ｂ●１４－２５○Ｂ　Ｂ●４－２５○Ｂ　Ｂ●１９－２５○Ｂ　Ｂ●１０－２５○Ｂ　Ｂ●９－２５○Ｂ

伝統活動 校外清掃活動再開！

東京私立高校女子バレーボール大会　1日目
令和３年１２月１２日（水）　会場：杉並学院高校
1回戦　ｖｓ　共立女子第二
２○昭和第一（25-8 25-10）共立女子第二●０
2回戦　ｖｓ　成城学園
２○昭和第一（　不戦勝　）成城学園●０
センター不在、レフトエース負傷というアクシデントのなか迎えた私学大会。急造フォーメーショ
ンで臨みましたが、都大会に出場した共立女子第二高校に勝利し、2日目に進出しました。

コロナ感染者の減少に伴い、久しぶりに都外の高校との練習試合ができました。千葉県の県大
会出場校東海大浦安高校と練習試合、合同練習をしました。

１２月の活動



０●昭和第一（8-25 12-25）藤村女子●2
3回戦、杉並学院の昭和対策に対応しながらの試合となりました。ベスト16決定戦のvs藤村女
子は歴然とした実力差の前に圧倒されつつも、2セット目は少しでも苦しめようと序盤からvs藤村
女子対策に専心。タイムアウトを奪う場面までもぎ取りましたが完敗。

練習試合19回目
令和３年１２月１４日（火）　会場：本校　対戦：東海大高輪台

練習試合21回目
令和３年１２月18日（土）　会場：都立向丘　対戦：都立向丘　都立文京
ｖｓ 都立向丘

A●23-25○A　A●13-25○A
新人選手権大会のリベンジ戦で都向丘からセットを奪う！両チームとも1セット目は顧問の指示
通りに、2セット目は自分たちで考えて試合をすることを課題にして取り組みましたが・・・。

A○26-24●A　A●13-24○A
ｖｓ 都立文京

ｖｓ 東海大高輪台
A●17-25○A　A●10-25○A
センター、レフトエース不在での練習試合は、東海大高輪台に完敗。高輪台の気迫凄い。

練習試合20回目
令和３年１２月17日（金）　会場：本校　対戦：東海大高輪台
ｖｓ 東海大高輪台
A○25-15●A　A○27-25●A
センター不在、レフトエースは調整しながらのゲームとなりましたが、３日前のリベンジに燃え、

東京私立高校女子バレーボール大会　２日目
令和３年１２月１９日（日）　会場：東京女子学院高校
３回戦　ｖｓ　杉並学院
２○昭和第一（25-9 25-11）杉並学院●０
４回戦　ｖｓ　藤村女子

3回戦 vs　杉並学院

本来のプレーに近い状態で試合をすることができました。



練習試合23回目
令和３年１２月20日（月）　会場：千葉県千葉商科大学付属　対戦：千葉商大付属
ｖｓ 千葉商大付
A●15-25○A　A●23-25○A　B●10-25○A　A●15-25○A　A○25-19●　A○25-21●
B●14-25○A

したが、終盤から急造フォーメーションの機能が整いはじめました。

練習試合24回目

A○25-19●A　A○25-16●A　B○25-23●B　A○25-19●A　A○25-20●A　B●21-25○B
A○25-14●A
センター不在、レフトエースは調整気味の状態での試合となりました。現在の課題は、向丘戦

令和３年１２月２３日（木）　会場：豊島学院　対戦：豊島学院
ｖｓ 豊島学院

センター、レフトエース、セッター不在で臨んだ練習試合となり、終始、苦しい試合展開となりま

準々決勝進出をかけた4回戦　ｖｓ　藤村女子



いのが気になります。

が身についていませんが、埼玉の強豪不動岡高校と接戦できたのは自信になりました。

ｖｓ 埼玉県不動岡

B●21-25●B　B○25-21●B　B○25-10●B　B○27-25●B
当初、不動岡高校会場での実施を予定していた練習試合が古河一高に変更。クリスマスに茨城
という運命の悪戯に、クリスマス茨城遠征が復活！！茨城県の古河一高と埼玉県の不動岡高校
と練習試合を重ねました。課題はまだ自分たちで判断して試合に取り組むこと。まだまだ判断力

クリスマスを兼ねてプレゼントを頂きま
した。
勝って恩返しができるよう私学大会がん

保護者会から私学大会での健闘と

ばります！！

以来、自分たちで考え、自分たちで判断して試合をすることなのですが、まだまだ判断ミスが多

練習試合25回目
令和３年１２月２５日（土）　会場：茨城県古河第一高校　対戦：茨城県古河第一　埼玉県不動岡
ｖｓ 茨城県古河第一
A○25-15○A　A○25-18●A　A○25-11●A　B●7-25●B　B○25-21●B

A○25-20●A　A●23-25○A　A●11-25○A　A●23-25○A　A●22-25○

保護者会よりクリスマスプレゼントをいただきました！

冬休みの練習、練習試合の様子です。



令和３年１２月２８日（火）　会場：日本大学第一高校
練習試合26回目

対戦：日本大学第一　東京　東京成徳　北豊島　中大杉並　都立駒場



者のみなさま、後輩たちのために練習のお手伝いに通ってくれたOGのみなさん、コロナ禍にも
関わらず練習試合、合同練習をしてくださった高校、中学のみなさん、今年１年ありがとうござい
ました。長引く練習中止期間や練習制限の中、何度も気持ちが折れかかりましたが、チームを
率いる諸先生方との通話やライン、お話などを通じて、乗り越えることができました。心より感謝
申し上げます。また、感染者拡大に伴い、練習試合が中止になったままの高校のみなさん。

年末年始の感染にはくれぐれもお気を付けください。それでは、よいお年をお迎えください！！

A HAPPY NEW YEAR ! ! 2022 ! !

ｖｓ　都立駒場

ｖｓ　北豊島

ｖｓ　中大杉並
A○25-16●A　A○25-20●A

まるまるコロナ禍での１年となりましたが、ご家庭での自主トレーニングを支えてくださった保護

年末のビックイベントとなりました。いつもお世話になっている日大一高で今年最後の練習試合。

てくださった菊地先生に心より感謝申し上げます。

収束しましたら、また、是非、練習試合をお願いします。みなさんにとっての２０２２年が、コロナ
以前のように思いっきりバレーボールが楽しめる１年となることを心よりお祈り致します。

2021年12月29日

多くの学校と試合をすることができ、とても貴重な時間となりました。この素晴らしい機会を作っ

ｖｓ 東京

A○25-19○　A●12-25○

ｖｓ 日本大学第一
A●21-25○A　A●26-28○A

A●22-25○　A●7-25○
ｖｓ　東京成徳
A●15-25○A　A●22-25○A

A●21-25○A　B＋A●7-25○A



伝統行事 新年必勝高尾山登山へ！！

本年も昭和第一高校女子バレーボール部をよろしくお願い致します！！

１月の活動
◆ 新チーム８ヶ月目
◆感染拡大に伴い対外試合が禁止に





コロナ禍で、夏、冬、春の合宿、祝勝会、顧問宅訪問、フレンドカップ、審判カップ、スカイツリー
カップ、近県対抗大会、全日本IDバレーボール選手権補助審判活動など、本校女子バレーボー
ル部の伝統諸行事を経験したことがない選手達でしたが、ようやくその一つの新年鷹尾山必勝
登山を体験することができました。まだ、山頂でのそば会食と温泉入浴はできず残念でしたが
それでも先輩達が毎年恒例にしていた行事をようやく自分達も楽しむことができ、その一人一人



※顧問の許可を得て掲載しています。

春高出場校 山梨県代表 帝京第三高校が２日間本校に来校しました

の表情を見ていて私もとても嬉しくなりました。この行事は、私が数年前に病にかかり、その回復
を願って当時の選手達が企画してくれた大切な宝物です。富士山もみることができ、とても楽し
い1日となりました。私の背中をローテーションで押しながら助けてくれる選手達に心から感謝で
す。

練習試合28回目
令和４年１月7日（金）　会場：江戸川区越中島小学校　対戦：江戸川区立深川第三中学校
ｖｓ 江戸川区立深川第三中学校
A○25-8●A　A○25-14●A　A●27-29○A　A○25-19●A　A○25-17●A　A○25-9●A
B○25-19●B　B○27-25●B
深川第三中学校から本校女子バレー部には多くの生徒が進学しています。都大会常連の伝統

らしさを実感しました。今度は国士舘大学にて一緒に合同練習・練習試合をします。
位という実績も持つ忍岡中学校は本当に強かった。顧問の先生、コーチの先生の指導力の素晴

練習試合27回目
令和４年１月４日（火）　会場：本校　対戦：山梨県帝京第三高校（１．２年）
ｖｓ 山梨県帝京第三
●10-25○ ●19-25○ ●9-25○ ●7-25○　●14-25○
春高バレー出場のため上京した山梨県代表の帝京第三高校の１・2年生チームと練習試合を
しました。

校深川第三中学校は中学生とは思えないほど強かったです。顧問の先生の指導力の素晴らし

練習試合29回目
令和４年１月９日（日）　会場：台東区立忍岡中学校　対戦：台東区立忍岡中学校
ｖｓ 台東区立忍岡中学校
A○25-20●A　A●24-26○A　A○28-26●A　A○25-8●A　B●16-25○男子
B○25-11●男子
忍岡中学校から本校女子バレー部にも生徒が進学しています。都大会常連、今季は東京で１０

さをあらためて実感させられました。勉強になった1日でした。



新型コロナウイルス感染蔓延につき練習試合は中止に・・・

３月の活動
◆ 新チーム１０ヶ月目
◆ 練習試合が解禁に！

新型コロナウイルス感染蔓延につき練習試合は中止に・・・

練習試合３３回目
令和４年１月２３日（日）　会場：埼玉県所沢中央　対戦：埼玉県所沢中央　埼玉県新座
新型コロナウイルス感染蔓延につき練習試合は中止に・・・

練習試合３４回目
令和４年１月２９日（土）　会場：本校　対戦：錦城学園
新型コロナウイルス感染蔓延につき練習試合は中止に・・・

２月の活動
◆ 新チーム９ヶ月目
◆感染拡大に伴い対外試合が禁止に

練習試合３０回目
令和４年１月10日（月）　会場：千葉県千葉商業　対戦：千葉県千葉商業　千葉県銚子
新型コロナウイルス感染蔓延につき練習試合は中止に・・・

練習試合３１回目
令和４年１月１１日（火）　会場：都立向丘　対戦：都立向丘
新型コロナウイルス感染蔓延につき練習試合は中止に・・・

練習試合３２回目
令和４年１月１５日（土）　会場：千葉県実籾　対戦：千葉県実籾

練習試合３５回目
令和４年１月３０日（日）　会場：埼玉県不動岡　対戦：埼玉県不動岡

まだ以前のような通常練習ではありませ
んが、この冬休みは都外での練習試合
もでき、1日練習もでき、久しぶりに本来
の部活動を行うことができ、とても充実し
た時間となりました。その分、叱られるこ
とも多くはなりましたが、日に日に逞しい
表情へと成長していく姿に、やはり成長
には時間が必要であることを痛感しまし
た。



第3試合　〇昭和第一（２５－　４）都上野●
予選1位で決勝トーナメント進出
準決勝　　２〇昭和第一（２５－２０　２５－　９）錦城学園●０
決　　勝　 ２〇昭和第一（２５－１４　２５－２２）都大森●０

優勝　昭和第一　準優勝　都大森　第3位　大妻女子　第4位　錦城学園　・・・
終始、調子が上がらず、本来の自分たちのプレーが何一つ出せないまま大会を終えることにな
りましたが、それでも1セットも落とさず優勝することができたのは、大きな経験だと思います。

ｖｓ 淑徳巣鴨
A〇２５－１６●A　A〇２５－１６●A　A〇２５－１９●　A〇２５－１１●A　B●２１－２５〇A
セッター不在での北豊島との対戦となりましたが、善戦することができ、自信を深めることがで
きました。

第3回スカイツリーカップバレーボール大会
令和４年３月３１日（木）　会場：台東区リバーサイド体育館
予選Bリーグ
第1試合　〇昭和第一（２５－１６）都大森●
第2試合　〇昭和第一（２５－１３）上野学園●

ｖｓ 東海大高輪台
A〇２５－１３●A　A●１６－２５〇A　A〇２５－１２●　A〇２５－１１●A　B〇２５－２１●
B●２３－２５〇B
久しぶりにフルメンバーが入っての東海大高輪台戦。修正力も高くなり、ラリー戦を制すること
ができ、自信を深めることができました。

練習試合３９回目
令和４年３月２９日（火）　会場：北豊島　対戦：北豊島　淑徳巣鴨
ｖｓ 北豊島
A●１５－２５〇A　A●１７－２５〇A　A●２３－２５〇A　B●１１－２５〇B

練習試合３７回目
令和４年３月２６日（土）　会場：千葉県実籾　対戦：千葉県実籾

A〇２５－１７●A　A〇２５－１３●A　A〇２５－１７●A　A〇２５－１１●A　A〇２５－１５〇A
B〇２５－１２●B　B●２３－２５〇B
最初の2セット以降は課題ゲームとしました。それぞれ課題に取り組みながらの試合となりまし

練習試合３８回目
令和４年３月２７日（日）　会場：本校　対戦：東海大高輪台

ｖｓ 千葉県実籾

たが、善戦でき、自信を深めることができました。

セッター不在での練習試合となりましたが、善戦でき、自信が深まりました。

練習試合３６回目
令和４年３月25日（金）　会場：豊島学院　対戦：豊島学院
ｖｓ 豊島学院

リベロ不在での練習試合となりましたが、善戦でき、自信が深まりました。

A●２５－２７〇A　A〇２５－２１●A　A〇２５－２７●A　A●２３－２５〇A　B●２５－２７〇B
B●２０－２５〇B

ｖｓ 東海大高輪台

A〇２５－１１●A　A〇２５－１２●　A〇２５－　６●　B〇２５－　９●A

練習試合３５回目
令和４年３月23日（水）　会場：東海大高輪台　対戦：東海大高輪台



ｖｓ 錦城学園
A〇２５　－７●A　A〇２５－１４●A　A〇２７－２５●A　A〇２５－１０●　B〇２５－１５●
B●１３－２５〇B
本来の調子が戻らないままの試合となりました。

全試合ストレート勝利での優勝！！

４月の活動
◆ 新チーム１１ヶ月目
◆ さぁ！関東大会予選！！

練習試合４１回目
令和４年４月２日（土）　会場：本校　対戦：錦城学園



本来の調子が戻らないままの試合となりました。

第3試合　昭和第一　ｖｓ　白百合・和洋九段　○２（２５ー　７　２５ー　３）０●

全試合１桁に抑えての勝利で7連続での都大会出場を決めました。
守備が安定してきたことがチームの成長と感じています。

５月の活動
◆ 新チーム１２ヶ月目

練習試合４７回目
令和４年４月２６日（火）　会場：日本大学第一　対戦：日本大学第一
練習試合は中止になりました。

関東大会予選兼春季大会　春季ﾘｰｸﾞ 
令和４年４月２９日（日）　会場：都立日野台　対戦：日大二 白百合・和洋九段
予選リーグ
第1試合　昭和第一　ｖｓ　日大二高            ○２（２５－　３　２５ー　３）０●

A〇２５－１８●A　A〇２５－１４●A　

練習試合44回目
令和４年4月17日（日）　会場：埼玉県所沢中央　対戦：埼玉県所沢中央　埼玉県川越南
練習試合は中止になりました。

練習試合４５回目
令和４年４月２３日（土）　会場：本校　対戦：東海大高輪台
練習試合は中止になりました。

練習試合４６回目
令和４年４月２４日（日）　会場：豊島学院　対戦：豊島学院
練習試合は中止になりました。

B〇２５－２２●A　A〇２５－　６●A
本来の調子が戻らないままの試合となりました。

練習試合４３回目
令和４年４月１０日（日）　会場：都向丘　対戦：都向丘　杉並学院
ｖｓ 都向丘
A●１７－２５〇A　A〇２５－２２●　A〇２５－１５●B　B●８－２５〇B
ｖｓ 杉並学院

練習試合４２回目
令和４年４月３日（日）　会場：本校　対戦：大成
ｖｓ 大成
A〇２５－　６●A　A〇２５－１６●A　A〇２５－１１●　B〇２５－２１●　A〇２５－　２●A



久し振りの所沢中央高校との練習試合。県大会前日ということもあり、モチベーションも高く、レフ

ｖｓ 埼玉県所沢中央
Ａ●２２－２５○Ａ　Ａ●２１－２５○Ａ　Ａ○２５－２１●Ａ　Ａ●２４－２６○Ａ　Ｂ○２５ー ７●Ｂ
Ｂ○２５ー ８●Ｂ

トエースの成長に驚かされました。とてもよい練習試合となりました。

練習試合５３回目
令和４年５月８日（日）　会場：埼玉県鷲宮　対戦：埼玉県鷲宮　
ｖｓ 埼玉県鷲宮
Ａ○２５－１３●Ａ　Ａ○２５－１９●Ａ　Ａ○２５－１５●Ａ　Ａ○２５ー　９●Ａ　Ａ○２５－１７●Ａ

前日に続き怪我人続出の中、ベストメンバーではない状況での練習試合となりました。センター、

練習試合５２回目
令和４年５月５日（木）　会場：埼玉県所沢中央　対戦：埼玉県所沢中央

1セット目の序盤から中盤にかけてサーブで崩され一方的な展開に・・・。終盤からレシーブも上
がりはじめ、打って終わる状態までもっていける感覚を掴んで1セット目は終了。続く2セット目は
サーブで崩す場面が多くなり、共栄のミスを生み出す場面からスパイクポイントを取ることができ
たり、ブロックを決めることができたりと、自信を深める良い機会となりました。

練習試合５０回目
令和４年５月３日（火）　会場：都立大森　対戦：都立大森　
ｖｓ 都立大森
Ａ○２５－２１●Ａ　Ａ○２５－２２●Ａ　Ａ●２５－２７○Ａ　Ｂ○２５－１２●Ｂ　Ｂ●２１－２５○Ａ
Ｂ○２５－１２●Ｂ
怪我人続出の中での練習試合。大森高校とはスカイツリーカップ以来の再戦となります。ベスト

ｖｓ 京華商業

ことができました。
ライト、リベロしかベストメンバーのいない練習試合の2日目ではありましたが、よい試合をする

メンバーではない中ですが、よい試合をすることができました。

練習試合５１回目
令和４年５月４日（水）　会場：埼玉県浦和実業　対戦：埼玉県浦和実業　京華商業
ｖｓ 埼玉県浦和実業
Ａ○２５－１９●Ａ　Ａ○２５－１６●Ａ　Ａ○２５－１５●Ａ　Ｂ●２３－２５○Ａ　Ｂ●１６－２５○Ａ

Ａ○２５－１２●Ａ　Ａ○２５－１３●Ａ　Ａ○２５－１５●Ａ　Ｂ○２５－１８●Ａ

関東大会予選兼春季大会
令和４年５月１日（日）　会場：都立江戸川
第1試合　昭和第一　ｖｓ　貞静学園　○２（２５－１２　２５ー１３）０●
第2試合　日大二高　ｖｓ　共栄学園　●０（　６ー２５　１５ー２５）２○

1回戦は昨年度の春季大会でも対戦した貞静学園高校。序盤、都大会ならではの緊張から出だ

全試合1桁ストレート勝利での優勝！！７年連続都大会出場！

しに躓くも、その後は自分たちらしいバレーに。2回戦は全国大会優勝経験のある強豪共栄学園。



ｖｓ 東海大高輪台
Ａ○２５－２０●Ａ　Ａ○２５－２３●Ａ　Ａ○２５－１９●Ａ
翌日にインターハイ予選を控えての練習試合となりました。東海大高輪台さんとはこの1年でもっ
とも多く対戦した東京のチーム。翌日の大会に向けて気が引き締まりました。

インターハイ予選
令和４年５月２９日（日）　会場：都立清瀬
1回戦　昭和第一　ｖｓ　都深沢　　 ○２（２５－　７　２５－　７）０●

いつもお世話になっている鷲宮高校と1日練習試合をしました。1年生チームも初めて試合をする
ようになり、とてもよい経験になりました。

練習試合５７回目
令和４年６月１日（水）　会場：日大一高　対戦：日大一高
ｖｓ 日大一高
Ａ○２５－２２●Ａ　Ａ●２２－２５○Ａ　Ａ○２５－２３●　Ａ○２５－２３●Ａ

６月の活動

練習試合５８回目
令和４年６月４日（土）　会場：本校　対戦：山梨県帝京第三
ｖｓ 山梨県帝京第三

ようになり、とてもよい経験になりました。

練習試合５４回目
令和４年５月１５日（日）　会場：埼玉県不動岡　対戦：埼玉県不動岡　埼玉県小川（不参加）
ｖｓ 埼玉県不動岡
Ａ○２５－２１●Ａ　Ａ●２６－２８○Ａ　Ａ○２５－１７●Ａ　Ａ○２５－１７●Ａ　Ａ●２１－２５○Ａ
Ａ●１６－２５○Ａ　Ａ●２３－２５○Ａ　Ａ●１６－２５○Ａ　新●１２－２５○Ａ　Ｂ●１２－２５○Ｂ

などが響き、午後から失速。Ｂチームは午後からめきめきと上達してよいプレーをしていました。

2回戦　昭和第一　ｖｓ　佼正女子　●０（１８－２５　２３－２５）２○
今回の目標はベスト１６決定戦の東京立正戦まで勝ち上がること。ただ、その前に関東大会出場
経験のある佼正女子を倒すこと。これが今大会の大きな目標でした。1セット目は記録のミスで
試合が20分以上中断するなどのアクシデントもあり、波に乗れず１８－２５。ただし、試合内容は
悪いものではありませんでしたので、2セット目に大きな期待をかけました。2セット目は波に乗り
終始、昭和第一リードで試合が進み、22点まで先に到達するも、またしても記録ミスで試合中断。
昨年度の新人選手権大会のベスト３２決定戦の都向丘戦でもそうでしたが、試合中断から調子
を崩されてきました。最終的には佼正女子のエースに振り切られ惜敗。ただ、公式戦にあり得る
大きな経験をしたことで、今後に生かしていこうと思います。

練習試合５５回目
令和４年５月２８日（土）　会場：本校　対戦：東海大高輪台　

いつもお世話になっている鷲宮高校と1日練習試合をしました。1年生チームも初めて試合をする

Ｂ●１８－２５○Ｂ　Ｂ●１６－２５○Ｂ　Ｂ○２５－１６●Ｂ　Ｂ○２５－１６●Ｂ　Ｂ○２５－１６●Ｂ
Ｂ○２５－１０●Ｂ　Ｂ○２５－２２●Ｂ　Ｃ●　９ー２５○Ｂ
いつもお世話になっている不動岡高校さんと1日練習試合をしました。Ａチームは疲労や怪我人

1年●１８－２５○Ｂ　Ｂ●２２－２５○Ａ　Ｂ●２０－２５○Ａ

Ａ●１９－２５○　Ａ○２５－２３●　Ａ●２３－２５○　Ａ●２１－２５○
正月の春高バレー出場の際に本校で練習試合を行って以来の再戦。今回は関東大会出場のた
めに上京したためにまた本校で練習試合をしてくださいました。



練習試合65回目（予定）
令和4年７月１６日（土）　会場：本校　対戦：都立墨田川高校
ｖｓ　都立墨田川

練習試合66回目（予定）

練習試合５９回目
令和４年６月５日（日）　会場：茨城県古河第一　対戦：茨城県古河第一　埼玉県鷲宮
ｖｓ 茨城県古河第一

ｖｓ 埼玉県鷲宮

また茨城県古河第一高校にお世話になりました。

Ａ○２５－１９●Ａ　Ａ●２２－２５○Ａ　Ａ●１２－２５○Ａ

Ａ○２５－１３●Ａ　Ａ○２５－１３●Ａ　Ａ●２３－２５○Ａ　Ａ○２５－２３●Ａ

Ａ●２３－２５○Ａ　Ａ○２５－１７●Ａ　Ａ●１８－２５○Ａ　Ａ○２５－２２●Ａ　Ａ○２５－２１●Ａ
都向丘高校の新チームと練習試合をしました。

練習試合６２回目
令和４年６月１９日（日）　会場：神奈川県横浜　対戦：神奈川県横浜
ｖｓ 神奈川県横浜
Ａ○２５－１２●Ａ　Ａ○２５－２３●Ａ　Ａ○２５－１９●Ａ　Ａ○２５－１８●　Ｂ●１８－２５○Ｂ

横浜高校と初めて練習試合をしました。

練習試合６０回目
令和４年６月１２日（日）　会場：本校　対戦：北区立桐ヶ丘中学校
ｖｓ 桐ヶ丘中
Ａ○２５－　５●Ａ　Ａ○２５－　４●Ａ　Ａ○２５－　１●Ａ　Ａ○２５－１０●Ａ　Ｂ○２５－　７●Ａ

本校のＯＢがコーチをしている桐ヶ丘中学校と練習試合をしました。

練習試合６１回目
令和４年６月１４日（火）　会場：都立向丘　対戦：都立向丘
ｖｓ 都向丘

Ａ○２５－１４●Ａ

Ｂ○２５－１３●Ｂ

中止になりました。

7月の活動

練習試合63回目
令和4年6月24日（土）　会場：本校　対戦：神奈川県川崎市立東橘中学校
ｖｓ　神奈川川崎市立東橘中
中止になりました。

練習試合64回目
令和4年6月25日（日）　会場：埼玉県不動岡高校　対戦：埼玉県不動岡高校
ｖｓ　埼玉県不動岡



練習試合72回目（予定）
令和4年８月３日（水）　会場：茨城県山吹総合体育館　対戦：茨城県佐和高校ＯＧ
ｖｓ　茨城県佐和高校ＯＧ

練習試合71回目（予定）
令和4年７月３０日（土）　会場：本校　対戦：神奈川県川崎市立東橘中学校
ｖｓ　神奈川県川崎市立東橘中学校

8月の活動

練習試合70回目（予定）
令和4年７月２９日（金）　会場：神奈川県横浜　対戦：神奈川県横浜
ｖｓ　神奈川県横浜

練習試合68回目（予定）
令和4年７月２４日（日）　会場：日大一高　対戦：日大一高　都立城東　杉並学院　他
ｖｓ　日大一高

ｖｓ　杉並学院

練習試合69回目（予定）
令和4年７月２７日（水）　会場：茨城県下妻第一　対戦：茨城県下妻第一
ｖｓ　茨城県下妻第一

ｖｓ　都立城東

ｖｓ　

ｖｓ　千葉県君津

練習試合67回目（予定）
令和4年７月２３日（土）　会場：埼玉県国際学院　対戦：埼玉県国際学院
ｖｓ　埼玉県国際学院

令和4年７月１８日（月）　会場：千葉県千葉商業高校　対戦：千葉県千葉商業　千葉県君津
ｖｓ　千葉県千葉商業



ｖｓ
ｖｓ
ｖｓ
ｖｓ

練習試合78回目（予定）
令和4年８月１３日（土）　会場：埼玉県所沢中央　対戦：埼玉県所沢中央　埼玉県小川
ｖｓ　埼玉県所沢中央
ｖｓ　埼玉県小川

練習試合79回目（予定）
令和4年８月１５日（月）　会場：埼玉県西武台　対戦：埼玉県西武台
ｖｓ　埼玉県西武台

ｖｓ

練習試合77回目（予定）
令和4年８月１２日（金）　会場：葛飾区上平井中学校　対戦：葛飾区上平井中学校
ｖｓ　葛飾区上平井中学校

練習試合75回目（予定）
令和4年８月９日（火）　会場：埼玉県不動岡高校　対戦：埼玉県不動岡　他
ｖｓ　埼玉県不動岡
ｖｓ　

第23回フレンドカップバレーボール夏季大会
会　　場：埼玉県西武台
参加校：埼玉県西武台　千葉県実籾　日大三高　日大豊山女子　錦城学園

ｖｓ　

練習試合74回目（予定）
令和4年８月７日（日）　会場：国士舘大学（多摩校舎）　対戦：国士舘大学
ｖｓ　国士舘大学

練習試合73回目（予定）
令和4年８月４日（水）　会場：茨城県山吹総合体育館　対戦：茨城県太田一高　茨城県水戸啓明
ｖｓ　茨城県太田一高
ｖｓ　茨城県水戸啓明

練習試合73回目（予定）
令和4年８月４日（水）　会場：茨城県山吹総合体育館　対戦：未定
ｖｓ　



練習試合86回目（予定）
令和4年８月28日（月）　会場：千葉県千葉商大付　対戦：千葉県千葉商大付　千葉県実籾
ｖｓ　千葉県千葉商大付
ｖｓ　千葉県実籾

夏季大会
会　　場：

練習試合85回目（予定）
令和4年８月24日（水）　会場：埼玉県所沢中央　対戦：埼玉県所沢中央
ｖｓ　埼玉県所沢中央

東京私学選手権大会

令和4年8月17日（水）　予定

令和4年8月18日（木）　予定

令和4年8月21日（日）　予定

令和4年8月20日（土）　予定
夏季大会
会　　場：

東京私学選手権大会
会　　場：東京女子学院
4回戦：
5回戦：

東京私学選手権大会
会　　場：町田総合体育館

令和4年8月16日（火）　予定

会　　場：東京女子学院
2回戦：※前大会ベスト３２のため1回戦はシード
3回戦：



　中学生、受験生のみなさん。こんにちは。
　ＳＤＨ昭和第一高等学校女子バレーボール部は、随時、部活動見学、体験入部を受けつけております。
　ご希望の場合は、０３－３８１１－０６３６（昭和第一高校）女子バレーボール部顧問までご連絡ください。
　女子バレーボール部一同、心よりお待ちしております。

中学生・受験生のみなさんへ

9月の活動

練習試合87回目（予定）
令和4年９月４日（日）　会場：埼玉県鷲宮　対戦：埼玉県鷲宮
ｖｓ　埼玉県鷲宮


