学習院大学水泳部
平成 23 年度

現役レポート

2011.夏号

競泳チームの報告

競泳部門は新入部員１９名を新たな戦力に加え、総勢４２名で活動しております。今年は、大学プールへのス
タート台設置や１１年ぶりの合宿を行い、一層のチーム強化に取り組んで参りました。
８月６～８日で行われた関東学生選手権(関カレ)では１７名の選手が出場し、男子は近年では最高の５１点獲
得、女子はリレーで善戦、個人で得点獲得という成績を残すことができました。
出場した選手は自分の持てる力を尽くし、スタンドでは声をからしながら仲間を応援し、チーム全員で４部団
体６位入賞を勝ち取りました。私自身は、出場した２種目とも悔しい結果に終わりましたが、最後の関カレを通
じてチームの大切さ、努力の大切さを学ぶことができました。
後輩たちには、関カレで明確になった『男子３部昇格、女子関カレ得点獲得』を目指して全力で努力してほし
いと思います。
最後に、大学への交渉の際に何度もアドバイスを下さいましたＯＢの方々、合宿・関カレとチームを見守って
下さいました高野総監督、どんな選手に対しても平等且つ熱心に指導して下さいました清水学コーチ、そして、
私に最後までついてきてくれた同期や後輩に心より感謝しています。４年間、本当にありがとうございました。
これからは、学習院水泳部の良き伝統を守ると共にさらなる飛躍を目指して、ＯＢとして努めて参ります。今後
ともどうぞ宜しくお願い致します。
競泳チーム 主将 福岡大祐
《今シーズンのベストタイム》
【4 年生】
福岡大祐＊200Ba：2 分 39 秒 60

岩楯佐知子＊100Fr：1 分 14 秒 80

内藤達也＊100Br：1 分 12 秒９７

根津知裕＊100Br：1 分 14 秒 12

窪田圭宏＊50Fr:30 秒 34

【３年生】
荒木優実＊50Fr：29 秒 26

岩井早苗＊100Fly：1 分 06 秒 57

斉藤あみ＊50Fly：28 秒 22

鈴木達朗＊100Br＊1 分 23 秒

堀芽衣子＊200Br：3 分 08 秒 06

眞西瑞樹＊100IM：1 分 12 秒 98

安田燎平 200Fr＊2 分 20 秒 52
【2 年生】
加藤駿＊100Br：1 分 15 秒 60

相馬旦子＊100Br：1 分 42 秒

相馬理莉香＊200Fly：2 分 19 秒 89

谷川直斗＊100Fr：54 秒 7

豊島 唯以＊100Br：1 分 36 秒 31

中村

良＊50Fr：33 秒 64

野原華子＊50Fr：35 秒 97

秀嶋紗千子＊50Fr：32 秒 94

野口育美＊Fr50：37 秒 00
村田陽甫＊200Fr：1 分 52 秒 63

美里＊50Fr：39 秒 20

柳

【1 年生】
瑛＊100Ba：1 分 12 秒

林成胡(ｲﾑｿﾝﾎ)＊50Fr：25 秒 09

生形亮介＊50Fr：36 秒 00

柏木良太＊400Fr：4 分 45 秒 08

川上宏平＊100Br：1 分 23 秒 12

岸

黒澤祐菜＊100Ba：1 分 15 秒 00

関

敦尚＊50Fr：42 秒 01

高橋龍樹＊50Fr：31 秒 80

田尻達大＊100Br：1 分 17 秒 29

堤

創汰＊50Fr：32 秒 74

萩原綾紀＊100Ba：1 分 13 秒

井上

東

賢明＊200Fr：2 分 07 秒 59

矢澤寛史＊200br：3 分 08 秒

海斗＊50Fr：29 秒 96

山田義明＊50Fr：34 秒 15

吉澤英里奈＊50Fr：29 秒 94
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平成 23 年度

水球チームの報告

～昨シーズンを終えて～
「４年間の集大成にふさわしいリーグ戦にするために」
・シーズン前から準備を重ねた／昨年から指導していただいている杉山コーチや阿部コーチのもと、シーズン前
から他大学との合同練習や陸上トレーニングなどで準備しました。
・対戦チームの対策を入念にした／東工大、防衛大など対戦チーム攻略の為、ビデオミーティングを開き、相手
の戦略や得点パターンを分析しチーム全員で対策案を考案しました。試合前日の練習の際も、敵の攻撃パターン
を想定した練習を取り入れ、本番に臨みました。
～水球リーグ戦フィードバック～
リーグ戦で最も印象に残った対防衛大学戦をダイジェスト版でお伝えします。
この試合は、勝利すれば５・６位決定戦に進出でき、チーム目標である５位入賞達成のために絶対に負けられな
い試合でした。１ピリは、澄谷の先制ゴールを皮切りに５点を先取しました。そのあと３点を奪われるも、５－
３とリードしたまま終了しました。２ピリも退水で中が決めるなどして９－６とリードを保ったまま後半戦に折
り返しました。
３ピリは、序盤相手に試合の流れを奪われ、点差を縮められますが、退水で岡部が決めるなどして踏ん張りまし
た。しかし、３ピリ終了直前守備の要である岡部が永退してしまい、ディフェンスに不安を抱えながら３点リー
ドで運命の４ピリを迎えました。４ピリは、序盤に主力である茂木が永退になり、岡部・茂木というレギュラー
二人を欠くなかで防戦一方となりました。森田、内野、高橋が守備で活躍するも点には結びつかず、なんとか相
手を３点に抑え、14-14 で終了しました。そして、４ピリオドで決着がつかなかった為、V ゴール方式の延長戦
で勝敗を決めることになりました。延長戦は、相手攻撃から始まりました。マークミスによりシュートを打たれ
ましたが、GK 佐藤のスーパーセーブで凌ぎました。そして、こちらの攻撃となり森田からリターンを受けた澄
谷が打ったシュートがゴールマウスに吸い込まれ、接戦の末、勝利しました。
最後に・・・私は、水球から得られるものは実に多いと感じています。
一番は、チーム全員で勝利の感動を分かち合えることです。勝利を掴む為に、目標を共有し、仲間と辛い練習
を乗り越え、全員で知恵を出し合った戦略を本番で実行する。この短い文では、表すことができない程大変の
ことですが、勝利した瞬間の感動は、何にも代え難い、と私は水球を７年間続けてきて思います。これから
も、多くの勝利を収められるよう 23 名の部員が一丸となって練習に励みます。今後ともよろしくお願いいたし
ます。

水球チーム 主将 澄谷

《関東大学水球リーグ戦》2 部、３勝３敗。
対防衛大 学習院 １５（５，４，５，０）延長（１）
防衛大 １４（３，３，５，３）延長（０）
。ゴール方式の延長戦の末、勝利。
対国際武道大 負４対１９。 対仙台大学 負
対成城大学

６対１８。対明治大学 負２対１７。

勝１６対１。 対東京工業大勝１１対９。

1 位慶大、 2 位国際武道大、3 位東大、4 位明大、5 位仙台大、6 位学習院大学、
7 位防衛大、8 位東京工業大、9 位成城大、10 位一橋大

航(ｽﾐﾀﾆ ｺｳｷ)

水球チーム 部員紹介
名前
澄谷 航

学年／役職／ポジション／出身校／コメント
4年／主将／フローター／成城学園
我らが主将！得点の要！学生リーグでは学習院水球部内の得点王となりました。さわやかスマイルと美脚が特徴です。

加藤 亮二

4年／副将／左０°／武蔵工大付属高校
学習院水球部イチの筋肉美の持ち主！真摯に練習に取り組みます。筋トレメニューの考案者です。

佐藤 智啓

茂木 良成

4年／キーパー／学習院高等科
学習院水球部の守護神！持ち前の反射神経の良さと、スイムの早さでゴールを守ってくれます。
4年／プール管理委員会委員長／左45°／学習院高等科
水球部の宴会部長！運動部常任委員会広報局長とプール管理委員会委員長も務めます。面倒見の良さはピカイチ！

中内 恵

瀧澤 麻里

4年／主務／マネージャー／学習院高等科
マネージャーの鏡！水球部への愛情がとても深く、プレイヤーからもマネージャーからも愛されるマネージャーさんです。
4年／前学生連盟担当／マネージャー／県立船橋高校
以前、ジャパンのマネージャーもやっていました。しっかり者でとても頼りになる皆のお姉さん的存在です！

蜷川 恵美

川淵 亜依

岡部 匡成

森田 裕二

内野 智之

4年／前会計／マネージャー／県立船橋高校
前年度ミス体育会に輝きました！とにかく親しみやすく、華やかな笑顔に心奪われます。
4年／前水桜会マネージャー、前プール管理委員会書記／マネージャー／横浜雙葉学園
水球部いちの色白美肌の持ち主！可愛らしい外見と、ちょっと低めの声のギャップがたまりません。まじめで優しい先輩です。
3年／バック／城北高校
水球経験者で、得点率の高さとプレー中のフォームの美しさが目を引きます。お酒がとても強く、よっぱらうと面白いです！
3年／会計／右０°／成田高校
2年生になり競泳から水球への転向を遂げました。学連企画のMr Waterpoloに選出されたやさしい笑顔と心の持ち主です。
2年／右０°／学習院高等科
高等科でも水泳をやっていました。闘争心あふれるプレーが魅力！ガンダムが大好きです。

酒井 菜名

新保 綾子

関根 泰慶

2年／学生連盟担当／マネージャー／都立小山台高校
とてもまじめで優しいマネージャー！学連のお仕事もきちんとこなし、抜け目がありません。
2年／副務、水桜会マネージャー、プール管理委員会書記／東京女学館
頼れる2年マネージャー！2年生のまとめ役で、気配りも完璧です。
2年／キーパー／学習院高等科
元野球少年で水泳も未経験でしたが、いまや立派な水球部員！佐藤の後を引き継ぐべく、日々特訓中です。

髙橋 亮一

中

賀史

2年／右０°／学習院高等科
弱点を克服すべく、よく自主練に励んでいます。シュートのスピードがとても速く、良い肩を持っています！
2年／塩素係／右45°／芝浦工大柏高校
２年で唯一の水球経験者。とてもシャイボーイですが、熱のこもったプレーをします。

瀧田 哲也

平垣内 雄大

浅倉 花帆

1年／ポジション未定／成立学園
競泳未経験者でしたが、徐々にスイムもこなすようになってきました。見た目とは違ったストイックさを持っています。
1年／ポジション未定／成立学園
ヘルニアの為、競泳選手は諦めざるを得なくなってしまいましたが、心機一転水球部に入部し、泳力を生かしたプレーをします。
1年／マネージャー／清泉女学院高校
しっかりものの１年マネージャー！安心してお仕事を任せられます。今年度ミス体育会に選出しました。

浦口 友里愛

増田 佳奈

1年／マネージャー／桐光学園
マイペースですが、言った通りお仕事をしてくれます。ほっぺたがチャームポイントです！
1年／マネージャー／冨士高校
高校では水泳部のマネージャーをやっていました。物腰柔らかで声がとても可愛らしいマネージャーです！

馬淵 春那

1年／マネージャー／学習院女子高等科
女の子らしい可愛らしさで皆は癒してくれます。ディズニーが大好きです！

山田 香織

1年／マネージャー／学習院女子高等科
とても話しやすいです。きちんとお仕事を覚えようと努力をしていて頑張りやさんです。

競泳チーム 紹介
4年
福岡 大祐
4年
内藤 達也
4年
岩澤 姫美
4年
岩楯 佐知子
4年
金城 てまり
4年
久保 知佳
4年
窪田 圭宏
4年
根津 知裕
3年
荒木 優実
3年
真西 瑞樹
3年
岩井 早苗
3年
斉藤 あみ
3年
鈴木 達朗
3年
堀 芽衣子
3年
前島 紀重
3年
安田 燎平
2年
荒井 咲紀
2年
加藤 駿
2年
相馬 旦子
2年
相馬 理莉香
2年
谷川 直斗
2年
豊島 唯以
2年
中村 良
2年
野口 育美
2年
野原 華子
2年
秀嶋 紗千子
2年
村田 陽甫
2年
森 彩華
2年
柳 美里
2年
渡邊 麻菜美
１年 井上 瑛
1年
林 成胡
1年
生形 亮介
1年
柏木 良太
1年
川上 宏平
1年
岸 海斗
1年
北川 菜月
1年
黒澤 祐菜
1年
関 敦尚
1年
高橋 龍樹
1年
田尻 達大
1年
堤 創汰
1年
萩原 綾紀
1年
東 賢明
1年
村田 香穂
1年
宮川 日輪子
1年
矢澤 寛史
1年
山田 義明
1年
吉澤 英里奈

前主将／我らの福岡さん。最近ポテチにはまっています。
前主務／仏の笑顔の内藤さん。絶対泣かせない！
MG／笑った瞬間花を咲かせます。
恋バナしたら盛り上がって女子部⇔馬場あっという間！
MG／競泳チームのアリエッティ。
千葉人！留学して国際人！！
オリンさん。プーさんの絵描いてくれるよ。
寝癖がキュート。酔うと殴ってくるｗ
新主将／ライブ通いが生きがいなのだとか。
男子主将／大きい人、それがまにーさんです。
可愛い顔して言うときは言っちゃいます。
陸上ではおもしろ発言連発です！
内藤さんに飲ませるのが上手。隠れ優男。
新主務／Pちゃんって言うあだ名もってます競泳１のオシャレさん！
会計・MGチーフ／乗り物に乗ると反射反応で寝ちゃいます。
やすでぃーさん。パソコン力高し！
渉外／小田原から毎日プチ旅行～。
エントリー係／ハモリとモノマネが得意です。
ドMらしい。紫外線吸収中。
相撲好きというギャップ有り。
メニュー係／イケメン！ミストが弱点。
白くてマシュマロみたい。
広報／わき腹は弱いから触らんといて～
ザ・一人っ子ｗコストコに詳しい。
水桜会MG／小心者なのに調子のってる。
渉外／朝からハンペン食べるそんな女の子です。
泳ぐのと算数が速いよ！笑い方は爽やかではない。
スケジュール／美白。ドイツに短期留学中。
夏はスタバでフラペチーノを作りまくってる。
主務補佐／いつも輝いてます，まなみん！
保健・衛生／まにーさんを追いかけて入部。
イム君。最近の悩みは剃った腋毛がチクチクすること。
うぶちゃん。なんだかんだ皆の人気者。
ユニフォーム／やっぱり行動は男子校出身者。
Brのキック強すぎ～，あんなに細いのに。
広報／見た目よりガラスの心の持ち主さん。
MG／キラキラガール。髪がトゥルトゥル。
笑顔が素敵な理系女子。
あっくん。まだベールに包まれてる１男。
『メラニン・D・アンダルシア』暗闇では見えません。
たじぽん，入部当時より面白くなりました。
雑用を快くやってくれるでき男。でも細すぎー！
可愛さとセクシーさの両刀使い！
恋高鳴る胸筋が自慢です。
MG／超美人。でも写真嫌いなのでツーショットはお断り；；
MG／もと百人一首クイーンだったらしい！
矢澤だからえいちゃん。目がきれいな男の子。
歴史大好き山田氏。礼儀正しいけど独り言も多いよ！
ユニフォーム／目白から馬場まで毎日徒歩です。

練習備品も揃いました。
学校関係者、父母会、桜友会、OBOG の皆さまに感謝いたします。
＜水球ゴールポスト＞
２５年以上お世話になったゴールも腐食が目立ち、安全性の問題が心配されていました。この度、念願の公式戦サイズ
（従来は非公式サイズ）の豪州製ゴールに取替えることができました。

＜コースロープ＞
波が激しくフォーム等の崩れやすかった大学プールも、コースロープのおかげで波も少なくなり、フォームを意識しなが
ら泳げるようになりました。
＜スタート台 2 台＞
現在公認大会において傾斜のある、後ろにストッパーのついたスタート台が使用されています。今回は実際の大会で
使用されるものと同じものを購入していただきました。やはり選手としては身近にそのようなスタート台があり、普段からスタ
ート練習ができると、飛び込み技術を向上させることができます。実際先日行われました関東学生選手権大会において、
このスタート台が大変力になりました。

主務 内藤達也（競泳）、中内恵(水球)

５

プール管理委員会報告
◎プール管理委員会とは
☆プール管理委員会は、プー

水泳部水球

ル使用四団体と大学事務との連
携をスムーズにするために設立
された委員会です。

水泳部競泳

月に一回の定例会、プール掃
除を行い、四団体の足並みを揃

ダイビング

え、プールの整備に努めていま
す！

トライアスロン

プ
ー
ル
管
理
委
員
会

学生課
保健
センター

施設課

◎プール使用他団体紹介
【ダイビング部】

【トライアスロン同好会】

☆活動内容
・週六回大学プールでの練習

☆活動内容

・ダイビングライセンス取得

・週 3 回 SWIM 練習

・関東学生潜水連盟フリッパー競技会出場

・全国大会出場を目指し練習

・伊豆諸島・小笠原諸島・沖縄へのダイビング

→毎年多数の全国大会出場者

合宿

また、上位入賞者も輩出。

◎プール新設備
【プール更衣室回収】

【自動塩素供給機導入】

【その他備品】
・ブルーシート
→四団体共同購入
・スポーツタイマー
→助成金の援助のもと
編集後記 様々な方のご協力、ご指導

プール更衣室が回収されま

タイマー式で自動的に塩素

のもと、プール周辺施設は飛躍的に向上

した！トイレの洋式化・風呂

が供給される機械が導入さ

しました。ありがとうございます。大学プ

の改築が行われ、ガスでの給

れました。水質管理の効率が

ールの発展、屋内化に向け、これからも

湯が可能となりました。

飛躍的に向上しました。 ６

存在感を示し、頑張ります。（茂木良成）

