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2012 シーズンを迎えて(水球)
水球チームは、3 月現在 プレイヤー８名、マネージャー７名(女性)、計 15 名で活動しておりま
す。昨年秋に幹部交代をして、新チームとしての方針や戦術をまだ固まりませんが、冬場は、早稲
田大学や専修大学のプールをお借りして、土休日に、他の大学と合同練習をする中で、自分達
に合ったスタイルを模索しています。
1・２年生は、大学から水球を始めた部員が大半ですが、真摯に練習に取り組み、どんどん成長
しています。フローターの内野は、何が何でもシュートを決めようと自身の持ち味である闘志溢れ
るプレーを見せてくれます。フローターバックの中は経験者として周りに指示を出しながら、きっち
り相手のフローターを抑えてくれます。右０°の高橋は率先してキーパーからの１投目をもらいチ
ームの攻めを引っ張ってくれます。キーパーの関根は昨年のキーパー佐藤さんに負けまいとスト
イックに練習をこなしています。１年の平垣内、瀧田は先輩に早く追いつけるよう必死に努力を積
み重ねています。どの部員も、まだまだ発展途上なので伸び代が沢山あり、今後が楽しみです。
3 月には、東日本水球リーグ戦が、東工大や成蹊大学プールで始まり、新チームとして、初の公
式戦となりますが、現在の持てる力を存分に発揮し、頑張りたいと思います。
また、私としては主将としてチームをしっかりと引っ張っていき、私が持てる技術・経験を後輩に
しっかりと継承できるように頑張っていきたいと思います。副将の森田も持ち味の鋭いシュートで私
を支えてくれています。
昨年は、澄谷主将のもと、関東大学リーグ戦で、2 部 6 位、四大学戦準優勝という結果を残しま
したが、今年は、それ以上の結果を残せるよう頑張っていきたいと思っています。
3 月中旬から、大学プールで、練習を行います。是非、現役の練習に参加し、鍛えてやろうとい
う OB の方を、お待ちしております。よろしくお願いします。
主将 岡部匡成
今年度より、主務を務めさせていただくこととなりました。今年の主務の運営目標は、練習環境
の整備を挙げたいと思います。学習院大学のプールは、ご存じの通り屋外プールです。屋外プー
ルは、真夏の太陽のもとの練習は、大変気持ちの良いものですが、冬の間は、学校での練習がで
きません。加えて天候の変化などによって、藻などが発生してしまったり、砂や落ち葉などのごみ
が水に入って汚濁してしまったりと、水質管理に苦労しております。
2009 年に、屋内プールの建設が実現するよう水泳部、ダイビング部、ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ同好会のプー
ル使用 3 団体で、「プール管理委員会」を設立し、現役と OB で、実現への努力をしております。
そして、今のプールでの練習でも、少しでもプレイヤーが練習しやすい環境を作り、関東大学
水球リーグ戦の一部昇格という目標に、一歩でも近づいていけたら、と考えております。
また、私たち水球チームは、部員同士の密なコミュニケーションをとても大切にしており、普段か
ら飲み会を行ったり、誕生日を祝い合ったりしています。２月には、追いコン旅行という新しい企画
を考案し、高野総監督、杉山コーチ、森本コーチ、阿部コーチにもご参加いただき、湯河原の温
泉旅館に一泊しました。卒業を迎える４年生を楽しく送り出すことができたと思います。これからも、
厳しい中にも、仲の良い、楽しい雰囲気を大切にしていきたいです。
最後に、３月に東日本水球リーグ戦、6 月に関東大学リーグ戦が行われます。私たち水球チーム
の練習の成果をぜひ見にいらしてください。部員一同お待ちしております。詳しい日程は下記の
アドレスにご連絡ください。
主務 新保綾子 ayako.wp.0817@ezweb.ne.jp

水球チーム 部員紹介
名前
岡部 匡成

森田 裕二

学年／役職／ポジション／出身校／コメント
４年／主将／プール管理委員会委員長／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！
４年／副将／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。

内野 智之

３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

３年／会計／都立小山台高校
とてもまじめで優しいマネージャー！大変頼りになります。

新保 綾子

３年／主務／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。

関根 泰慶

髙橋 亮一

中

賀史

瀧田 哲也

平垣内 雄大

浅倉 花帆

浦口 友里愛

増田 佳奈

馬淵 春那

山田 香織

３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。
３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！
３年／塩素係／右45°／芝浦工大柏高校
３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。
２年／左０°／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。ストイックな性格です。
２年／左０°／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。
２年／副務／清泉女学院高校
しっかりものの２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。
２年／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！
２年／プール管理委員会書記／水桜会マネージャー／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！
２年／保健係／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！
２年／学連／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。

編集後記

水球チームは、プレイヤー8人、マネージャー7人、そして森本さんや杉山さん、阿部さんにコーチをしてもらい、活動しています。
少数であることは、うちの部活の魅力です。アットホームで仲が良いことは、チームワークが大切な水球の強みとなっています。
プール管理委員会の一員としては、この一年、藻の発生や、塩素データの変動により、プールが使用停止になることがあり、
プール使用の水泳部、ダイビング部、トライアスロン同好会の練習が妨げられてしまったことを、非常に残念に思っています。
今年度は、学生センターや保健センター、施設課に、いろいろご指導いただきながら、プール使用の各団体とともに、藻の発生
の防止策をとろうと考えています。その一案として、プールの自動掃除ロボットの導入を検討しております。
より強いチームになるために、充分練習できる、より良いプールの環境を求めていきたいと思っておりますので、みなさまのご
支援をよろしくお願い申しあげます。
(水桜会マネージャー／プール管理委員会書記：増田佳奈)

2012 シーズンを迎えて(競泳)
競泳チームは現在、男子 18 名女子 20 名の計 38 名で活動しています。昨年度の関東学生
選手権では、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。今年度は更に上を目指し関東学生選手権において『男
子４部優勝３部昇格、女子二桁得点獲得』の目標を達成いたします。また今までは出場者
が１人に留まっていた日本学生選手権（インカレ）への出場者が今年度は増えることが予
想されます。関東だけではなく全国でも活躍できるような部活動に成長していくよう部員
一同日々練習に精進してまいります。今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。
競泳チーム 主将 荒木優実
競泳チームは、7 月から 9 月までは大学プールでの男女合同練習を行い、その他は、女子
は学習院女子中高等科の戸山プール、男子は武蔵大学やスポーツクラブなどの学外施設に
おいて週 3~4 日練習を行っております。1 年の大半が男女別での練習ではありますが、部
員全員が関東学生選手権において『男子 3 部昇格・女子二桁得点獲得』という目標を志し、
それに向けた個人目標を持ち、仲間と切磋琢磨しながら日々練習に励んでおります。
飛躍の年となった昨年に続き、チーム目標を達成するべく、個人力・チーム力の底上げを
図って参りたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
競泳チーム
【本年３月卒業】 福岡大祐＊100fr：1'01"05

岩井早苗＊100Br：1’19”98

堀芽衣子＊200Br：3’06”80（1”23）

眞西瑞樹＊100IM：1’11”19 （1”79）

芽衣子

斉藤あみ＊50fly：29"04

相馬旦子＊100Br：1’38"23（3”37

谷川直斗＊50Ｆｒ：24"62 豊島 唯以＊200br：3'14"69（13”53）
36"25(1”32)

堀

内藤達也＊100br：1'14"32

【４年生】荒木優実＊50Fr：29”82

【３年生】加藤駿＊100br：1'15"28

主務

相馬理莉香＊200Fｌｙ：2’26”67

中村良＊50Fr：34"98

野原華子＊50Fr：33"86（2”11） 秀嶋紗千子＊50Fr：33"60

野口育美＊Fr50：

村田陽甫＊400Fr：4'01"83

（6”57） 柳美里＊50Fr：36"69（4”23）
【２年生】井上瑛＊100Ba：1’08”41（3”60） 林成胡＊50fr：23"97（1”12） 生形亮介＊200fr：2'46"79（14”13）
柏木良太＊100Fr：58”23（3”20） 川上宏平＊200br：2'54"89(3”32) 岸海斗＊100fly：1'11"58(2”87)
関敦尚＊100fr：1'25"16(2”66)
堤創汰＊200br：3'08"79(11”71）

高橋龍樹＊50Fr：27”80（3”51）
萩原綾紀＊100Ba：1’12”88

田尻達大＊100Br：1'16"64（0”65）
東賢明＊50fr：25"09（0”86）

矢澤寛史＊200br：2'57"74（11”26） 山田義明＊50Fr：33"39（0”76） 吉澤英里奈＊50Fr：29"17
【リレー】男子 400mFR（林－東－谷川－村田）3'35"16 ／第一泳者：林 52"80
※上記は、関東ｲﾝｶﾚ予選記録会の主な記録です。（ ）＝自己新の更新秒数。

競泳チーム部員紹介
4年 荒木 優実 主将／競泳部門への想いと邦ロックへの想いは誰にも負けん！！！
4年 真西 瑞樹 男子主将、ﾌﾟｰﾙ委員会副委員長／実はバイクを乗り回してます，ブンブンブブブン～
4年 岩井 早苗 さなさんにならちょっとエッチなお話もできる気がするんです…！！
4年 斉藤 あみ どの話も武勇伝！就活でもネタ仕入れてきてくれてます（＾＾）
4年 堀 芽衣子 主務／Perfumeのあーちゃんと同じ誕生日！同期からのプレゼントは腰マッサージ器！
4年 前島 紀重 会計・MGチーフ／競泳部門の優しきお姉ちゃん！スヌーピー愛が熱いです。
3年 荒井 咲紀 渉外・ＭＧ／咲紀ちゃんの天然パワーで部員一同癒されてます！
3年 加藤 駿 エントリー係／かとしゅん改めかとうちゅんくん。留学に向けて英語，絶賛勉強中！
3年 相馬 旦子 女子力上げるのと一緒にドＭ力も上げてます。柴咲コウが死ぬほど好き。
3年 相馬 理莉香把瑠都が大好きだけど，バタフライの方がもっと好き!!
3年 谷川 直斗 メニュー係／最近盲腸になって大変だったんです，イケメンも楽じゃないぜ。
3年 豊島 唯以 髪の毛をバッサリ切ってさらに可愛くなりました*ふわふわガール
3年 中村 良 広報／知り合って2年経ち，やっと彼はでかいことに気づきました。伸ばせ背筋！
3年 野口 育美 エロ本じゃないポルノグラフィティのせいでいつも破産してます。
3年 野原 華子 水桜会MG／今年の目標は「うかれない」！あわよくば二重になりたいです。
3年 秀嶋 紗千子渉外／普段着がドレスでも違和感持たせないそんな女の子です。
3年 村田 陽甫 泳ぐのも速いけど髪の毛のびるのも速いので，ムッツリだと思います。
3年 森 彩華 スケジュール・ＭＧ／ドイツ語学科だけど，ドイツ語しゃべってるの聞いたことないぞ!?
3年 柳 美里 プライベートではスタバでドリンク100杯をサークル１Hで回してます。根性～～
3年 渡邊 麻菜美主務補佐・ＭＧ／ひまわりの花言葉「あこがれ」。まなみんにぴったり！！
2年 井上 瑛 保健・衛生／ネジ一本外れると，あの龍樹でもツッコミ切れない謎の発言が。はは（笑）
2年 林 成胡 彼の口癖「ワンチャンあるで」！今年も狙っていきます，イムやります！！
2年 生形 亮介 一年たって，皮だけだった体に筋肉付き始めました，うぶちゃんです。
2年 柏木 良太 ユニフォーム／1女からは『チャラ男』と言われているから，チャラいんだと思います！
2年 川上 宏平 ある日のブログで「自転車に乗っている」というコメントをもらう。笑
2年 岸 海斗 広報／ぼくの自慢のＴシャツコレクションにご注目してください。一人っ子最高っすよ！
2年 北川 菜月 MG／しっかり者がにじみ出てるけど，すごいマシンガントークしてるよね？笑
2年 関 敦尚 まだ謎に包まれています。夏旅行ではやらかしてました！笑
2年 高橋 龍樹 外見は黒いけど腹は白い。今年は筋トレとB'ｚと婚活の一年の予定。
2年 田尻 達大 「今年はポジティブでいきたい」彼はそう言っていました。
2年 堤 創汰 ポストマン／ポストマン就任うれしいな（^^）/カエル泳ぎ頑張ってる。
2年 萩原 綾紀 モナリザのような上品さが漂う背泳ぎお姫様！ゴディバ売ってるよん♪
2年 東 賢明 キン肉マン並みに筋肉と仲良しである。走るのもすーきー！
2年 村田 果穂 MG／少女時代と綾紀ちゃんをはじめとする同期をこよなく愛する女の子です！
2年 宮川 日輪子MG／最近はカラオケではじけまっくているのですよ～WowWow！
2年 矢澤 寛史 酔うと普段とはうってかわって女たらしに豹変するらしい。いやねぇ；；
2年 山田 義明 "だーやま″ってあだ名があることを本人は知っているかは分かりません。
2年 吉澤 英里奈ユニフォーム／ストイックな女性です。「時間がもったいないですよ」行動あるのみ！
編集後記
現役レポートは２０１１年秋以来となり，「ああ，みんなとさらに仲良くなっているなあ」と実感しています。
レベルに差はありますが部員一人一人が目標を持って，その目標を達成するために努力していてとても
雰囲気の良い部活ですね！男子はトレーニングルームに通い，肉体改造に励んでいる様子が競泳部
門のブログに載っているのでよかったらご覧ください！女子は高田馬場の女子部のプールを借りて練習
しています。寒さも吹っ飛ばす勢いでメリハリをつけて仲良く練習に励んでいます♪最近は3年生さんが
就職活動ため，人数が集まらなくさみしい時もありますがスーツのまま練習に駆けつけて下さいます！私
たちをいつも応援してくださっているたくさんのOBOGの皆様，忙しい中私たちのために時間を作ってご
指導をして下さっている清水学コーチに部員一同感謝申し上げます！
これからも応援をどうぞよろしくお願いします。
（水桜会マネージャー：野原華子）

