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2013 シーズンを迎えて(水球)
水球チーム 主将 中 賀史
水球部は現在、プレイヤー１１名、マネージャー８名の計１９名で活動しています。
プレイヤーの大半は大学から水球を始めた者ばかりです。ですが、内野、高橋亮一、平垣内、
花島、中嶋、笠原などの競泳経験者は多く在籍しているため、幹部交代を行った昨年９月からは
泳力で勝てるチームを目指し、スイム練習などの基礎練習を徹底して行ってまいりました。まだま
だではありますが、その成果が少しずつチームに現れてきていると思います。また、水泳未経験
者である瀧田、高橋良樹も入部当初からは考えられないほど泳力がつき、得点に絡める選手にな
ってきています。キーパーである関根、石原の二人は日々、巻き足、飛びつきなどの辛い基礎練
習に耐え、チームの守護神として活躍してくれています。
大学から水球を始めた者の多い我がチームでは、水球についてより深く理解するためと、相手
チームの分析のためビデオミーティングを頻繁に行っています。経験の薄い者の多いチームだか
らこそ、戦術でそこをカバーできるようなチームにできればと思っています。
５月の末には関東学生リーグが行われます。昨年は二部リーグ七位と、一昨年と比べ二つ順位
を落とす悔しい結果に終わりました。今年は、ライバル校である防衛大学、東京工業大学、東京
大学に勝利し、去年の雪辱を晴らし二部リーグ四位を目指しています。
それまで引き続き、練習に精進して参りますので、今後とも OB、OG の皆様の厚いご声援のほど
よろしくお願い申し上げます。
主務 浅倉 花帆
今年度、主務を務めさせていただくことになりました浅倉花帆です。今年の主務の運営目標とし
ては、練習環境の改善、部員の意識の向上を挙げたいと思います。
学習院大学の屋外プールでは、太陽のもと気持ちよく練習しております。しかし、水温の上昇や
天候変化による藻の発生などで練習に影響が及ぶこともあり、水質管理には大変苦労しておりま
す。
2009 年よりプールを使用する団体で組織するプール管理委員会が中心となって「屋内プール建
設及び屋外プールの改善」を目指して、OB の方々にもご協力をいただきながら活動しております。
今年度は前々よりお願いして参りました「プール周辺排水溝の改善工事」の実施がすでに決まっ
ております。これからも改善に向け活動を行って参ります。
普段の練習においてはマネージャーとして、プレイヤーに気持ち良く練習してもらえるよう、先回り
のサポートを心がけています。マネージャーは、プール管理やサポートに関して連絡を密に取る
ため、専用のメーリングリストを作成し連携の強化を図っています。
また、部員の意識の向上については、助成金申請により設置が実現した設備のもとで練習ができ
ているという事実、プール管理に関する基礎知識の周知徹底を目指します。特に、助成金につい
ては、昨年度はシュートボードの設置が実現しました。今年度も練習設備の改善に向けて助成金
申請をすることになりますので、部員一同で働きかけることができれば考えております。
最後に、3 月東日本水球リーグ戦・5 月に学生水球リーグ戦が行われます。私たち水球部門の練
習の成果を是非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。
kaho.s.0123@docomo.ne.jp

水球チーム 部員紹介
名前
中

賀史

内野 智之

学年／役職／ポジション／出身校／コメント
4年／主将／右45°／芝浦工大柏高校
4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。
4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

4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

4年／主務／東京女学館
頼れる4年マネージャー！気配り完璧です！素敵なスマイルの持ち主です。

関根 泰慶

4年／副主将・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！後輩を成長させるべく師匠として活躍しています！

髙橋 亮一

瀧田 哲也

平垣内 雄大

浅倉 花帆

4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／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。
3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。
3年／主務／清泉女学院高校
しっかりものの3年マネージャー！安心してお仕事を任せられます。

馬淵 春那

山田 香織

石原 裕平

笠原 健太郎

高橋 良樹

3年／水桜会マネージャー・プール管理委員会書記／学習院女子高等科
女の子らしい可愛らしさで皆を癒してくれます。ディズニーが大好きです！
3年／会計／学習院女子高等科
部のムードメーカー、みんな大好きであだ名は「ローラ」。影の努力家さんですね！
２年／キーパー/逗子開成高校
中高６年間野球部所属でしたが、水球に転向！あだなは「ゆっぺ」です。
２年／左０°／埼玉県立松山高校
入部の時期は遅れましたが水泳経験を生かしてどんどん成長してます！いいキャラを隠し持ってます・・・
２年／左０°／埼玉県立入間向陽高校
高校では剣道部に所属。水泳は未経験でしたが、著しい成長をみせています！
２年/東京都立豊多摩高校

竹内 水紀
元ハンドボールマネージャー！マネージャー姿がとっても似合っています！
中嶋 馨

２年／フローター／学習院高等科
高等科水泳部出身で、大学では運動部常任委員会の所属。部で一番のひょうきんものです！
中村 ゆりあ

２年／埼玉県立所沢高校
四兄弟の長女でしっかりもの！とっても頼りになります。
花島 惇

２年／右0°／学習院高等科
高等科水泳部出身。水泳大好き！スイムの速さは水球部No.1です！
２年／日出学園高校

吉野 早織
ちょっと天然さんなマネージャー！愛らしい笑顔で一生懸命仕事を頑張ってます。

編集後記

今年度は待ちに待った水桜会ピンバッジが完成しました。小さくシンプルなデザインですが五部対抗、OB・OG懇親会で身につけ
ることで改めてOB・OGの方々と現役の一体感がより一層増したように思えました。またプール管理委員会ではこの一年間藻の発
生や塩素の高濃度状態と戦って参りました。学校との協力、他団体とのプールの管理徹底によりプール使用停止日数をできる限
り少なくすること。プールの衛生状態を保つことが我々の活動をより有意義にすると考えております。そのためには部員一人一人
の責任が大切にになってきます。これからこの委員会は成長していくと信じています。今後とも皆様のご支援どうぞよろしく申し上
げます。
(水桜会マネージャー／プール管理委員会書記：馬淵春那)

2013 シーズンを迎えて（競泳）
競泳チーム主将 谷川 直斗
競泳チームは現在、男子 24 名、女子 19 名総勢 43 名で活動しております。
昨年の関東学生選手権四部男子優勝という結果を踏まえまして、本年は「関カレ男子三部優勝、女子
得点更新」の目標を掲げ、チームとしての目標を持つことで己のみならず、「チームのために戦う」と
いう意識を芽生えさせることで、切磋琢磨しあい日々の練習に精進しております。
しかし、ここ数年での部員の急増により大所帯となった競泳チームの練習環境の維持をするのが困難
となり、前年度より、冬季練習用のプール探しに東奔西走しております。最近ではルネサンス早稲田や、
成蹊大 OB さんのルートで吉祥寺の藤村水泳教室のプールをお借りすることができ、練習場所の安定は
してきてはおりますが、多大な費用がかかるため部費を圧迫しており、OBOG の方々のご支援なしでは
実現不可能な状況であるため、何卒今後ともよろしくお願いします。
先輩方のご尽力の末ここまで成長した競泳チームですが、今後とも我々は飛躍し続けます。部員一人
一人が主体的に行動し、結果を出し、先輩方が誇れるようなチームを目指して努力して参ります。今後
とも水泳部競泳チームへのご支援、ご鞭撻の程よろしくお願いします。

主務 渡邊 麻菜美
競泳チームは昨年、関東学生選手権において、『男子４部優勝３部昇格』という成績を収め、日本学生
選手権には３年村田陽甫、２年林成胡(イムソンホ)、1 年花島惇が出場致しました。この戦績を、学生
課を通して、輔仁会・桜友会・父母会に報告し、助成金の申請を行いました。
その結果、すべての助成金申請が通り、全国大会出場者３名へ授与、また活動費にあてることができま
した。
その他の申請と致しましては、学外有料施設利用に伴う助成金の助成率の引き上げを嘆願をしている最
中です。すぐに実現するのは難しいと思いますが、積極的に活動報告をし、よりよい環境で練習ができ
るよう努力して参りたいと思います。
現在競泳チームでは、関東学生選手権において、『男子３部優勝２部昇格・女子得点更新』という目標
を志し、それに向け個人目標をたて、仲間と切磋琢磨しながら日々練習に励んでおります。また、今年
は 4 月 27 日～30 日に、静岡県伊東におきまして強化合宿を行います。長水路で練習を行い、寝食泳を
共にすることで、チーム力、個人力を高めます。皆様のご尽力により、練習できることに感謝し、活動
して参ります。今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

水桜会マネージャー 野原

華子

「こんなきつい練習、一人では絶対こなせない」と部員同士で話していますが、本当にそうだと感じ
ています。就職活動で気持ちがふさぎ込みな時でも、部の仲間の存在は私に元気をくれます。
2 月の上旬に全体ミーティングを行い、さらに部の団結力が強まりました。主将が言っていたように
主体性をもって部のために行動することを部員一同で心がけていけたらと思います。今までの先輩方が
築いてきてくれた歴史ある水泳部競泳チームを、主将を中心にさらに盛り上げていきます。
いつも熱い応援をしてくださるたくさんのＯＢＯＧの皆様、遅い練習時間の日もご指導に来てくださ
る学コーチに、部員一同感謝申し上げます。たくさんの方に支えられて活動できていることをうれしく
思います。私自身、最後のシーズンになりますので後悔のないように、思いっきり取り組んでいきます。
これからも応援をどうぞよろしくお願いします。
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荒木 優実 前主将／ハードスケジュールで飛び回っています！遊びにも熱い先輩です！
眞西 瑞樹 前男子主将／卒業が心配されましたが、まにーさんパワーで乗り越えました！
堀 芽衣子 前主務／手作りアクセサリーがすてきでした！なんでも得意さんです！
前島 紀重 前会計／史学科最大の壁である卒論を出しました！お疲れ様です（；；）
岩井 早苗 引退後も遊びに来てくれました！4月から銀行員です！
斉藤 あみ 社会人に向けての資格の勉強が大変！人生で3番目くらいに頑張っています！
新主将／みんな大好き！キラキラ主将！伝統ある部をさらに盛り上げていきます。
谷川直斗
秀嶋 紗千子新副主将／スーツ１日着てられないので着替えに帰るそんな女の子です。
渡邊 麻菜美新主務／助成金を握る女、まなみん！スーツが似合ってます(^-^)
荒井 咲紀 エントリー係・ＭＧ／最近、ちょっと口が悪いのは就活のストレスかしら？
加藤 駿 今はロンドンで英国紳士目指してお勉強中～！頑張れ！
相馬 旦子 毎年この時期は薄着なことを突っ込まれます。隠れ頑固者です！
相馬 理莉香目標に向かって常に努力する天才です！相撲とバタフライの女の子！
豊島 唯以 とよしーのしっかり者は努力の結果です。たまにおっちょこちょいさん。
中村 良 背が高いからスーツ着ると10歳くらい年とる人です！笑い方へん！
野口 育美 「キング・オブ・ザ・一人っ子」も、只今独り立ちに向けて成長中！
野原 華子 水桜会MG／最近の嬉しかったことは旦子のお母さまと仲良くなれたこと。
村田 陽甫 泳ぐの速いけど変なキャラな彼も部への愛は熱いです。
森 彩華 スケジュール・ＭＧ／サバサバ感がいい感じ！ビール好きなのも意外でしょ？笑
柳 美里 女子力高めのステキ女子(仮）。みんなのお姉さまだよ～♡
宮川 日輪子会計／経済学部の誇りをかけて会計のお仕事をこなしてくれてます！
井上 瑛 塩素係／俺、わけ分からないって言われるの結構好きなんです～
林 成胡 インカレスイマーも家では愛犬のラフ君にデレデレだって想像すると面白い。
生形 亮介 うぶちゃん×居酒屋バイトは今だに違和感があります～
柏木 良太 渉外／馬鹿やってるかっしーも、真面目な話してるかっしーも素敵です（＾＾）
川上 宏平 いつかのコンビニ店員あるあるのブログが大好評でした！キック、速いです！
岸 海斗 広報／効果音が多いのがキシカイトの特徴です。休みの日はホテルマンです！
北川 菜月 MG／お醤油で有名な野田から来ています～。テキパキお仕事こなしてくれます！
関 敦尚 バタフライとアルコールの練習を頑張っています！理系男子
高橋 龍樹 渉外／ひねくれてるのかと思いきや、本当はまっすぐな熱いキン肉マンです。
田尻 達大 なんていうか、彼は愛の力で変わりました。平泳ぎ頑張ってます！
堤 創汰 渉外／ポストマンでもあるよ。渉外の方も活躍が期待されています！
萩原 綾紀 マカロン、フランスとか好きなことには頑張れる。特徴はほっぺ！
東 賢明 筋肉と甘いスイーツをこよなく愛する彼（寝坊）はみんなの人気者です！
村田 果穂 MG／愛犬ちゃんたちとドラえもんが大好き！おっとりしてるけどいいキャラしてます！
矢澤 寛史 真面目そうに見えて、天然かましてくる鎌倉大好き人間。がたい欲しいので筋トレします！
安藤 紀幸 トライアスロンも始めました！どちらにも全力投球中！悩みは学生に見られないこと。
個人メドレーでインカレを目指します。まささん＝黒縁眼鏡をよろしくです。
沖 政友
チャラてって呼ばれたりもしますが、面白くて優しい男の子です！
小林 颯
嵯峨 寛子 ひーちゃん。家庭的と勘違いされるけど、本当は不器用なんです。
竹田 悠馬 「小さいけど頑張ります」と言ったように、個人メドレー頑張ってます！
西村 貴浩 新歓係／色黒・長身ですが日本人です。長距離に立ち向かってます。
丹羽 真理 今年は50Ｆｒで30秒切ります！ミュージカル鑑賞が大好きなにわっちです（＾＾）
野田 夏希 あだ名が野田。軟骨は美味しくて好きだけど、自分の軟骨は弱いです。
スプリントの鬼です。運動神経抜群！学業じゃなくて水球との両立に力を入れています
花島 惇
塙 花織里 新歓係／テンションは誰にも負けない。泳ぐ拡声器って言われるけど本当はちゃんと女の子！
福田 莉央 MG／見た目によらずキティちゃん大好きな女の子です！
堀内 啓良 単位落としても水泳頑張る系男子。
山岡 奎太 トレーニングルームが第二のすみかです。マッチョ筋肉野郎！！

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）

