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2013 シーズン報告(競泳）
主将 経済学部経済学科 4 年 谷川 直斗
私は、一年生の入部当初から「二部昇格」という目標を常に胸に掲げて部活に取り組んでいましたが、部員数
も少なく、コースロープも、5m フラッグも、スタート台もなく、今ほどチームとしてのモチベーションが高く
ない状態で、この目標を声高に主張することに対して、多少の息苦しさを感じていました。というのも、1 年生
の時の初めての関カレでは、得点できたのは現 4 年の村田だけで、それ以外は僕も含め決勝進出者すらいません
でした。その時の関カレは「ただ出るだけ」で、チームとして戦うなんていうのは「夢のまた夢」という状況で
した。そのチームが、この三年間で四部から二部まで昇格を果たしたという事実に、ただただ驚くばかりです。
今の水泳部競泳チームがあるのも、今いる部員以上の多くの方に支えられた結果であると思います。特に、私
が現役として深く関わった先代の主将の福岡さんと荒木さんのお二方に対しては、今こうして主将としての役目
を終えた時に、尊敬と感謝の思いしかありません。まだまだ弱かったこのチームを主将として牽引し、練習環境
の整備をして下さり、チームを体育会らしくし、その改革に注いだエネルギーは相当のものであったと思います。
私がしたことといえば、その整った環境のなかでチームを鼓舞したぐらいで、あとは部員一人一人がよく考え、
努力し、互いに高めあったことで強固なチームワークを築き、今回の結果が導かれたのだと思います。
水泳部競泳チームはこれからまだまだ強くなれます。私も今後は OB の一人として、このチームに期待し、応
援し続けていきたいと思います。今まで本当にありがとうございました。
主務 法学部政治学科 4 年

渡邊 麻菜美

競泳チームは、4 月から 9 月までは、大学プールや、女子は女子部の戸山プールも利用させていただいており
ます。しかし、年間を通じて大会があり、その練習のために、男子は武蔵大学や藤村水泳教室、ルネサンス高田
馬場などの学外施設、そして、昨年から成蹊大学や埼玉大学もお借りし、週 3～4 日の練習を行っております。
学外施設を利用することも多くなり、学外施設一般助成金を申請し、お蔭様で、1 年間の使用料の約 20%の助
成金を頂くことができました。また、女子部に加え、昨年より男子部プールをお借りすることができ、有意義な
練習を行うことができました。お貸しいただき、ありがとうございました。
皆様の応援のおかげで、今年の関東学生選手権では、「男子 3 部優勝 2 部昇格」を果たすことができました。
ありがとうございます。年々部員数も増え、また今後益々の飛躍のためにも、これまで以上に学外施設料やその
他練習費がかかると予想されます。引き続きご支援、ご声援のほどよろしくお願いいたします。
水桜会マネージャー 文学部史学科 4 年 野原 華子
レースとしては 6 月の夏季公認で、現役プレーヤーとしては関カレを最後に引退いたしました。就職活動や教
育実習などもありましたが、常に楽しんで泳ぐことができました。その結果、夏季公認では自己ベストを出すこ
とができました。また、関東学生選手権では、最後まで諦めず力を振り絞って泳ぐ部員の姿や、声を枯らして応
援する部員を見て、最高のチームに所属していることを感じました。
引退し、一番に感じたことはたくさんの方への感謝の気持ちです。今、「やりきった」と胸を張って悔いなく
引退できるのは、支えてくれる方や応援してくれる方がいるからです。水桜会マネージャーとして活動させてい
ただいたことは、私の大きな財産となりました。本当に今までありがとうございました。水泳部に入ってよかっ
たです。水桜会マネージャーとして、9 月 1 日の五部対抗・懇親の集いが最後の仕事になります。少しでも恩返
しができるように頑張りますので、よろしくお願いします。ぜひお越しください！

競泳チーム部員紹介
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谷川直斗
秀嶋 紗千子
渡邊 麻菜美
荒井 咲紀
加藤 駿
相馬 旦子
相馬 理莉香
豊島 唯以
中村 良
野口 育美
野原 華子
村田 陽甫
森 彩華
柳 美里
柏木 良太
林 成胡
吉澤 英里奈
北川 菜月
宮川 日輪子
井上 瑛
生形 亮介
川上 宏平
岸 海斗
関 敦尚
高橋 龍樹
田尻 達大
堤 創汰
萩原 綾紀
東 賢明
村田 果穂
矢澤 寛史
安藤 紀幸
沖 政友
小林 颯
嵯峨 寛子
竹田 悠馬
西村 貴浩
丹羽 真理
野田 夏希
花島 惇
塙 花織里
福田 莉央
堀内 啓良
山岡 奎太
相澤 ゆかり
石橋 篤季
岩崎 夏実
木藤 舜
佐々木 陽平
関口 修二
鈴木 菜沙
中内 弘
原田 彩夏
山岡 真実子
横山 結衣
渡邉 葵

主将／今現在競泳一真っ黒な男の子！競泳一熱い漢！
副主将／ゼミの先生に「遊び倒してから」宣言をしちゃうそんな女の子です！
主務・MG／ハーフアップがとても似合う！主務のお仕事お疲れ様でした！
ＭＧ／この四年間でたくましさもプラスされて、本当最高なさきちゃんです！
6月に帰国。英国紳士にはなれませんでしたが、かとしゅんはいい奴です！！
S1はBｒですが、フリーリレーで水泳人生を〆ました。柴咲コウが泣くほど好き。
バタフライ大好き！この暑い中家から駅まで50分も歩いて登校してるらしい
隠れドジっ子ちゃんなとよしーです！とよしーの笑顔，プライスレス！
源氏物語について語れるロマンチックな日文ボーイです，キラーン☆
いくちぃって呼ぶとちょっと怒るｗ塾とコンビニ（早朝）でハワイ資金貯めてます！
水桜会MG／りりと史学科最大の難題である卒論頑張るのです…。卒業したい！
背中が自慢！インカレスイマーなむらたんは汗っかきなので夏が似合う(仮)
ＭＧ／あっという間に免許取得して地元で乗り回してるらしい！！
カフェオレクソババアというあだ名を付けてもらって嬉しい23の夏。
新主将／情熱とバカさを上手く使い分けて部を引っ張っていきます！長距離な男！
新男子主将／態度も体もジャイアンみたいな人ですが、本当は優しい少年です。
新女子主将／相変わらずファンキーな女の子。パワフルな泳ぎがかっこいい！
新主務・MG／小学校の夢は「一般人」だったとか。なつき姉さんは謎が多いぜ
会計・・MG／自由人な彼女ですが競泳部門の財布のひも固いですよ！
プール管理委員会副委員長／塩素について極めた男。Baも数学も頑張っています！
うぶちゃん。筋肉つきました。関カレでは声枯らして応援しました！
100Brでは8位に入賞！川上君の伸び率には感動をもらいました！
いい声。デブキャラ。一人っ子。
物理をこよなく愛する理系男子！ガリレオに憧れてバタフライ頑張っています！
バタフライ。黒デブキャラ。マッサージ師。
この1年間で「ポジティブさ」が100倍になりました。阪神ファン。
広報／主催者として六大戦を大成功に導きました！太れないことが悩み。
憧れの入江君目指して、Ｂａ泳ぎまくります！！ゴーグル焼けだって気にしない？！
たかさん、今年の夏も燃えています！エネルギーはスイーツです。
エントリー・MG／飼い犬君たちとアイドル鑑賞と餃子が趣味です。
えいちゃん，初の関カレとっても楽しみました。提出期限守る子いい子
トライアスロンにも全力です！サングラスをかけた彼はおっさんですね
400IM金メダル保持者。学習院の瀬戸大也！メガネ外しました。
ゴーグル焼けはBaの選手の勲章。人懐っこくて可愛がられるキャラです！
今年の夏も真黒で優しい焦げてるひーちゃんに会えることでしょう。
みんなの弟キャラのゆうまたんもひげはちゃんと生えます。
渉外／マフィアに見られることと田尻からのブログへのダメ出しに凹んでいました。
こんなに黒くなっちゃってカフェ店員クビにならないか心配です。
水桜会MG／頑張り屋の野田は昆布が好き。にわっちと同じカフェ店員です。
水球と競泳漬けの花島君！今年は勉強の方も頑張るつもり。
渉外／大きな声が目印です！とても努力家な彼女の部への思いは熱いです！
副務・MG／集合写真では白すぎで反射しちゃいました。
関カレでは大ベストを出しました！しかし「ひろなが」は覚えてもらえないｗ
保健衛生／水泳部への愛がプールへの気配りに繋がっています！
不思議オーラ漂う黒髪べっぴんさん（＾＾）性格は意外にも男前！
アツ。俊敏な動きをする彼は筋肉質な小動物系男子です。
野口念願の理系女子！Br頑張っています，ただいま成長中！
初心者ですが，50Fr，30秒切りを果たしました！次は何をやってくれるでしょうか？
レース前は緊張で腹痛に襲われていましたが，立派な泳ぎを見せてくれました
ドラムもたしなむ南国風（アロハシャツが似合う）な男の子
MG／名前の由来は「NASA」です！マネージャーとして成長中です！！
水球OGの恵さんの弟くんです！足つっちゃうキャラですｗ
シンガポールからやってきました！彼女のフレンドリーさは楽しすぎです。
MG／まみこちゃんの笑顔にみんな癒されてます～！リラックマが好き
MG／ゆいぽんの一人暮らしのお部屋が1年生の集合場所です！
あおちんと話してると和みます～！辛い練習にも負けません！

2013 シーズン報告（水球）
主将 理学部物理学科 4 年

中 賀史

本年度は、関東学生リーグ戦 2 部 5 位を目標に掲げ、総勢 26 名で活動しました。
プレーヤーの大半は大学から水球を始めた部員ばかりです。ですが、競泳経験者は多くいるため、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。
その成果が 5,6 月に行われました関東学生リーグ戦でも発揮できたと思っております。
中でも、6 月 22 日対東大戦では、3Ｐ終了時点で、平垣内雄大、中嶋馨、花島惇による得点はありましたが、
東大チームのミドルシュートとカウンターが抑えきれず、4:8 と大きく離されてしまっている状況でした。
一般的に水球の試合においては 3 点差以上得点差がついてしまうと、逆転は難しいと言われていますが、現チー
ムでプレーできる公式戦は、東大戦が最後であり、あきらめずまだ勝てるとチーム全体で声を掛け合い、４Ｐ目
に臨みました。
そして最終Ｐでは、幸先よく退水を獲り、退水セットで得点することが出来ました。また、泳ぎこんできた成
果か、ここへ来てカウンターが多く決まるようになり、もう１得点することが出来ました。この後、東大チーム
のミドルシュートで 1 点返えされましたが、カウンターで更に 1 点、内野智之のフローティングで 2 点を立て続
けに獲り、試合終了 2 分前に追いつき、最後に内野の 5ｍシュートで逆転することが出来ました。試合はそのま
ま終了し、10:9 の奇跡的な逆転劇でこの試合を勝利で終えることが出来ました。
東京大学に勝利するのは平成７年以来であり、またこの勝利の結果、昨年度の結果より２つ順位を上げ、本年
度の目標であった関東学生リーグ戦 2 部 5 位が達成できました。部員一同、一年間辛い練習に耐えてきたため努
力が報われた気持ちでいっぱいです。
一年間主将としてチームを引っ張ってきましたので、結果を残すことができ、ほっとしております。ですが、
これからも今の結果に満足せず、更なる飛躍を遂げられるよう努力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お願い申し上げます。
主務 法学部政治学科 3 年

浅倉花帆

本年度の目標は、練習環境の改善と、部員の意識の向上を掲げました。
プール管理委員会として、4 年前から度々申請していたプールカバーシートの父母会助成金(約 50 万円)が通り
ました。水温昇温装置に欠かせないプール全面を覆う保温性の高いカバーシートです。きっと、寒い秋や、春先
には、円滑に練習が進むことが期待できます。
その他、帽子やボールも購入できました。学校関係者や先輩方のご尽力で練習環境が着々と整っていることを理
解し、長く大切に使えるよう部員の意識向上を図りたいと思います。
また、全国のインカレに出場できない大学に声をかけ、学習院が事務局となり、水球の新しい大会を 9 月 28
日 29 日に開催したいと思います。是非、観戦にいらしてください。
水桜会マネージャー 文学部心理学科 4 年 酒井菜名
昨年そして今年と、五部対抗水泳大会の準備に携わり、最も感じたことは、やはりこの行事は、OB･OG の
方々や、男子部･女子部の学生などとの交流の機会となる大切な行事であるということです。今後も、この五
部対抗が伝統的に引き継がれていくことを心から願っております。昨年、佐藤夏生 OB デザインで初めて製作
した綺麗な参加記念水桜会バッジの今年度バージョンも製作いたします。きっと、参加の思い出の品になると
思います。9 月 1 日、大学プールへお待ちいたしております。

プール管理委員会報告
委員長 法学部政治学科 4 年 内野智之(水球)
プール管理委員会は、大学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で構成され、日々、プ
ールの管理・環境改善に努めています。設立 3 年目となった今年度は、茂木・岡部両元委員長の功績を基礎に、
プール環境の改善に取り組んできました。
まず、新しいプールカバーシートの申請は、水球主務の浅倉の報告のとおりです。
次にプール管理マニュアルの改訂についてです。緊急事態が生じた際、委員長が不在の場合にも、各プール利
用者が適切な対処を行えるように、塩素の利用制度の変更や、わかりやすいマニュアルの作成を行いました。
これからもプールがより利用しやすくなるように尽力していきたいと思います。

水球チーム部員紹介
名前
中

学年／役職／ポジション／コメント
賀史

４年／主将／バック／唯一の水球経験者。とてもシャイですが、熱のこもったプレーをします。

関根 泰慶

４年／副将/キーパー／元野球少年で水泳未経験でしたが、いまや立派な水球部の守り神です。

内野 智之

４年／プール管理委員会委員長/左４５/フローター／闘争心あふれるプレー！ポイントゲッター。

酒井 菜名

４年／会計補佐／水桜会マネージャー/とても優しいマネージャー！大変頼りになります。

新保 綾子

４年／主務補佐／水桜会マネージャー補佐/頼れる 4 年生のまとめ役で、気配りも完璧です。

髙橋 亮一

４年／右０／シュートのスピードがとても速く、良い肩をもっています！

瀧田 哲也

３年／右 45/バック／水泳未経験でしたが、今では立派な水球プレーヤー！練習は、大変真面目。

平垣内雄大

３年／右０／ヘルニアの為、競泳を諦め、心機一転水球に転向し、泳力を生かすプレーをしてます。

浅倉 花帆

３年／主務／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。

山田 香織

３年／会計／とても話しやすく、元気いっぱい！みんなから「らーら」と呼ばれております！

石原 裕平

2 年/キーパー/中高 6 年間野球部でしたが、水球に転向！4 年関根の一番弟子です！

笠原健太郎

２年/右４５/右０/その人懐っこさで、みんなから可愛がられています！実はピアノも上手。

高橋 良樹

２年/右４５/バック/高校では剣道部。得意の５ｍシュートでゴールを狙います！

竹内 水紀

２年/記録係/元ハンドボール部マネージャー！マネージャー姿がとっても似合います！

中嶋 馨

２年/フローター/水球界の香取信吾！高等科水泳部出身で、運動部常任委員会にも所属。

中村ゆりあ

２年/副務/４兄弟の長女でしっかりもの!頼りになります！

花島 惇

２年/左０/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！

吉野 早織

２年/学連/今年から学連では幹部を務め、学習院だけではなく水球界を支えます！

有馬 香純

１年/元水泳部プレーヤー。ほんわかした可愛らしいマネージャーです！

池上理沙子

１年/真面目でしっかり者！野球が好きで、阪神ファンです！

内田 彬裕

１年/キーパー／早くも頭角を現した未来のキーパー候補！健気な姿が応援したくなります！

斉藤 翔吾

１年/右０/サッカーから水球へ転向！ストイックな理論型プレーヤーです！

栖原慎太郎

１年/右４５/運動部常任委員会所属。浪速の水球ボーイ！ムードメーカーのような存在です！

村元 建太

１年/右０/競泳経験者。スイムの速さは花島とならんで水球部ナンバーワンです！

村山 友紀

１年/かなり天然さんなマネージャー！いつも笑わせてもらっております！

森山 良汰

１年/右０/バーリー大好き！長い手足を生かしたプレーが持ち味です！

