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学習院大学水泳部 現役レポート 2014 春号
2014 シーズンに向けて（水球）
水球チーム主将 瀧田 哲也
私はサッカー、バドミントン、フットサルといろいろなスポーツ経験があったものの、水泳
経験と言えば学校のプールの授業くらいのものでした。入部してすぐの頃は当時のマネージャ
ー、恵さんに泳ぎを教わったりもしたものです。泳げないというハンデは想像の数倍大きいも
ので、一年目はとにかく泳ぐことに必死で、何度も辞めたくなりました。しかし、当時 4 年生
だった茂木さんが言ってくれた「確かに瀧田は泳げないというハンデを持っているけれど、僕
たちは絶対にお前を見捨てないよ」という言葉を思い出しては、もう少しだけ頑張ろうと思っ
たものでした。そんな風に周りの人の力も借り、なんとかやめることなく、今の今まで水球を
続けることが出来ました。そんな私も今では 3 年になり、去年の 10 月から主将という責任あ
る立場を任されております。これからも初心を忘れることなく、精進していきたいと思います。
現在、水球チームはプレイヤー10 人、マネージャー8 人の計 18 人で活動しています。プレ
イヤー10 人すべてが大学から水球を始めたという異例のチームです。長い学習院大学水球チー
ムの歴史でも初めてではないでしょうか？（知っている方がいらっしゃいましたら教えてくだ
さい）初心者集団とはいえ 10 人のうち半分の 5 人は、競泳界でもその名を轟かせた精鋭たち
です。特に 2 年の花島は競泳チームの全国大会にも出場するほどの猛者であり、水球でもチー
ムのエースとしてその才能を遺憾なく発揮してくれています。そして、そんな花島から部内最
速の座を奪ったのが 1 年村元です。将来が非常に楽しみな選手です。続いて忘れてならないの
が、2 年中嶋。彼の水球センスはとても初心者とは思えず、プールにおいて一際強いプレゼン
スを示しています。また、2 年笠原は水球の実力はもちろんですが、後輩の面倒見が良く、しっ
かり者なのでいつも助けてもらっています。同期の平垣内も独特の着眼点でいつも部員に助言
を与えてくれます。残りの 5 人も水泳経験が乏しいながら、毎日頑張っています。2 年高橋は
その恵体を生かして、チームの守備の要にまでなりました。1 年栖原も初めは全く泳げなかっ
たのに、今では立派な水球プレイヤーになりました。キーパーの石原、内田も切磋琢磨して頑
張っております。また、8 人いるマネージャーも日々のマネージャー業だけでなくチャレンジ
インカレの運営など、我々の活動を十二分にサポートしてくれており、学習院大学水球チーム
のマネージャーは我々プレイヤーの自慢です。
そんな 18 人に森本コーチを加えた 19 人で、去年以上の結果を残せるように頑張っていきた
いと思っているので、今後も我々学習院大学水泳部をよろしくお願い申し上げます。
（直近の大
会の詳しい戦績などを知りたい方は、ぜひ近くの部員を捕まえて、お聞きください）
主務 浅倉 花帆
昨年度は、学習院大学が中心となり、チャレンジインカレという新大会を設立しました。杉
山コーチ、森本コーチ、その他 OB の方々のご支援があったからこそ、大会を実現することが
できました。また、第一回大会の開催に、水桜会からお祝い金を頂戴致しました。この場をお
借りして、御礼申し上げます。ありがとうございました。

本年度は、チャレンジインカレの運営と練習環境の整備、審判講習に取り組みます。プール
管理委員会として、昨年度はプールカバーシートの助成金をいただきました。本年度も、安全
に練習が行える環境の整備に務めます。新しい試みとしては、審判講習を行い、マネージャー
の水球知識の向上・練習への積極的な参加のために、審判の資格取得を目指します。
最後に、2・3 月に東日本水球リーグ戦、5・6 月に関東学生水球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
い練習日程は下記のアドレスにご連絡ください。本年度もご支援ご声援のほど、よろしくお願
いいたします。 taj.mahal.3141@gmail.com
水桜会マネージャー 竹内 水紀
今年度、水桜会マネージャーを務めさせていただくことになりました。OB、OG の方々と現
役をつなぐ架け橋となれるよう頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。この役職
を務めさせていただいて、まだ日は浅いですが OB、OG の方々のお力添えあってはじめて、満
足に部活動ができるということを再認識いたしましたと同時に感謝の気持ちでいっぱいでござ
います。今後ともご支援ご声援のほどよろしくお願いいたします。
さて、今年度は昨年度から始まりましたチャレンジインカレの運営、審判資格取得、名古屋
合宿の参加とまた一歩進化しました水球チームをお見せできることと思います。毎日の練習の
頑張りが実を結び、よいご報告ができますよう今年度も頑張りますので、どうぞよろしくお願
いいたします。
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瀧田 哲也
平垣内 雄大
浅倉 花帆
山田 香織
石原 裕平
笠原 健太郎
高橋 良樹
中嶋 馨
花島 惇
竹内 水紀
中村 ゆりあ
吉野 早織
内田 彬裕
栖原 慎太郎
村元 建太
有馬 香純
池上 理紗子
村山 友紀

主将・右45/誰に対しても非常に優しい性格ですが（笑）、今年は心を鬼にして厳しいリーダーになります。
副将・左45/昨年度より順位を一つでも上げられるよう、副将として尽力します。
主務/最後のシーズン、悔いの残らぬよう支え続けます！
会計/ろーらです☆昨年に引き続き、会計業務に尽力させていただきます！！
キーパー/止めます。投げます。声出します。唇しまいます。。。
右0・45・バック/怪我をせず、スピードを生かして泳ぎ負けのないようにし、誰よりも正確なパスを目指します。
フローター・バック/今年は友達増やします！！
フローター・ベンチ/早めに後任の後輩を育てて隠居するために精進し、知識、能力を高めます。
左0°/ゴールゆらゆら～、髪の毛ふさふさ～、頑張ります！
水桜会MG/退水判断できる、そんな「審判できる系女子」に私はなる！
副務/副務2年目ということでミス率は必ず0にします！
学連/選手たちをしっかりサポートして、チームをインカレに導きます！
キーパー/レギュラーになるために基礎をきちんと身につけます！
右0・45/1試合通して出られる体力をつけ、得点をコンスタントに決めます！
右0/レギュラーになる！フローティングできるようにする！
学連/試合をたくさん見て、自ら気づいて行動します！
プール管理委員会書記/ビーサン焼け復活☆先輩後輩として必要とされる存在を目指します！
記録/かっこいい先輩になります♡

2014 シーズンに向けて（競泳）
競泳チーム主将 柏木 良太
昨年は関東学生選手権において、男子 3 部優勝・2 部昇格を果たすことができました。部員
は普段の練習の成果を十分に発揮し、自信を持って試合に臨めていたと思います。これも水桜
会の皆様の、ご支援ご声援のお蔭です。この場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとう
ございました。これからは今まで以上に厳しい戦いが待ち構えていますが、臆することなく向
上心を忘れずに活動をして参りたいと思います。
主務 北川 菜月
競泳チームは、現在週３～４日の練習を行っております。男子は１１月まで大学プール、１２
月からは学習院高等科のプールをお借りしております。清水コーチや男子部の先生方はじめ、
多くの方々のご協力があって活動できている状況です。とても有意義な練習を行うことができ
ております。お力添えいただき、ありがとうございます。女子は９名という少人数となりまし
たが、学習院女子中高等科の戸山プールにて活気溢れる練習を行っております。毎週月曜日は
学外のスポーツクラブにおいて男女合同練習を行い、チームとしての団結を強化しております。
また、昨年の関東学生選手権３部優勝に関する助成金を申請いたしました。桜友会や父母会か
ら褒賞金や、個人賞として５名への優秀賞をいただくことができました。
皆様の多大なる御支援、御声援のおかげで達成いたしました、関東学生選手権「男子３部優勝
２部昇格」の勢いを止めることなく邁進していく所存です。今後、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 野田 夏希
この度野原華子先輩の引退に伴いまして、水桜会マネージャーを務めることになりました。
新 3 年のマネージャーをしております野田夏希と申します。至らない点などが多々あるかと思
いますが、現役と OB・OG 皆様の懸け橋となれるように、精一杯水桜会マネージャーを務めて
参りたいと思います。
昨年の 9 月から新体制での部活がスタートしました。目標も『男子関東大会 2 部 5 位入賞・
女子部員全員関東大会出場』と改め、日々練習に励んでおります。また、年 4 回の公式の大会
だけではなく、他の大会にも出場するなど、活躍の場を広げております。マネージャー陣も、
練習がより良いものにするために、タイムなどを記録しその都度選手に渡せられるように努力
をしております。
4 月になりますと、新 1 年生が入学します。新たな仲間と選手・マネージャーが一丸となり、
今年 8 月の関東大会を迎えられたらと思います。皆様の御支援・御声援のほどよろしくお願い
いたします。
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今回は2014年の目標です。水泳のことから個人的な目標まで！お楽しみください！
柏木 良太 Fr 主将／今年も楽天イーグルスが日本一をもらいます！
林 成胡 Fr 男子主将／泣いても笑ってもラストシーズン！魂を燃やし尽くします！
吉澤 英里奈 Fr 女子主将／個人の自立も支えられるチームワーク溢れる部活☆！
北川 菜月 MG 主務／元気に前向きに！皆をしっかり支えられるよう、日々頑張ります！
宮川 日輪子 MG 会計／マイペースに、でも悔いの残らない大学生活を過ごすこと！
井上 瑛 Ba プール管理委員会副主将／フォームを改善と練習の雰囲気作りを大切にします。
生形 亮介 Ba 外部の大学院を目指しているので部活と勉強を両立させたいです。
川上 宏平 Br 今年は200Brでも関カレに出れるように頑張ります！
岸 海斗 Fly 広報／今年こそロッテ優勝！
関 敦尚 Fr 中距離種目で後半のタイム落ちを減らす。
高橋 龍樹 Fr 関東大会出場！
田尻 達大 Bｒ 競技生活ラストを後悔なく泳ぎきる！2部でも関カレ決勝！
堤 創汰 Br 広報／200Brの関カレ標準を切りたい！
萩原 綾紀 Ba 悔いなく引退する！そのために100Baで1’10”！
東 賢明 Fr 担当生徒の第一志望校合格率100％！！
村田 果穂 MG エントリー／自分が何をすべきか状況から的確に判断し、主体的に動く！
沖 政友
IM 上級生になるので今年は常にチーム全体のことを念頭において行動していきたいです。
小林 颯
Ba 保健衛生補佐／二部決勝、チームに貢献！
嵯峨 寛子 Fr 関カレで200Frで出場！みんなで声をかけあって女子も強くなるぞ！
竹田 悠馬 IM 去年の関カレより高得点をとる！
西村 貴浩 Fr 渉外／関カレ決勝！点取ります！
丹羽 真理 Fr 目指すは50Fr長水30秒切り。
野田 夏希 MG 水桜会MG／何事にも積極的に！昆布を食べ過ぎない！
塙 花織里 Fr 渉外／関東大会の長距離で悔いのない成績を残す！
福田 莉央 MG 副務／先輩後輩と共にうまく連携を取りながら部を支えていきたいです。
堀内 啓良 Fr 関カレ2部50Fr優勝、100Fr3位以内！インカレを楽しむ！
山岡 奎太 Br 保健衛生・メニュー係／関カレ100Br・200Br得点。行けるとこまで行く。
相澤 ゆかり Fr 振り返った時に後悔しないよう、日々の努力を怠らない。
石橋 篤季 IM 常に目標を定めて、突破出来るように日々努力する。
岩崎 夏実 Br 100Brで関東大会出場！
木藤 舜
Fｒ 練習に強くなる、50Fr24秒台、100Fr1分切り！
佐々木 陽平 Fly 100mFlyでインカレ出場！
関口 修二 Fr 2部になっても得点できるように頑張りたいです。
鈴木 菜沙 MG 学連／チーム、選手をサポートし支えられるように頑張ります！
中内 弘
Br 関カレに出場しチームに貢献すること。
原田 彩夏 Br 広報補佐／泳力面だけではなくチームに貢献できるようなプレーヤーを目指す！
山岡 真実子 MG 会計補佐／全体を持てどうしたらより良い練習になるのかを考え行動に移す！
横山 結衣 MG 周りをよく見て、常に気をきかせられるようにする。
渡邉 葵
Fr より気を引き締めていきたい。

