平成 31 年 3 月

「水桜会だより」
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学習院水桜会 平成 31 年度総会

4/14(日)開催

4 月 14 日(日)10 時 30 分、西 1 号館 213 教室で別紙ご案内の通り開催されます。
現役支援と会員間の親睦を目的とした水桜会活動をご理解頂くための総会です。
現役支援として、部活動助成金の支給、監督コーチ派遣、冬場の学外室内プール交渉相談、大学プールの管理指
導、主務会計指導、就職面接対応セミナー、四年生の卒業お祝い会などを行っております。
今後

現役支援を第一目標に掲げゆっくりと時間をかけて全てのOB・OGと力を合わせてより充実した水桜

会を目指していく所存です。
総会では、この目標に向かってどのような方法が考えられるか、皆様のご意見をお聞かせ頂きたく、より多く
の水桜会会員の出席を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

水桜会会長

内田 暖(S45高男)

2018 五部対抗水泳大会（報告）
8 月 26 日（日）うだるような暑さの中、OBOG（29）
、大学生（水球 29・競泳 31）
、高等科（16）、女子部（16）
と計 123 名の出席で賑やかに行われました。
プールサイドのクラブハウスが建て直され使い勝手がとてもよくなりました。
大きさは（規模）前の建物と同じですが白い壁、白い床、洋式のトイレ、浴室は広くなりとても気持ちがいい
です。前の冷蔵庫も使え（これは古い）学校にはただただ感謝です。これを維持するようにきれいに使いまし
ょう。
男子部の父兄も応援にみえ、家族で来ていた 4 歳の女児も泳ぎ、皆の人気者でした。
年々競技が白熱し、皆真剣です。最後の OB×水球の試合は OB が追い上げ、７－７の引き分けとなりました。
皆双方が声を張り上げ応援し、いい試合となりました。来年も盛り上がる五部対抗を期待します。
本年は、8 月 25 日（最終日曜日）です。どうぞご参加ください。
正野 敬子(S50 大）

大学水球部門
水桜会の会員の皆様には、日頃から大変お世話になっております。
OB の皆様のご支援もあり、昨年は関東学生リーグ 2 部 3 位、秋の新人戦でも 2 部 3 位と良い結果を残すことが
できました。今年はさらに上を目指して活動するつもりです。
今年の活動についてご説明する前に、今水球界で話題になっているのがルールの改正です。詳細は長くなり
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ますのでご説明しませんが、かなり大きな変更と受け止めています。
（Facebook の学習院水泳部 OB に概要を UP しますのでご覧ください）
ルールの変更にともなって、戦い方もよりスピーディに、より泳ぐという事になってくるように思われます。
いずれにしろ、短期間のうちに習熟することが早道ですので早速 3 月の合宿から新ルールで練習をしていくつも
りです。
今年の水球部門は、学生達から「インカレ出場が目標です」という声がありそれを目標に戦ってまいります。ご存
じの通り、インカレには 2 部の 2 位までのチームしか参加することはできません。
歴代でも、2 部の 1.2 位になったのは数えるほどしかありません。しかも、それに比べ現在の 2 部 1 位、2 位の
国際武道、成蹊は、ジュニアからの経験者を集めたチームです。学習院の水球経験者は数名です。(高等科水
球部が無くなったことが痛い！)様々な個人技やシュートのバラエティ、トリックプレイ、状況判断力など個
人の力ではなかなか及びません。しかし、泳力、持久力、脚力や足の使い方、シュート力などの基礎力はある程
度追いつくことも可能です。この 2 年間それらをメインにした練習をしてきました。そして上位２校の背中が見
えるところまで来たのです。そして、学生達がもっと練習をすれば追いつけるのではないかと考え始めたこと
は大きな変化です。学生達に欲がでてきたのです。このような芽を育てていきたい、難しいチャレンジですが
なんとか叶えたいものです。これをきっかけに、学生達がもっと前向きに取り組み、自分達で考えるチームに
なるよう変化させていきたいものです。
具体的には、1 月 2 月は一部強豪の早稲田と明治の練習に 2 グループに分けて参加させています。2 月末まで
に新しい浄化装置の設置、プールの塗装が終了しますので、早速 3 月 6 日より１週間目白にて合宿を行います。
宿泊は代々木の青少年センターです。3 月の後半は上位校や高校の強豪校との練習試合、3 月 19 日には国際武道
大学のオファーにより先方を訪問して練習試合を行います。追って詳しい日程は改めてお知らせいたします。
以上簡単ですが今年の水球部門の活動予定をご説明させていただきました。OB の皆さまには引き続きご支援
のほどよろしくお願い申し上げます。また、ぜひプールに足をお運び下さい。学生達にはよいプレッシャーになる
と思います。よろしくお願い申し上げます。
水球部門監督 辻井敏博(S51 大）

大学競泳部門
本年も冬季期間の練習は男子中高等科及び女子中高等科、ルネサンス早稲田のプールをお借りして行ってお
り、森本先生と山本先生をはじめ、関係者の皆様には日頃の感謝の気持ちを込めて、厚く御礼申し上げます。
今年は 2 月 15 日から 19 日の 5 日間で合宿を福島県のふじ旅館様に宿泊、郡山しんきん開成山プールで練習を
行いました。昨年とは場所を変更し、初めて利用する施設でしたが水泳に集中できる良い施設でした。合宿では
連日の午前と午後の 2 部練習で計 8 回の練習を行いました。昨年とは違い今年は早い段階からスピード強化のト
レーニングを行っている為、昨年よりも泳ぎ込みとスピード強化の比率をスピード強化に寄せて合宿の練習を組み
立てました。12 月に行われたウィンターカップでは苦い思いをする部員が多かったですが、5 月の春期公認記
録会、6 月の夏季公認記録会、締め括りとなる関東学生選手権に向けてのトレーニングの幅を広げることがで
きたと感じています。
今シーズンの部内目標としてはベスト率 100%を掲げておりますのでこれからの大会で全員がベストを出せ
るように日々練習を行っております。OB・OG の皆様には引き続きご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願いしま
す。
大学競泳部門コーチ 村田陽甫（H26 大）
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男子部水泳部
中等科水泳部は週 4 回の練習に励んでおります。今年度行われた附属戦では学習院が見事勝利を収めること
ができました。これは昨年度僅差で敗北した結果を踏まえ、附属戦での勝利を目指してチーム一丸となり、練習
してきた成果によるもの考えております。この結果に満足することなく、来年度も附属戦での勝利や大会での
好記録を目指し、これからも練習に邁進してまいります。
高等科水泳部は、星怜央主将を中心に週 5 日練習しております。今年度も多くの公式大会や公認大会に参加
し、高等科水泳部のレベルが向上しているのを実感しております。昨年の 9 月 15 日、16 日に開催された東京
都高等学校新人水泳競技大会において 2 年佐藤世成 が 50m 背泳ぎにおい第 7 位(29.28)、
2 年立花宗睦 が 50m
バタフライにおいて第 4 位(26.22)となりました。東京都の大会において 2 名が決勝進出し、強豪校の選手達と
競い合いました。今年も附属戦での勝利を目標に、東京都の大会でも良い記録が出せるようこれからも練習に励ん
でまいります。
水桜会の皆様には、今後とも変わらぬご支援、ご声援のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
高等科水泳部コーチ 今泉 湧（大学競泳）

女子部水泳部
平成 30 年夏季の試合のご報告をさせて頂きます。
〈高等科〉
7/21～24 の関東大会に三年 関口舞花が 100Ba で出場。ｲﾝﾊｲ標準記録は突破できませんでしたが気持ちの入
った泳ぎを見せました。
8/8～11 には新ﾌﾟｰﾙで初の校内合宿を行いました。ﾑｰﾄﾞﾒｰｶｰの高二を最上級生として良い泳ぎ込みができ、
盛夏の試合期へ突入。8/15,16 の十六高校対抗では参加 29 校中 11 位でした。得点獲得者に偏りがなく、今後の
ﾁｰﾑの総合力向上が期待できそうです。
〈中等科〉
7/21,22 の都中学では、二年 井坂有里が 400IM、200IM で関東大会出場を決めました。8/8～10 の関東大会本
戦では 400IM(自己ﾍﾞｽﾄ)で 2 位、200IM で 5 位となりました。その後の JO でも自己ﾍﾞｽﾄを更新しており全中も
視野に入ってきました。
8/19 の新宿区民大会では総合優勝。8/28 の附属戦では 109 対 88 で勝利。高等科に続き三冠も達成しました。
ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ、ﾌﾘｰﾘﾚｰでは共に横井茉愛子、筑紫小百合、中村明日香、伊藤奈々子の布陣で臨み、大会新記録を樹
立しました。
9/8,9 の学年別では、100Bu で三年 中村明日香が 8 位、200IM で二年 井坂有里が 5 位、50Ba で二年 筑紫小百
合が 7 位に入賞。夏の練習の成果を出した部員も多く、初めて辰巳で泳いだ一年生にとっても良い試合となりまし
た。大会を終え、中等科は三役を二年生に引き継ぎました。19 年ｼｰｽﾞﾝへ向け努力して参りますので、引き続
きご支援の程、よろしくお願い申し上げます。
女子部コーチ 時谷 一滋 （S61 高）
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水桜会女子部部門より
女子部 OG の皆様
附属戦のご案内です。今回は、附属戦に女子が参加して 50 回目という記念すべき節目の大会です。
昨年附属 OG より、何か記念大会として学習院と共同で盛り上げていきたいとお声がけをいただきました。
ペナント交換等企画しております。是非、プールにいらして、ご一緒に応援をしませんか？できれば、そろいの
水桜会ポロシャツを着て女子部水泳部にエールを送りたいと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。
女子部部門 渡邉マリ（S48 高）

水桜会情報は、桜友会 HP にも掲載されております。
桜友会事務局のご配慮で、「水桜会だより」「大学現役レポート」と「総会議事録」が掲載されて
おります。桜友会 HP⇒(左下の）輔仁会 OBOG 会⇒運動部⇒水桜会で、開けます。
また、桜友会では、「メールマガジンご購読のご案内」をいたしております。桜友会の最新情報
がご購読できますので、どうぞ、ＨＰ内からお申込みください。

以

4

上

