
平成 29 年 8 月 

学習院大学水泳部 現役レポート 2017夏号 

【水球部門】 

旧主将 兼 プール管理委員長 冨岡佳一 

 昨年 9月から今年 6月まで主将と、昨年からプール管理委員長を務めております冨岡

佳一と申します。プール管理のクラブハウス建て替えと関東学生リーグの結果について

2点を報告致します。 

  まず、クラブハウスについてです。クラブハウスが建築法に引っ掛かってしまったた

め、来年の 2 月から最長 4 ヶ月間工事を行います。特に、構造の変化はありませんが、

床がフローリングになるなど少し変わります。 

  次に、学生リーグの報告を致します。目標は 2部 4位でしたが、2部 7位という結果

に終わりました。今年は全 9チームを 2つのグループに分け、それぞれグループの上位

2チームが決勝リーグに進出でき、また下位 3チームが下位リーグに進むという方式で

した。私達はそのグループ予選最後に対戦した成城大学に勝利ないし、引き分け、1点

差で敗北の場合、決勝リーグに進め目標を達成出来たのですが、残念ながら 2点差で敗

れ、大変悔しい思いをしました。しかし、最終試合で、予選で敗れた成城大学に勝利し、

私の現役最後の試合を無事終えられました。目標を達成出来ず、悔しい気持ちは今なお

残っておりますが、私が主将を務めてから、森本コーチに加え、新たに 3人の方が加わ

り、新体制のもとたいへん密度の濃い時間を過ごせたと思います。本気で勝ちにいくた

めに、OB 皆様のおかげで出来た 2 度の合宿や練習、水球を通じて部員達が人間的に成

長出来たのが、主将として嬉しく思います。このような環境で部活動出来たのは一生の

宝物です。ありがとうございました。 

旧主務 塩野崎有希 

今年度の水球部門は「変化」の年であったと思います。 

今まで名古屋合同合宿一回のみだったところ、橋場総監督、辻井監督、小谷コーチ、太田コー

チ、森本コーチのご指導のもと初の試みである学校で 2 回もの合宿を行いました。 

そこでマネージャーは、少しでも公式戦に近い環境を作るために、全員で審判資格を取りに

行き、小谷コーチに公式審判の方を練習に呼んで頂き直接指導して頂きました。その他にも、

マネージャーも戦術や様々なフォームを積極的に学び、マネージャーならではの視点から選手

に改善点を伝え、水球を深く学んでおります。合宿や日々の練習を通し、選手・マネージャー

共にチーム一丸となり「学生リーグ 4位」の目標に挑みました。結果は学生リーグ 7位となり

ましたが、試合内容が今までとは大きく違い、まさにチーム一丸となり拮抗した熱い試合を行

いました。私にとって学生生活最後の学生リーグは一生心に残るものとなりました。 

この様な試合を行えたのは、私たちの合宿のためにご支援を下さった方々、いつも暖かい応援

をして下さる水桜会の皆様により実現出来たと感じており、心より御礼申し上げます。 

8 月 16-22日には 3 回目の合宿を大学プールで行います。是非お越しくださいませ。 

今後とも学習会大学水泳部水球部門を宜しくお願い致します。 

水桜会マネージャー 金澤珠生 

水桜会マネージャーを務めて三年目となります、金澤珠生と申します。近頃、昨年のことを

思い返しながら、今年もこの時期が来たのだなと、時間が過ぎるのはなんて早いのだろうと、

思うことが多々あります。昨年の今頃は、五部対抗に加え、80 周年記念懇親会の準備等に勤し



んでおりました。懇親会当日は、普段なかなかお会いできない OB の皆様と直接言葉を交わすこ

とが叶い、同じ空間に集って、水泳部の繋がりの強さを再認識致しました。また今年も、皆様

には現役戦力強化に多大にご協力頂き、ご支援ご声援頂き、これまでになく、現役がどれ程支

えられているかを身に沁みて感じました。改めて、御礼申し上げます。 

現役の活動はというと、四年生方の「はやく新チームとして動き出し、来年の学生リーグに

向けて頑張って欲しい」という思いがあり、今年は例年より 3 ヶ月ほど早い代交代が行われま

した。そのため、現在は私ども三年が最上級生として取りまとめております。新チーム始動し

たてほやほやで不安な点は大いにございます。しかしながら、次の学生リーグまで既に一年を

切っており、もたもたしている時間はありません。来年の学生リーグでは、結果をもって皆様

に恩返しをできますよう、チーム一丸となって奮って参ります。時間はかかるかもしれません

が、暖かく見守っていただけたらと思います。今後ともよろしくお願い致します。 

 

◎水泳部水球部門◎ 2017年下半期部活での目標／プライベートでの目標 

学年 名前 役職/ポジション 部活の目標 プライベートの目標
3年 村越浩平 主将/フローターバック 得点力をつける 体重10ｋｇ増量
3年 瀬尾隆太 副将/GK 山田を試合に出させない！ ビキニが似合う体になる！
3年 松沢建人 副将/左/右 MGと仲良くする/体重70ｋｇ越え ベンチプレス100キロ/欅坂の握手会に行く
3年 生方椋介 右0 1、2年次より頑張る 就活頑張る
3年 小高隼人 チャレンジインカレ係/左0、左45 フットワークを磨く 良さげな空気清浄機を買う
3年 山根稔立 右0 シュートフェイクを磨く 桑田佳祐のライブに当選して行く
3年 金澤珠生 水桜会MG 水球の知識理解を深める 足首をつくる
3年 坂本政英 学連 公式試合さながらの笛を吹く 絶対焼かない2017！
3年 塩嶋夏樹 選手係 常に周りに気を配れる余裕を持つ 前髪へのこだわりを減らす
3年 茂木亜香里 マネージャー長 余裕を持って仕事をする 単位取得
2年 佐藤貞雄 両サイド フローティングを覚える フル単とバイト
2年 永森大稀 左 全てにおいてレベルアップする 脱陰キャラ
2年 細越賢 サイド 攻撃力をあげる 悔いなく生きる
2年 三浦聖太郎 右45 個性を最大限活かす 1カ月に1回は旅にでる
2年 山田遼太朗 GK ブッフォンみたいになる 彼女をつくる/フル単/パソコンを使えるようになる
2年 山内晧貴 フローター/プロップ 常に上を見続けめげずに前に進む 一日一善をモットーに人の役に立つ
2年 吉田東基生 左/バック シュート決定力をあげまくる 免許をとって将来の彼女とドライブ
2年 稲村颯人 プール管理委員会書記 頼りがいのある先輩になる パソコンで文字を打つときに人差し指以外の指も使う
2年 高橋あかね 会計 練習面、精神面ともにプレーヤーを支えられる、頼れるMGになる ステキな彼氏を作る！！！
2年 滝上唯 主務 みんなに頼られるカッコイイ先輩になる！ 寝坊しない！
1年 飯田雄太 右 スイムを活かせるよう、基礎から動きを身につける フル単
1年 大内颯介 FP 50ｍ30秒切る 講義に出席する
1年 織田知弥 フローター 足を強くする/水球の理解を深める 英語力をあげる
1年 牧志治樹 バック ベンチメンバー争いに加わる 1日1日を4大切に生きる
1年 渡辺裕大 両0度 チームに必要とされるプレーヤーになる 色んな事ができる年になったので頑張る
1年 児玉侑理加 副務 ファールをタイミングよくならせるようになる バイトや遊び、勉強など充実した日々を過ごす
1年 佐藤友理奈 水桜会MG 先輩方のふいてる笛に一歩でも近づく 世界のディズニーを制覇して知り尽くす
1年 杉本晴香 学連 積極的に向上心を持って取り組む 笑い方を直す

 

  



 

【競泳部門】 

主将 林 賢太郎 

こんにちは。競泳部門主将の林賢太郎です。私が主将になってはや１年が経とうとしております。 

中内前主将から引き継いだ時は不安でいっぱいでしたが、主将としてこの一年チームを強くする

ために奔走してまいりました。ここまで自分がやってこれたのもコーチ方や同期、総監督、水桜会の

方々に支えられたからだと思います。感謝しております。 

さて、このチームで１年前から目標としてきた関東学生選手権が目の前に迫ってきました。今年も

昨年同様厳しい戦いが予想されます。しかしながら私たちも昨年から日々怠らず努力を重ねてまい

りました。 

また今年も男子では持田、長塚、女子では田口を始めとする即戦力の経験者から初心者まで例年よ

り多くの部員が入部し、より一層活気あふれる部活となりました。 

来たる関東学生選手権ではこのチームで有終の美を飾れるよう一丸となって頑張ってまいります

ので、水桜会の皆様の御声援の程よろしくお願いいたします。 

主務 安藤 理恵 

競泳部門は今年も多くの新入部員を迎え、過去最多の 53名の大所帯となりました。 

男子 4部、3部で優勝して以降、強豪校がひしめく 2部にて互角に戦えるほど強いチームに成長

しました。また、昨年の関東大会の結果を受け、団体さらに個人としても 17名の選手が桜友会・

父母会より表彰され、ここ数年間、着実に力を付けてきた成果であると実感しています。 

私たちが練習に打ち込み、ここまで大きく成長することが出来たのは、OBOGの皆様をはじめ、周

りの方々のご協力があってこそだと感じております。私が部の運営に関わる中で、常に現役のこと

を考え動いてくださる方が沢山いらっしゃることを実感し、部を支えることの難しさを学びまし

た。自分たちの力だけでは、練習も部の運営もできないと強く感じ、水泳部に関わる全ての方々に

感謝の気持ちでいっぱいです。 

今後も感謝の気持ちを忘れず、皆様のご声援を力にレベルアップしていきたいと思います。引き

続き、ご声援のほど宜しくお願いいたします。 

水桜会マネージャー 塚越 麻有子 

今年も関東学生選手権が行われる時期となりました。今年は 8月 5日～7日に横浜国際プールに

て行われます。「男子関東 2部 5位」「女子決勝進出、得点獲得」のチーム目標達成を目指し、総勢

53名でチーム一丸となり 3日間戦います。 

また今年は 9月 3日(日)に大学プールにて五部対抗が行われます。この数年で恒例となりました

この機会に、OBOGの皆さまとお会いできることを大変楽しみにしております。引き続き、御支援、

御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 阿部 真弓 

 皆様こんにちは。水桜会マネージャーを務めて 3年目になります、阿部真弓と申します。OBOG

の皆様にはお忙しい中、多大なる御支援を賜り心より感謝申し上げます。 

 多くの１年生が入部し、日々練習に励んでおります。8月には関東学生選手権が行われます。

今年も女子全員が出場することになりました。目標達成に向け力を合わせて戦い抜こうと思いま

す。これからも努力して参りますので、水泳部競泳部門をよろしくお願いいたします。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🏊水泳部競泳部門★2017年下半期部活での目標/プライベートでの目標  
 

 

 

  

 

  

 

4年 林 賢太郎 Fr 主将／関カレ出場種目全てでベスト&得点ゲット／卒論を書き上げて卒☆業する。 

 

 

 

 

4年 石山 佳樹 Br 男子副将／老害にならない／オサレになる 

4年 古谷 理恵 Br 女子副将／最後はベストを出して終わる！／お弁当を 2個から 1個に制限 

4年 安藤 理恵 MG 主務／仕事を全うし、笑顔でカンカレを終える／没頭できるような趣味を見つける 

4年 板倉 陽子 IM 怪我なく元気に全力疾走！／悔いのない学生生活をおくる！ 

4年 木内 朝日 Ba 命尽きるまで自分の流儀を貫く／車で知らない所へ行く 

4年 塚越 麻有子 MG 水桜会 MG／「マネージャー」を最後まで楽しむ！／卒業までに 3カ所以上旅行に行く 

4年 永冨 誠大 Ba インカレでベスト！／一生使える市場知識を身につける 

4年 飛高 彩音 MG エントリー／余生を大事に笑顔で練習に励む。／英語を、どうにか習得。(切実) 

4年 水川 菜々 Fr 1回 1回の練習を全力で！楽しむ！／後悔しない 1日を過ごす。 

4年 谷澤 直昭 Fr みんな、ありがとう。／あ、やるときやらなきゃダメなのよ。 

3年 阿部 真弓 Fr 水桜会 MG／純粋にたのしんで泳ぐ！／かわいくなりたい！ 

3年 桑津留 玄基 Fr 強靭な肉体を手に入れる／早寝早起き朝御飯 

3年 小平 剛徳 Br 毎回の練習を楽しむ。／ダイビングのライセンスをとる。 

3年 小林 祐菜 Fr 渉外／1回 1回の練習を大切にする／いろんなところにドライブに行く。 

3年 薦田 静 MG 副務／初心に返って丁寧な仕事をする！／お弁当持参でなるべく出費を抑えます 

3年 谷本 一真 IM 保健衛生／笑顔でいる／インターンに行く 

3年 友部 大樹 Ba 一回一回の練習を充実させる／これ以上日焼けしないようにする 

3年 西山 麟太郎 IM 渉外／毎回元気よく！／早寝早起き。 

3年 野村 拓君 IM フォームをきれいにする／車の運転技術を向上させる 

3年 長谷 雪那 Fr 会計／100ｍFrで 1分切る。／ディズニーにちゃんと週一で行く。 

3年 望月 舜史 Br 最高学年として部活全体に気を配る／卒論と就活の準備を計画的に進める 

2年 浅羽 翔偉 Fr 記録／大きな泳ぎを身につける／今までより美味しい塩にんにく風味のからあげ開発 

2年 菅野 遥花 Ba ウィンターに向けた体作り／桜ラウンジの週替わりアイス全制覇 

2年 北爪 哲 Fly 自分の満足いくような泳ぎを。／痩せます！マイナス 10㎏！ 

2年 三枝 寛治 Fly インカレの標準を突破する／健康に過ごす！ 

2年 杉田 美咲 MG 会計補佐／もっとしっかりとした先輩になる！／引き続き、日焼け対策を頑張る！ 

2年 高岩 凌平 Br 100Frで 1分切る／生活リズムをきちんとする。 

2年 髙橋 美樹 Br 大きめの怪我をしない／ゲームソフトをなくさない 

2年 竹広 幸司郎 IM 体系維持。／明るく楽しく元気よく 

2年 千葉 一輝 Fly 広報／ひっそり泳ぐ。／文房具を揃える。 

2年 橋本 和樹 Fr 声出す！盛り上げる！自分に負けない！／いつもニコニコしながら幸せそうに過ごす!!笑 

2年 寳田 萌々華 MG 意欲を持って頑張ります！／20歳になるので大人になります！ 

2年 桝田 菜々子 Fly 来年こそ 100mFlyで関カレ出場／楽しく生きる。 

2年 孟 心玥 MG 学連／明るく楽しく！／脱睡眠不足。 

2年 脇野 紘 Fr 声出しで元気な練習にする／関東近郊鉄道の旅をする 

1年 今井 亜美 MG 冷静に１人でできるようになる！／滑舌よくして聞きやすい声に！ 

1年 今泉 湧 Fr 50mFrを 24秒台で泳ぐ。／英語の勉強を頑張る。 

1年 北山 夏凪 MG マネージャー業のスキルアップを目指します！／語学力の向上！！ 

1年 小坂 碧 MG プレイヤーをよく観察する／何事にも全力で取り組む 

1年 佐々木 勇吉顕 Br S1の Brのタイムでベストを出す／単位を落とさないように学業に励む 



 

 

1年 新谷 優也 Fr Frで 30秒を切り、S1を見つけます！／留年しないように頑張ります… 

1年 須佐 志穂 Fr 毎回練習に目標を持って参加する。／おいしいお店をたくさん見つける。 

1年 高岡 大我 Fly 50mFlyで 24秒台／楽しく生きる 

1年 田口 奈々子 Fr 大会のたびにベストを更新する／未知の仏像に出会う。 

1年 傳田 友希奈 MG 練習しやすい環境を作れるようになる／早寝早起き 

1年 中嶋 澪菜 MG サークル出しと読み上げの両立／お金貯めて車の免許をとる。 

1年 長塚 広基 Fr 大会でいい記録を出して点を稼ぐ／健康に少し痩せる 

1年 福永 彩美 Br ストレートアームを直す。／妹と水族館に行く。 

1年 藤林 拓海 Fr 強いスイマーになる／文武両道を 

1年 松平 忠慶 Ba オンオフの切り替えをしっかり／筆箱と浴衣と夏服を買う 

1年 水谷 桃子 Ba 浮き上がりを改善する。／ポジティブ思考な人になる。 

1年 持田 瑛祐 Fr 林さんを練習に復帰させる(^^)／アマチュア世界最強のサイクリストになる 


