
 

 

競泳部門 

主将 西山 麟太郎  

こんにちは。本年度水泳部競泳部門主将を務めております西山麟太郎と申します。 

昨年の関東学生選手権では、3部降格という厳しい結果になりました。非常に悔しくありますが、現時

点で我々の泳力・人間力を含めた競泳部門としての総力が他校に負けていたという事実を身に染みて理解

するきっかけになったと思っております。この結果を踏まえまして、今年度は個人の泳力向上だけでなく

「チームが勝つために戦う」意識を持った人材の育成に力を入れ、「男子 3部優勝。女子関カレ全員出場・

得点獲得」という目標を達成致します。 

現在はそのための小目標として毎回の公認大会での「部員のベスト率 100％」を掲げ、2 月上旬に長水

路プールで 4泊 5日の合宿を行うなど、日々切磋琢磨して練習に励んでおります。こうした練習が出来る

のも、先輩方のご尽力や水桜会の皆様のご支援のお陰です。必ず結果でお返ししたいと思っておりますの

で、今後とも変わらぬご支援ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。 

 

女子主将 兼 水桜会マネージャー 阿部 真弓 

 OBOGの皆様、いつも大変お世話になっております。本年度、競泳部門女子主将兼水桜会マネージャー

を務めております、阿部真弓と申します。女子は、11月から新しくなった戸山プールにて日々練習に励

んでいます。羽付きのスタート台には、女子部員大変喜んでおります。 

2月上旬には、「寝食泳を共にすることで、チームとしての団結力を高め、チーム力向上を目指す」と

いう目標を掲げ、強化合宿を行い、プレイヤー・マネージャーともにより一層成長できたと感じています。 

いつも暖かく応援してくださる OBOGの皆様、練習に足を運んでくださるコーチの皆様、心より感謝申

し上げます。私自身、最後のシーズンとなりますので後悔のないよう精一杯取り組んで参ります。引き続

きご支援、ご声援の程よろしくお願い致します。 

 

主務 薦田 静 

競泳部門主務を務めております、薦田静と申します。競泳チームは、現在週 3～4日の練習を行ってい

ます。男子は 11月まで大学プールを使用し、12月からは学習院高等科のプールをお借りしています。女

子は女子中高等科にて 10月までは旧戸山プールを、11月からは新プールをお借りしています。日頃より

男子部・女子部の先生方、並びに清水学コーチをはじめとする多くの方々のご協力を賜り、男女それぞれ

が恵まれた環境のもと活気ある雰囲気で練習が出来ていることに、心より感謝申し上げます。 

昨年の 12月には第 4回目となる高等科との合同記録会を、また 2月には第１回目の高等科及び女子中

高等科との合同記録会を開催いたしました。どちらも無事成功し、同じ学習院水泳部として縦の繋がりを

実感する良い機会となりました。来年以降は、中等科も含めたより大規模な合同記録会が行えればと考え

ております。 

また、関東学生選手権では 2部 8位をおさめ、関連の助成金を申請いたしました。これは皆様の多大な

るご支援のお陰で達成出来たことであり、今後ともこの勢いを止めることなく躍進していく所存です。練

習にあたって、これまで以上に学外施設利用やその他の経費がかかることが予想されます。引き続きご支

援のほど宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🏊水泳部競泳部門★2018年今年の漢字/その理由 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

3年 西山 麟太郎 IM 主将/『躍』あと 1年、後悔ないように本気で楽しんで、飛躍したい。 

3年 阿部 真弓 Fr 女子主将・水桜会 MG/『愛』愛に生きよう、ごきげんよう！！！ 

 

 

3年 小平 剛徳 Br 副将/『家』濃いめ、固め、多め。引退する今年で食べ納め(泣) 

3年 薦田 静 MG 主務/『実』実りある一年に！教育実習も頑張ります！！ 

3年 桑津留 玄基 Fr 『一』何事も入り、一発目が大事と考え、部活もプライベートも常に意識して行動したい 

 

て行動したいです。 

 

て行動したいです。 

3年 小林 祐菜 Fr 『挑』今年は部活ラストイヤー、就職活動、卒業論文と挑む 1年！ 

3年 谷本 一真 IM 保健衛生/『楽』人生が楽しいから 

3年 友部 大樹 Ba 『彩』彩りのある 1年にする 

3年 野村 拓君 IM 『集』水泳人生ラストイヤー、部活も遊びもすべてに全力で集中！！ 

3年 長谷 雪那 Fr 『挑』インカレを切れるように、就活を成功させられるように頑張ります。 

3年 望月 舜史 Br 『為』自分の将来の為に、為すべき事を為す。 

2年 浅羽 翔偉 Fr 市外部/『時』時間を大切にし、限られた時間を無駄にせず有効活用して部活もプライ

ベートも実りのあるものにする。 

2年 北爪 哲 Fly 『進』二十歳を超えたので自分の進む道を考える年にしたいから 

2年 三枝 寛治 Fly 『泳』今年入院や怪我をして改めて泳げることの楽しさを感じたから。 

2年 杉田 美咲 MG 会計/『実』勉強も部活も実りある充実した生活を送る！ 

2年 高岩 凌平 Br 渉外/『挑』新しいことにどんどんチャレンジしたい。 

2年 髙橋 美樹 Br 『良』部活動、勉強、健康、趣味等良好にいくよう願いを込めて 

2年 竹広 幸司郎 IM 『努』明るく楽しく元気よく何事も頑張ります！ 

2年 千葉 一輝 Fly 広報/『活』公(部活)私(将来のこと)に渡って活発な 1年にしたいから 

2年 橋本 和樹 Fr 保健衛生/『成』目標を成し遂げ人間としてスイマーとしてもっと大きく成長したい！(あ

と身長も伸ばしたい！笑) 

2年 桝田 菜々子 Fly 『志』好きな選手の座右の銘から抜粋しました。志を遂げるために努力の年にします。 

2年 孟 心玥 MG エントリー/『肉』スタミナさえつければどんなことも気合と根性で乗り越えられると思う 

2年 脇野 紘 Fr 『上』月並みですが、何事にも向上心を持ってやって行きたいと思います 

1年 今井 亜美 MG 『笑』笑顔をいっぱい見れる 1年にしたいです。 

1年 今泉 湧 Fr 市外部/『学』大学の勉強だけでなく、英語も上達させたいです。 

1年 北山 夏凪 MG 水桜会 MG/『見』部活や学業で新しい発見をたくさんできる年にしたい。 

1年 小坂 碧 MG 『健』部活も勉強もプライベートも健康で元気に頑張りたいから。 

1年 佐々木 勇吉顕 Br 記録/『可』水泳はもちろんのこと、様々なことを出来るような人間になっていきたい。 

1年 新谷 優也 Fr 『誠』今年度は色々不真面目な所があったので変わっていこうと思います。 

1年 須佐 志穂 Fr 『挑』部活の練習や、留学など日々挑戦する気持ちを忘れずに生活していきたいから。 

1年 高岡 大我 Fly 『愉』何事もたのしんでいきたい。 

1年 田口 奈々子 Fr 『健』無病息災、健康的な毎日を！！ 

1年 傳田 友希奈 MG 会計補佐/『智』資格を取ったり、部活でも色々なものを学んで知識を付けていきたい。 

1年 中嶋 澪菜 MG 学連/『時』1年はあっという間なので、1分 1秒を大事にしていく。 

1年 長塚 広基 Fr 『元』もうインフルエンザにかかりたくないという願望から 

1年 福永 彩美 IM 『進』水泳が楽しいという今の気持ちのまま突き進みたいです。 

1年 藤林 拓海 Fr 『貫』自分の信念を貫くような年にしたいと思ったため。 

1年 松平 忠慶 Fr 『痩』痩せる 

1年 水谷 桃子 Fr 『変』環境の変化が大きい一年だったからです。 

1年 持田 瑛祐 Fr 『旅』旅行に行きたい！！！！！！ 



2018 年 春 現役レポート 

水球部門  

主将 村越浩平 

水球部門主将を務めております、文学部日本語日本文学科 3年村越浩平と申します。 

今年のチームは「インカレ出場（関東 2部リーグ 2位以上）」を目標としております。高い

目標ですが充分実現可能と考えております。監督、コーチ陣が一新され、2年目のシーズン

であり、今年は、去年の春合宿、GW合宿に加え 2月に三重での合宿を実施して更なる実力

向上を目指します。昨日より今日、今日より明日と少しずつでも確実にレベルアップできる

ように、目の前の練習に全力で取り組む、そして努力することを楽しめるような環境を作っ

ていきます。 

部員達もめきめきと実力をつけてきており、とても頼もしく思っております。部員全員で辛

い練習を乗り越え、結果を残せるようなチームを作っていきます。 

このように、私達が合宿を行ったり、競技に集中したりできるのは OB・OGの諸先輩方の

ご支援のおかげです。部員一同感謝の気持ちを常に持ち、日々の活動に取り組んで参ります。 

引き続き、ご支援、ご声援のほど宜しくお願い申し上げます。    

 主務 滝上 唯 

 今年度、私たちはチーム目標として「学生リーグ 2部 2位」を掲げています。 

この目標は簡単に叶えられるものではないことは分かっています。目標達成のためにはプレ

ーヤーが頑張るだけではなくマネージャーも努力し、チーム全体で高め合う必要がありま

す。  

   マネージャーは「審判技術の向上」を重点的に取り組んでいます。いかに公式審判の技

術に近づくことができるのかはプレーヤーの技術向上にも直結しているのです。これは練習

時のジャッジと公式戦でのジャッジがあまりにも違ってしまわないためでありマネージャ

ーの努力が不可欠になってきます。練習の時は学年問わず積極的に吹き、互いに切磋琢磨し

取り組んでおります。また、公式戦で学生審判として試合を吹き、オフィシャルな技術を実

践し、多くを学んでいます。 

  昨年度より辻井監督の元、現役一同心を一掃し目標に向けて取り組んでおります。さらに、

日頃から応援してくださっている多くの OB・OGの方のおかげで今年は昨年より多く合宿を

行うことができますこと、心より感謝申し上げます。これからも強い熱意を持ち、チーム全

体一丸となり精進して参ります。今後も変わらぬご支援、ご声援をよろしくお願い致します。 

マネージャー長 茂木亜香里 

OBOGの皆様、日頃より格別なご指導、ご支援を頂き誠にありがとうございます。 

私たち水球部門は、今年の関東学生リーグでの目標をインターカレッジに出場できる 2部 2

位としております。これは私達にとっては少し高い目標となりますが、リーグまでに 3回の

合宿を行い、また 1部の明治大学や 2部首位の成蹊大学など、高いレベルの相手との練習試

合を組むなど、更なる強化に努めていく所存です。 

また、3月のプール開きに合わせ、1週間の合宿を学習院の大学プールで行います。OBOG

の皆様には是非お越し頂き、ご指導を頂きたく存じます。 

3年生にとって最後の年となります。悔いの残らぬよう、今出来ることを最大限にやり切

り、日々邁進して参ります。 

OBOGの皆様には今後とも変わらぬご指導、ご支援の程何卒宜しくお願い申し上げます。 



プール管理委員長 瀬尾隆太 

こんにちは。 

本年度プール管理委員長を務めさせていただいております、水球部門 3年の瀬尾隆太です。 

OB の方々も多くの思い出が詰まっていると思います大学プールのクラブハウスですが、

老朽化に伴い建て替えることとなりました。 

今年の 1月末から工事が始まっており、完成は 5月末になるとのことです。間取りは、今ま

でとほぼ同じですが、お風呂が大きくなります。快適になったお風呂に入りに、また、現役

の活動の応援に、大学プールまで足を運んでいただけると嬉しいです。 

今後ともご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 

水桜会マネージャー 金澤珠生 

OBOGの皆様、いつも大変お世話になっております。 

新学期も目前に迫り、水泳部に入って四年目の春を迎えようとしています。毎年ご挨拶させ

ていただいておりますこの現役レポートも、今回で最後になるかと存じます。 

この部に入って、実に多くのことを学び、様々な挑戦をしました。そして、その折々に

OBOGの皆様の御指導やご支援を強く感じて参りました。新四年生は、五〜六月に控えた学

生リーグをもって引退となります。このチームで戦える最後の試合ですので、悔いのないよ

う、そして日頃より支えて下さっている皆様に現役の良いところをお見せできますよう挑戦

を重ねて参ります。引退後も、また新しい水泳部として益々の成長と発展をしていくことと

思います。どんどん強くなっていく水球部門、そして水泳部をどうかこれからもよろしくお

願い申し上げます。

名前 役職/ポジション 今年の1文字/理由
村越浩平 主将/フローターバック 変/変化、変化の年にしたい
松澤建人 副将、メニューメーカー/GK以外 金/ゴールドジムで金属製のダンベルを持ち金トレ、、、筋トレをする！

瀬尾隆太 副将/ゴールキーパー じゅ/学生生活最後の年を充実させたいから
生方椋介 なし/右0 笑/大変な事が多い年だけど楽しく過ごせるように心がけるため

小高隼人 なし/左0、左45 大/大学生らしいことを鬼の勢いでしたい！
山根稔立 なし/右0 遂/部活もプライベートも最後までやり遂げる！
茂木亜香里 マネージャー長 活/最後の年の部活、大学生活を活き活き過ごす！
金澤珠生 水桜会マネージャー 縁/これまで出会った人、これから出会う人を大切にしたい

坂本政英 学連/副実行委員長 動/YouTubeにハマりこれからも底辺YouTuberの発掘に勤しみたい

塩嶋夏樹 選手係 凛/自分の気持ちに正直にまっすぐに歩いていきたい！

佐藤貞雄 なし/4.5 帆/目標を達成するための原動力となる「帆」になりたいから

永森大稀 なし/左 　陽/明るい年にしたいから
細越賢 なし/右 変/3年になる今年は、変わる事変えていくべき事が沢山あるから

三浦聖太郎 新勧隊長/右45 黙/少し静かにしてクールキャラを目指す
山田遼太朗 なし/ゴールキーパー も/モテたい！
山内皓貴 なし/フローター 福/幸せも不幸せもみんなで分かち合おうという中国の諺から

吉田東基生 なし/両0 泳/泳ぎを生かして得点したい、泳ぐように私生活も楽しみたい

滝上唯 主務 色/自分の色（個性）を出しつつ周りとの関わりを大切にしたい

稲村颯人 プール管理委員会書記 新/部活以外で新しい事に挑戦する年にしたいと思ってるから

高橋あかね 会計 進/常に前向きに進めるような魅力的な人間になる！
飯田雄太 なし/右0 笑/困難に直面しても嫌な顔せず笑顔で乗り越えたい！

大内颯介 なし/左FP 詰/中身の詰まった良いプレーを、4年間での卒業に向け詰みから逃げる

織田知弥 なし/フローター 闘/中で戦って点を取りたい
牧志治樹 なし/バック 深/好きなことは中途半端ではなくとことんやる
渡辺裕太 なし/左0 鋭/自分の特徴を生かし、それを最大限にとがらせる
児玉有理加 副務 動/今年は後輩もできるので自分で考えて行動したい

佐藤友理奈 水桜会マネージャー 楽/自由に平穏に楽しく生きていきたい
杉本晴香 学連 学/夢や目標の為にたくさん学ぶ1年にしたい！

 


