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学習院大学水泳部 現役レポート 2018夏号 

【水球部門】 

主将・山田遼太朗 

お便りをお読みのみなさま、盛夏の候、いかがお過ごしでしょうか。 

はじめまして、本年度の学習院大学水泳部水球部門主将を務めさせていただくことになりました、理学部物理学科 3

年山田遼太朗と申します。私自身、リーダーシップ、水球ともまだまだ未熟なままで、主将としてまだ不安が残って

いますが、来年には皆様に認められるよう尽力して参ります。 

日頃お世話になっているみなさま、学生リーグでは応援ありがとうございました。今回の学生リーグでは、悔しく

もインカレ出場という目標はあと 1歩のところで果たせませんでしたが、学習院では 24年ぶりの 2部 3位という成

績収めることができました。我々もその背景には、OBOGの方々や練習に協力していただいた方々などの様々なご支援

のお陰だと感じております。 

我々は水球初心者がほとんどですが、経験値に勝る上位校に勝ち、来年こそはインカレに出場できるよう、チーム

全体で尽力して参ります。引き続き、我々水球部へのご支援、ご声援のほど宜しくお願い申し上げます。 

 

主務・滝上唯 

昨年に引き続き、水球部門の主務を務めさせていただくことになりました、滝上唯と申します。 

 今年の関東学生リーグでは 2部 9校中 3位という 24年ぶりの成績をおさめることが出来ました。残念ながら 2部 2

位という目標には届かなかったものの着実に力はついてきていることを実感し嬉しく感じています。現状に満足せず

更に上を目指し、成長出来るよう、マネージャー9人それぞれがしっかりサポートしていきたいと思っております。

具体的には、円滑に練習を進行するために積極的に声を出して運営することや選手が公式戦に近い笛で練習できるよ

う、審判技術の向上を目指し『選手が部活動に集中できる環境作り』を徹底して参ります。 

 そして更なる成長を求めると同時に、部活動として正しくあるための礼儀正しい態度を身につけ、規律正しい部活

にして参ります。 

今後とも変わらぬご支援、ご声援のほどよろしくお願い致します。 

 

水桜会マネージャー・佐藤友理奈 

OB・OGの皆様、いつもお世話になっております。水桜会マネージャーを務めております経済学部経営学科 2年の佐

藤友理奈です。今回の学生リーグでは 24年ぶりの 2部 3位という結果を残すことができました。このことは自分た

ちの努力ももちろんですが、OB・OGの皆様方のご指導やご支援があるからこそと思っております。 

学生リーグの終了と同時に 4年生が引退し、新たなチーム体制となってから 1ヶ月が経とうとしています。4年生

の存在は大きかったなと常に感じられる日々ではありますが、今の私たちにできる最大限の努力をしていきたいと思

っております。皆様方の期待に応えるためにも今年の結果よりいい結果を出せていけるよう頑張ってまいります。応

援よろしくお願いします。 

 

 

前主将・村越浩平 

OB、OG、学習院関係者の皆様、ご支援、ご声援ありがとうございました。目標のインカレ出場 は達成できません

でしたが、沢山のご協力のお陰で 2部 3位という結果を残すことが出来、大変嬉しく思っております。 

私たち四年生はすでに引退し、新体制がスタートしています。後輩達には今年以上の成績をあげてもらいたいと思

っており、私たちも出来る限りの協力をしていくつもりです。 

新人戦もございますので、是非足を運んでいただき後輩たちに熱い声援を送っていただけたら幸いです。 

これからの水泳部水球部門をどうぞよろしくお願い致します。 



 

 

 

 

名前 学年/役職/ポジション 平成最後の夏にしたいこと 

山田遼太朗 3年/主将/GK ポドルスキとイニエスタとトーレスを観に行く。 

細越賢 3年/副将/FP アメリカでの学生会議・水球・私生活を妥協せずにやり抜く。 

佐藤貞雄 3年/左 遊ぶこと 

永森大稀 3年/左 脱毛して美脚になる！ 

三浦聖太郎 3年/右 45 5キロ増やす。 

山内晧貴 3年/フローター 誰よりも黒くなる 

吉田東基生 3年/両 0 夜の帝王になる！ 

稲村颯人 3年/プール管理委員会書記 蚊がいない涼しい所でのんびり過ごしたい。 

高橋あかね 3年/会計 トマトを枯らさずに育てる 

滝上唯 3年/主務 早く免許を取りドライブする！ 

飯田雄太 2年/右 0 リア充みたいな生活をしたい 

大内竣介 2年/FP 人生を楽しむ 

織田知弥 2年/フローター 学校まで歩いて行く 

牧志治樹 2年/バック 平成最後だから自分に都合が悪い事を全て忘れたい 

渡辺裕太 2年/右 0 ドライブする 

児玉侑理加 2年/副務 浴衣着て、お祭り行ってかき氷食べたい！沢山部活に行って日焼けする！ 

佐藤友理奈 2年/水桜会マネージャー 1日中家から出ない日をつくる。・たくさんディズニーに行って夏を楽しむ！！ 

杉本晴香 2年/学連 みんなを笑顔にしたい！ 

山下優史 1年/副将/GK以外 女の子とトランポランドに行くこと 

石澤佑磨 1年/なし マカオタワーでバンジージャンプする・先輩と同じコースで泳ぐ！ 

池田修介 1年/4 免許をとりたい 

内野未宇 1年/副務補佐 健康的な生活を送る 

関口莉菜 1年/水桜会マネージャー 一日一日を後悔のない充実した日にすること 

藪美紗子 1年/会計補佐 仕事のできるマネージャーになって彼氏を作る！！ 

 

  



【競泳部門】 

男子主将 西山 麟太郎 

皆様こんにちは、競泳部門主将の西山麟太郎と申します。林前主将から部活を託されてから早くも 1 年が経とうとし

ています。監督コーチ方や水桜会の皆様にはいつもご指導や激励などしていただき、感謝に堪えません。また同期や

後輩にも恵まれ、自分の中では間違いなく、この 4 年間で最も楽しく濃い 1 年になっています。本当にありがとうご

ざいます。 

さて、8 月 4 日から行われる関東学生選手権。私達は 1 年前に三部優勝を目標に掲げ、日々精進してきました。コン

セプトは変わらず「ベスト率 100%」です。このチーム全員で、全力で頑張って参りますので、ぜひご支援ご声援の

ほどよろ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 

今年も、競泳チーム集大成となる関東学生選手権が行われる時期となりました。今年度は初の試みとなる４日間の強

化練習を行い、より一層チームの団結力が高まったように感じます。男子は２部への昇格に向け３部での優勝、女子

は念願の決勝進出・得点獲得を目指し、チーム一丸となり挑みます。 

また、今年は８月２６日(日)に大学プールにて五部対抗が行われます。OBOG の皆様と交流できる貴重な機会を現役

一同大変楽しみにしております。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。 

 

主務 薦田 静 

競泳部門は今年 5 名の新入部員を迎え、互いに切磋琢磨しながらも和気藹々とした雰囲気のもと練習を行っていま

す。 

チームの大目標には、8 月の関東学生選手権における戦績を掲げています。コーチはじめメニュー作成班の選手は、

そのための小目標を大切にしながら毎回の練習メニューを組み立てています。その豊富な知識量とチームのための努

力に負けまいと、この一年は他の部員においても積極的な取り組みが目立ったことを実感しております。例えば自主

練習の日数を増やして様々なメニューに取り組んだり、マネージャーはマッサージ勉強会を開いて技術向上に努めた

り、また 6 月末から 7 月初頭にかけては 4 日間にわたる強化練習期間を設け、チーム一丸となり果敢に挑みました。

水球部門と合同のトレーニング講習会にも多くの部員が参加し、体のケア方法について知るほか普段なかなか聞くこ

とのできない質問をするなど、多くのことを新鮮な気持ちで学ばせていただきました。 

このように沢山の機会に恵まれ、チームとしては大会ごとにベスト更新率が上昇し、部員は皆日々の練習を大切にす

る意識が確実に高まりました。これも私共の活動を支えてくださる OBOG の方々はじめ皆様のお陰でございます。

素晴らしい環境でのびのびと練習が出来ていることに、大変感謝申し上げます。今後とも水泳部競泳部門は邁進して

いく所存ですので、どうぞ引き続きご支援・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 北山 夏凪 

みなさま、こんにちは。昨年の夏より水桜会マネージャーを務めております、北山夏凪と申します。関東学生選手権

まであと僅かとなりました。様々な大会や合宿を経ていく中で、喜びや悔しさを募らせ、選手の意識も高まりを見せ、

現在ではチームとして良い雰囲気となって参りました。一方でマネージャーもチームとしての目標、選手一人一人の

目標が果たせるように、日々一丸となって努めております。この雰囲気と勢いそのままに、関東学生選手権後には水

桜会の皆様に、良い結果をご報告できればと思っております。今後とも皆様の変わらぬご支援ご声援の程、 よろし

くお願い致します。 

  



★水泳部競泳部門★2018年平成最後の夏にやりたいこと★ 

4年 西山 麟太郎 IM 趣味に没頭する。新しくスポーツか芸術を始める。 

4年 阿部 真弓 Fr 海でタピオカの飲みくらべ！！！ 

4年 小平 剛徳 Br 大胸筋増強、カンカレで恥ずかしくない身体に。 

4年 薦田 静 MG 夏休みは山、川、海で童心に返って遊びたいと思います。 

4年 小林 祐菜 Fr 念願のアイルランド留学を楽しむ！！ 

4年 谷本 一真 IM 車の免許を取る 

4年 友部 大樹 Ba 色白になる 

4年 野村 拓君 IM お金をたくさん貯めて、たくさん使って遊びまくる 

4年 長谷 雪那 Fr 遊ぶ！痩せる！遊ぶ！倒れるまで遊びたい(*≧∀≦*) 

4年 望月 舜史 Br 学生生活最後の夏、悔いの残らないようにイキりたいと思います 

3年 浅羽 翔偉 Fr 鈍行列車で旅行をして知らない駅で降りその地の美味しいものを食べる。 

3年 北爪 哲 Fly 人生の中で、一番輝く様な思い出を残したい！ 

3年 三枝 寛治 Fly 競泳とフィンスイミングとどちらの競技も思いっきり楽しみたい！！！ 

3年 杉田 美咲 MG 夏っぽいことを沢山する！日焼けしない！ 

3年 髙橋 美樹 Br 子供の頃好きだった映画を何日もかけて制覇する 

3年 竹広 幸司郎 IM 映える写真を撮りまくってたくさん旅行に行く！ 

3年 千葉 一輝 Fly 夏祭りに行ってかき氷とやきそばとをおなかいっぱい食べたい。 

3年 橋本 和樹 Fr 
一生忘れないような思い出を作って、カンカレで周囲の期待以上の結果を出して平成最後の秋

と冬に備える！！ 

3年 桝田 菜々子 Fly 映画「皇帝ペンギン ただいま」の女になる！ 

3年 孟 心玥 MG 言語が全く分からない国に行って自分の根性を試したい！ 

3年 脇野 紘 Fr 青春 18 きっぷで日本のいろんな所を巡りたい 

2年 今井 亜美 MG おいしい桃をいっぱいたべる。 

2年 今泉 湧 Fr 様々な街に行ってたくさん観光したい。 

2年 北山 夏凪 MG やりたいと思ったことは貪欲に! あとチーズとガルボと唐辛子に埋もれたい！ 

2年 小坂 碧 MG 色んな場所を旅行したい！英語のスピーキングスキルを磨きたい！ 

2年 佐々木 勇吉顕 Br おいしい杏仁豆腐が食べたい。あとダイエットもしたい。 

2年 新谷 優也 Fr 髪の毛があるうちに髪で遊びたい！！ 

2年 須佐 志穂 Fr 食べ物、景色など日本にたくさん触れたい！！ 

2年 高岡 大我 Fly 埼京線で帰る 

2年 田口 奈々子 Fr 夏祭り！！花火！！浴衣！！ドライブ！！腹筋！！ 

2年 傳田 友希奈 MG 夏ならではの遊びを沢山する！そして、人生初の 1人旅行をしてみたいです。 

2年 中嶋 澪菜 MG 大好きだった高校の制服を着て、どこでもいいから出かけたいなぁ…。 

2年 福永 彩美 IM 全力で泳いで、全力で夏らしいこと全部楽しむ！！ 

2年 藤林 拓海 Fr 東上線がよく止まるので武蔵野線で帰ってみる。 

2年 松平 忠慶 Fly 毎日 22時に寝て 6時に起きる超規則正しい生活を心がける。 

2年 水谷 桃子 Fr たくさん遊びたいです！すべて楽しみます！ 

1年 浅倉 しいな MG 友達と青春 18切符で 48都道府県回りたいです！夏だけでは厳しいかもしれませんが(笑) 

1年 鈴木 捷博 Fly 晴天の中の綺麗な海でサーフィンがしたいです。 

1年 関澤 陽生路 Br 僕は平成最後の夏に友達と花火を見たり、やったりしたいです。 

1年 高田 尚 Fr 平成最後の夏は川辺でバーベキューをしたいです。 

1年 田中 明音 Fly サークルなく競泳水着でもなく流れるプールで優雅にプカプカ浮くこと！ 

 


