
競泳部門 

男子主将 橋本 和樹 

水桜会の皆様、平素より大変お世話になっております。本年度水泳部競泳部門主将を務めさせていただい

ております、橋本和樹と申します。 

昨年の関東学生選手権では 2 年続けての降格となり、今年は 4 部で戦う事となりました。自分自身大会前

には予想もしていなかった結果でチーム内でも「まさか」と感じた選手は少なくありませんでした。這い上

がるしかないこの結果を踏まえ、大学プールの使用日程を増やしたり、毎練習時に泳ぎについて話し合う時

間を作ったり、1 年後を見据えた目標をたてるなど全員が日ごろの練習で試合を意識できるようにチーム

全員が自己ベストを更新し続けられるチームへと向かっています。 

そして高めたチームの力で男子は 3 部昇格という目標を掲げて邁進して参ります。昨年の唇を噛み切りた

くなるような悔しさを晴らすためにも、そして支えてくださり期待してくださる水桜会、OB、OG の皆様に

結果で恩返しさせていただくためにも感謝の気持ちを忘れずに努力を続けてまいります。今後とも変わら

ぬご支援ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。 

 

主務 孟 心月 

競泳部門主務を務めております、孟心玥と申します。 

競泳チームは、週 3~4 日の練習を行っています。男子は夏から秋にかけて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、並びに青木監督をはじめとする多くの方々のご協力を賜り、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 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。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。毎年このような機会を大切にしていき

ます。 

また、現チームの目標は「毎大会ベスト率 100%」です。着々と成果が出ております。8 月の関東学生選手

権にて、全員が最大限の力を発揮できるよう勢いを止めることなく躍進していく所存です。引き続きご支

援・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 北山 夏凪

みなさま、こんにちは。水桜会マネージャーを務めさせていただいております、北山夏凪と申します。

理事会に参加させて頂く度に水桜会の皆様からたくさんのご支援、ご声援を頂いておりますことを強く 

実感いたします。そして、水桜会と現役を繋ぐ大事な役割にある責任を感じております。水桜会の皆様によ

る、泳ぐ環境の管理、ご指導頂く監督やコーチの任命、そしてたくさんのご支援は私たちの活動に欠かせない

ものとなっております。この場をお借りしまして感謝申し上げます。 

さて、競泳チームは新体制となり、新しい風が吹いてまいりました。私たち、競泳部門の目標はチーム全

員のベスト更新です。プレイヤーもマネージャーも私たちに何が必要か常に考えながらより一層練習に励んで

おります。私個人としても、去年のままでは何も変わらない、と気を引きしめてチームのために仕事をして

おります。このチームで、これから這い上がってまいります。これからもどうぞ温かくお見守りください。よ

ろしくお願いいたします。 



＊水泳部競泳部門 2019 年もしも 100 万円あったら＊ 

 

学年 名前 S1/MG もし 100 万円あったら、、、？ 

3 橋本 和樹 (主将) Fr 運用して増やして土地を買ってさらに儲ける 

3 高橋 美樹 (女子主将) Br 半分つかってあとは貯金(結局 2/3 つかう) 

3 千葉 一輝 (副将) Fly お馬さんに夢を乗せて 1000 万円にしたいと思います。 

3 孟 心玥 (主務) MG 就活終わったら海外旅行しまくる！！お金降ってこい。 

3 浅羽 翔偉 Fr イギリスに 1 年間語学留学し、ハリーポッターの聖地を巡る 

3 北 爪 哲 Fly • 美味しいお寿司を食べる•旅行する•廃課金 

3 三枝 寛治 Fly ハワイやバリ島、海が綺麗な所にダイビングしに行きたい。 

3 竹広 幸司郎 IM モルディブの最高級水上コテージに泊まる！ 

3 脇野 紘 Fr スーパーボウルを生で現地観戦したい。 

3 桝田 菜々子 Fly 名古屋港水族館または鴨川シーワールドを貸し切って独り占め！ 

2 傳田 友希奈 (会計) MG 貯金します。 

2 北山 夏凪 (水桜会 MG) MG ヨーロッパを一周してグルメを食べつくしたい‼ 

2 須佐 志穂 Fr チリにあるイースター島に行って、モアイ像に会ってくる。 

2 松平 忠慶 Fr 貯金 

2 高岡 大我 Fly 旅行 

2 今泉 湧 Fr 海外旅行に行きたい 

2 田口 奈々子 Fr 自分好みの仏像をプロデュース！！ 

2 小坂 碧 (副務) MG ヨーロッパ一周旅行 

2 藤林 拓海 Fr クレーンゲームに 50 万、映画に 30 万、20 万貯金(できない) 

2 水谷 桃子 Fr 旅したいです！星が綺麗なところと温泉に行きたいです。 

2 中嶋 澪菜 MG 猫たくさん飼いたい。 

2 持田 瑛祐 IM Specialized s-works venge 買う 

2 新谷 優也 Br とりあえず留年しても大丈夫なように貯金、、、 

2 福永 彩美 IM 家族旅行を何回かして、あとは全部貯金する 

2 佐々木 勇吉顕 Br ZOZO の株を買います。 

1 関澤 陽生路 Br 車の免許をとって、残りのお金でドライブして旅行する！ 

1 浅倉 しいな(水桜会MG) MG ふかふか高級ベッドと枕をかってヨーロッパ旅行、あとは貯金 

1 高田 尚 Fr 食べたい時に食べたい物を買って食べたい。 

1 田中 明音 Fly 家族でハワイ旅行に行く✈ 

 

  



2019 年 春 現役レポート 

 
水球部門 

 

主将 吉田東基生 

節分を過ぎましたのに、あいかわらず寒い日が続いています。OBOG の皆様方いかがお過ごしでしょう

か。はじめまして、この度主将を務めさせていただくことになりました、経済学部経済学科 3 年の吉田

東基生です。 

現在、冬の学習院大学のプールが使えない間、1 部の格上の大学の練習にお邪魔させていただき、

日々着実に実力、自信がつき、充実した期間をすごしています。 

私たちが目標としている学生リーグまであと 3 ヶ月程となりました。今年こそインカレ出場を果たす

べく、チーム全体で尽力して参ります。 

引き続き皆様の厳しくも温かいご声援、ご指導の程よろしくお願いします。 
 

 

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 位以上、そしてインカレ出場」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。 

私達 3 年生のインカレ出場に向けた最後のチャンスとなる学生リーグに向け、出来ることを全てやり切

りたいと思います。OBOG の皆様には日頃よりご支援、ご鞭撻を賜り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。 
 

 

水桜会マネージャー 佐藤友理奈

春とは名ばかりの厳しい寒さが続いていますが、お変わりなくお過ごしでしょうか。 

時の流れは早いもので 4 月には学年も上がり、5 月には学生リーグが控えております。 

今のチームで戦うことかできる最後のリーグであり、新 4 年生にとっては学生生活最後のリーグで

もあります。この学生リーグを全力で戦えるものにするためにも残りわずかな期間を充実したもの

にしていく所存です。まずは 3 月に予定している合宿でチームワークの更なる向上や個人スキルの

向上を目指し練習に取り組んで参ります。水桜会マネージャーとして OB・OG の皆様からのご支

援やご指導をより身近に感じている私としては OB・OG の皆様に学習院大学水泳部水球部門を誇

っていただけるような結果を残してほしいと思っております。 

まだまだ未熟な私たちではありますが、これからも応援のほどよろしくお願いいたします。 



＊水泳部水球部門 
 

名前 役職/ポジション 100 万円あったら何したい？ 

吉田東基生 主将/サイド 同期としゃぶしゃぶ食べ放題に行く 

細越賢 副将/FP 旅行資金にする 

永森大稀 左 卒業旅行のために貯金 

三浦聖太郎 右 45 一週間同期とシェアハウス 

山田遼太朗 キーパー チャンピオンズリーグを観に行く 

山内皓貴 フローター トイレットペーパーにもならない 

稲村颯人 プール管理委員会委員長 モルディブに行く 

瀧上唯 主務 高くて美味しい焼肉屋さんに行く 

高橋あかね 会計 ヨーロッパ一周旅行 

牧志治樹 バック/プール管理委員 日本全国を旅したい 

飯田雄太 右サイド 貯める。 

大内颯介 左 Twitter で RT してくれた人に抽選で配る 

織田知弥 留学中 ロードバイクを買う 

渡辺裕大 右サイド 豪華客船クルーズに乗り込み彼女を作る 

児玉侑理加 副務 ハワイに 3 カ月行く 

佐藤友理奈 水桜会マネージャー 友達と WDW と DCL に行く 

杉本晴香 学連 友達と WDW と DCL に行く 

山下優史 副将/1.2.3.4.5.6 ヨーロッパで武者修行 

池田修介 4 番 BMW 買う！ 

石澤佑磨 キーパー 学費の返済 

内野未宇 副務補佐/学連 美味しいものを食べに行く 

関口莉菜 水桜会マネージャー 親にお金を返す 

藪美紗子 会計補佐 好きなだけ買い物をする 

 


