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皆様応援よろしくお願いします。

に対して、本学の選手は、入学後、叩き上げで育った
選手ばかりが目立つ。強い選手がいて、強いチームが
勝つのではない、勝ったチームが強いということを時
代の変化の一つとして証明することができたと思う。
一つの勝利により学生馬術界を一変することはできな
いが、何かが変わるというシグナルを発信することは
できるはずだ。この一つの勝利に驕ることなく、11
月の全日本学生においても、三種目総合優勝を果たす
為、今まで以上の人馬の強化とチーム作りを求めてい
かなくてはならない。
今秋、訪れようとしている機会は、私にとって恐ろし
く刺激的なものになるはずだ。

変化のとき、これはスポーツの世界で勝負をしている
者にとってはついてまわる感覚だ。ひとつの大学が長
年勝ち続けるとそういう感覚すら見失う、学生馬術界
は長い間、その例外だったのかもしれない。しかし６
月末に行われた、関東学生馬術三大大会では、三種目
総合優勝の栄冠を18年振りに奪取した。総合馬術競
技においても、団体優勝、そして伊藤と桜蓬の個人優
勝と昨年の全日本学生に続くタイトルであった。ジュ
ニア時代からのスター、タレント揃いのライバル大学

今年の関東学生は去年とは違った関東学生だった。仲間を応援する立場
ではなく選手として出場し日本大学を引っ張っていったからだ。そして、
18年ぶりの三種目優勝という素晴らしい結果で終わることができた。
障害では早稲田、馬場では明治にわずかの差で負けてしまっていた。こ
の差は実力の差ではないと思う。選手だけでなく馬付きや六会に残って

いてくれる部員全員が勝ちたいと思うこと、そして馬との信頼関係や集
中力など小さなことが勝敗を決めるということが分かった。
最後の全日本学生では総合馬術競技はもちろんのこと、三種目すべてで
一人一人が全力をつくせるよう日々の生活や練習をしっかりしていきた
い。また、監督やコーチの方々、日本大学馬術部を支え、応援してくだ
さっている人に感謝への気持ちを忘れずに三種目団体優勝を目指したい
と思っています。

主将挨拶　伴 春臣 （4年法学部政治経済学科）

「18年ぶりの3種目総合優勝」
今年の関東学生は18年ぶりの三種目の優勝という素晴らしい快挙を成し遂げました。障
害飛越競技一走行目では、2位と減点3の差で一位に立ちましたが、二走行目で惜しくも
逆転されてしまいあと一歩の所で優勝を逃してしまいました。馬場馬術競技では２年伊藤
と桜秋、４年伴とブランシュデュボアが２位、３位に入ったのですが惜しくも明治に負け
てしまいました。しかし総合馬術競技で逆転するのが日大馬術部！！調教審査では出場し
た全頭がいい結果を収め、耐久・余力では２年伊藤と桜蓬、上原と桜鶴が１位、２位を勝
ちとり優勝を決めました。
これからは追う立場から追われる立場になったので全日本学生では全種目の頂点に立つた
め全力を尽くしたいと思います。

関東学生賞典障害飛越競技　個人9位
関東学生賞典総合馬術競技　個人8位

２年　鳥谷部健太（桜俊）
今回の関東学生で三種目総合優勝できたのは、選手だ
けでなく日大というチームが一つになって戦った結果
だと思います。僕は、今年からジンに乗り始めて、あっ
という間に関東学生を迎えました。緊張のあまり一走
行目で２落してしまい、チームに貢献しなければと二
走行目に望み、無事減点０でゴールすることができま
した。乗る人の気持ちを分かってくれたジン．．．あり
がとう。秋の全日本学生へむけて、確実な結果を出せ
るように人馬共に磨きをかけていきたいです。

関東学生賞典総合馬術競技　個人優勝
関東学生賞典馬場馬術競技　個人2位

２年　伊藤昌展（桜蓬）
昨年も関東学生・全日本学生では三種目出させていただいたので
すが、一年生で初めてだったという事もあり学生戦独特の雰囲気
に押し潰されてしまい、自分の思い通りの走行・演技が出来ずチー
ムに迷惑をかけてしまいました。その悔しさを胸に、特別な心持
ちで迎えた関東学生だったので、総合馬術個人優勝という最高の
形で三種目総合団体優勝に貢献出来た事を最高に嬉しく思ってい
ます。また、桜蓬号は実績と経験のあるとても素晴らしい馬です。
コーチの方々の指導のもと、自信を持って挑むことが出来ました。
桜蓬号に乗せてもらえた事を本当に感謝しています。全日本学生
では関東学生でのミスを確実に修正し、桜蓬号の力を最大限に引
き出し、全日本学生三種目総合団体優勝に貢献出来るように頑張
ります。

関東学生賞典馬場馬術競技　個人3位
関東学生賞典総合馬術競技　個人11位

４年　伴春臣（ブランシュデュボア）
今年は馬場の団体枠を全員が得ることができ、団体で
は２位という成績を収めることができました。個人で
はブランシュデュボアという新しいパートナーと共に
３位になることができました。しかし自分ではあまり
納得のいく演技ができなかったのでこれからの練習で
は試合で最高の演技ができるよう頑張っていきたいと
思います。そして全日本学生では個人・団体ともに優勝
出来るように頑張りたいと思います。

関東学生賞典総合馬術競技　個人2位
関東学生賞典障害飛越競技　個人5位

２年　上原佑紀（桜鶴・桜春）
今回の関東学生では、何よりも日本大学が団体優勝できた事が嬉しかったです。
総合馬術では、個人２位という成績でした。調教審査では慎重さが欠
けてしまい自分の悪いクセが露見してしまいましたが、クロスカント
リ－では、細野コーチとコースウォークした上で、指示通りの走行を
することができ、良い結果でした。改めて最高のコーチと馬（桜鶴号）
に恵まれていることを実感しました。二回走行では、コンビを組んで
間もない桜春号とのはじめての大舞台でしたが、本番に向けて馬の調
子も上がってきていたので自信を持って望むことができました。結果
は初日減点０、二日目４点で５位という成績に終わってしまいました
が、今回の反省点が分かったので改善し、今後は確実に満点で走行で
きるようにします。関東学生が終わった瞬間から、もう全日本学生に
標準を合わせています。必ず全日本学生も団体優勝します。

関東学生馬術三大大会（平成21年６月25日
～28日）

障害飛越競技２位、馬場馬術競技２位、
総合馬術競技１位、３種目総合を18年ぶりに優勝!!

関東学生レポート

7月
30日～
監督強化合宿
（水野馬事センター）

8月
１日～９月13日
夏季休暇
5～９日
全日本ジュニア障害馬術大会2009
（山梨県馬術競技場）
15～ 16日
新入生トライアウト
（本学合宿所）
13～ 17日
総合馬術 夏季強化合宿
（山梨県馬術競技場）
20～ 23日
サマーホースショー
（山梨県馬術競技場）
30日～ 9月2日　
日韓馬術競技大会
（福井馬術競技場）

9月
５～ 6日
東京馬術大会 CDI TOKYO 2009
（JRA馬事公苑）
7～ 9日
全日本学生関東地区講習会
（山梨県馬術競技場）
11～ 13日
全日本総合馬術大会 2009 Part1
（山梨県馬術競技場）
14日～
後期授業開始
25～ 27日
関東学生馬術選手権大会
（JRA馬事公苑）

10月
3～ 4日
10月ホーストライアル
（JRA馬事公苑）
17～ 18日
オリンピック記念馬術大会
（JRA馬事公苑）
28～ 11月4日
全日本学生馬術三大大会
（JRA馬事公苑）

11月
14～ 15日
関東学生女子馬術大会
（JRA馬事公苑）

12月
5～ 6日
全日本馬術選手権大会
（JRA馬事公苑）
末日
平成21年度納会

35名の部員紹介

４年　伴春臣

４年　北村美緒

４年 坂田龍治＆冨田六郎太 ４年　波多野光人

４年　川田昭久

４年 上原博人＆古田明日香

３年　高橋芽生＆高橋愛美

２年　鳥谷部健太＆上原佑紀

２年　梅田敬仁＆梶塚春華

２年　原元千明＆永井めぐみ １年 須藤崇行＆湯浅多枝子＆松井茜

２年　飯間彩花＆小野敬司

１年　川崎長門＆真島二也

１年　小松愛子

１年　高樽優也＆武内優弥

２年　天谷幸枝＆伊藤昌展

３年　黒澤みなみ

３年　諸岡愛＆高橋花

３年 足立亮＆三輪裕一郎

１年　高橋周平＆野村彬仁

変化のとき
諸岡 慶

（編集担当） 高橋  花、梶塚 春華

日大馬術部 ブログ

『むっちぃ』をご存じですか?
大人気「むっちぃ」は日々更新中。六会の楽しい
出来事がわかりますよ。ぜひご覧になって下さい！

動画配信はじめました!!
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1年　高橋周平
（生物資源科学部 植物資源科学科）
秋田からやってきたスーパースターその名
も「うんぺい」!! 彼の独特な秋田訛りとマ
イペースなところが関東の空気には合わな
いようで．．．（笑）
しかし東北から日大へ入部する人は結構変
わった人が多いみたいで４年のT･Rさん、３年T･H、K･
M．．．うんぺいのベットにもマニアックなCDやブックカ
バーがかかった本がたくさんありました。彼はいったい何マニア？

ハートビートラン
彼は5月に六会にやってきました。みんなからは「ハービー」と呼ばれ
ている９歳の鹿毛馬です！彼の父はディキシーランドバンドといい、
アメリカでは有名な競走馬だったそうです。彼自身も中央競馬で走っ
たこともあります。ハービーは、体は大きいのにちょっと臆病なとこ
ろがあります…。ハトに驚いたり風の音でびくっとしたり…でも、と
てもおっとりさんで、人懐っこいのが魅力です♪そんなハービーさん
ですが、障害を飛ぶと本領を発揮!!! どんな高さでも楽々飛び越えてく
れます!!
彼の能力はまだまだ未知数…きっとこれから六会でもっと成長して、
立派な障害馬になってくれる事でしょう♪がんばれハービー☆
（文章：2年 梶塚春華）

ブランシュデュボア
ハンサムな彼は、今年の桜の咲く頃に六会へやってきた、新入りです。
ドイツ生まれの彼は、東京都馬術大会で、日本に来て初めて出場する
競技とは思えないほどの演技を見せました。また関東学生賞典馬場馬
術競技では、みごと3位と大健闘でした。
ボアの凄い所は演技だけでなく性格、容姿ともに完璧★ミ　キラキラ
した黄金色の毛並みに、プリプリのお尻、大きなパッチリ二重の目か
らチラチラ見える白目がとても可愛らしいお馬さんです。おまけに、
のんびり屋のボァは常に下唇が全開…!! 六会の皆に可愛がられて、次
の大舞台である全日本学生に向けて頑張っています。また、それまで
に馬場馬にとって大切な鬣と前髪が、早く生えてくれるように祈って
います。。。
（文章：3年 高橋芽生）

私は彼と一緒に住みはじめて3ヶ月くらいになります。彼の名前はベティと
いいます。
ベティはとてもキレイでとてもくいしんぼう
でちょっとおこりんぼの元気いっぱいの男の
子です。私の家に来たばかりのころは、尾っぽ
が短くて写真のようにキレイではありません
でした。でも、たくさんごはんをあげて、水
をこまめにかえて話をしていたら、だんだん
ベティも私になついてくれて、ごはんをあげ
るときになると、いつもはヒーターのところ
にいるベティも水面まであがってきてくれる
ようになりました！

新入りさんのダータテトラのハリボーです！
この子は私がペットショップで一目ボレをし
た子です。ハリボーというのは私の大好きな
グミの名前からつけました！（笑）
これからは1人と2匹で楽しく生活していきた
いです！　（文章：3年 高橋花）

こんにちは、僕コメット。2ヶ月前に六会にやっ
てきました。
好きなのはひまわりの種とお昼寝。嫌いなのは
運動することです。だからここにきてからだい
ぶ太っちゃいました。そしてすぐ人の手を噛ん
じゃうのが悪い癖なのです・・・
六会のひと達は可愛いといってくれるひともいれば、どぶねずみといって
可愛がってくれないひともいます（泣）。複雑なひとが多いので大変です。
毎日疲れたみんなを癒せる存在になれるようにがんばります。
（文章：2年 梅田敬仁）

まるで、六会ムツゴロウ王国!?

六会人のペット

憩いの場紹介
ちょうど馬場の目の前で、周りをよーく見渡す事ができます。さらに新しいベ
ンチも設置されたので、そこで後輩を教える先輩の姿を見かけます！練習が終
わってからも、ベンチに座って一休みしている人や、部員同士で談笑している
人などなど・・・憩いの場になっているようで、これからなくてはならない場所
になりそうです♪
そして！足元に注目してください☆
コンクリートに蹄鉄が埋め込まれ、まるで馬の
足跡のよう・・・その横には蹄鉄でかたどられた
日大のシンボル、ピンクの「桜」のマークが！
これは部員の案で作られました。とっても可
愛いです♪
この場所には日大魂がこめられています。こ
れから試合に行く前には、全員でこの桜の
マークに触り、気持ちを高めて優勝を目指し
たいと思います!!

1年　真島二也
（生物資源科学部 動物資源科学科）
佐賀生まれだけど北海道の高校に通うほど
馬が大好きな「まーしー」です。彼の持ち
物はとにかく黄色が目立ちますね!! 黄色い
ipod、それに黄色い短鞭が!! 最近では黄色
い短パンも買ったみたいですよ。競馬雑誌
も置いてありました。相当な競馬好きのよ

うです。特に目立つのがミッフィーちゃんの可愛いファイ
ル。これで学校の勉強に励んでいるのでしょうか…？ 漫画
もあるみたいですが、ちゃんと勉強も頑張るんだよ。

1年　武内優弥
（生物資源科学部 国際地域開発学科）
とにかく彼のベットは汚かった．．．服がたく
さんあってここに毎日寝ているとは思えない
です。かごにはいった洗濯物も洗ってあるの
でしょうか？綺麗好きにみえる彼ですが意外
と汚いのかも？そして彼の趣味はギター♪上
京してくるときに一緒に六会にきたみたいで
す。いつか六会での生演奏を期待しましょう。

1年　川崎長門
（生物資源科学部 植物資源科学科）
茨城県の水嶋ヒロこと「さきっちょ」です。なぜ
かというと彼の髪型を水嶋ヒロが真似したらし
くそう呼ばれていました。でも、最近ではみん
なに「魚」と呼ばれています。
Ａ型の彼ですがベットは結構汚かった．．．服の
スペースもごらんの通りです。でもそんな彼は
意外とおしゃれさんなんです。（多分）

1年　高樽優也
（生物資源科学部
動物資源科学科）
生まれも育ちも
北海道の高樽!! 
彼のベットには
なんだか食べ物
が多いですね。

彼の故郷、北海道のものと思わ
れる夕張メロンゼリー！おいしそう♪元気が出ない時のた
めの栄養ドリンクもベットに常備しているみたいです。こ
れを飲んで普段の練習を頑張って欲しいです!! それにして
も・・なんでスッパイマンがこんなにあるんでしょうか??

昨年11月、私とエスプラ（桜剛）のデビュー戦。この時から“私とエスプラ”と
いう新しいコンビができた。その名も“プーさんとピグレット”。名前の由来は、
「似ているから」らしい。見た目も行動も全てが似ているとか。
こんな感じで始まったエスプラとのコンビは、とても相性が良かった。周り
からの印象も良いらしく「本当にあっているね」といつも言われる。それはと

馬術部に入部して2年ともうすぐ半年になる。
入部したきっかけは小さい頃からあの大きな
体、なびく鬣、優しそうな目を持つ馬に惹か
れていたからである。入部してからは覚える
ことと学校との両立が大変だったが、日々新
しい刺激に満ち溢れていた。自分で馬を誘導
出来たとき、扶助が伝わった時はその日一日
がとても充実してるように感じたし、その逆
もあった。気付いた時には自分の生活が馬中
心になっていた。
今は担当馬も３頭に増えてにんじんが何本
あっても足りないくらいになりました（笑）
この３年間で培ってきたものを４年目に生か
せるように、馬も学業も両立していきたいと
思う。

約２年半前、私は日大馬術部に足を踏み入れ
初めて間近に馬を見て、すぐに馬の魅力に引
き付けられた。そして馬房の扉の隙間から鼻
を出している一際かわいい馬を見つけた。こ
の馬との出会いが、私が日大馬術部に入部す
ることを決意させた。それから、初めての連
続で戸惑うことも多くあったが、セレクショ
ンのみんなに育てられ、ここまでやってくる
ことができた。これからは、セレクションの
みんなの支えとなれるように色々なことに挑
戦し、自分自身も成長していきたいと思う。
また私をこの部活に導いてくれた、今は別の
場所で頑張っているその馬、そして日本大学
馬術部を、これからも応援してゆきたい。
※高橋花・愛美・芽生は三つ子ではありません!!

ても嬉しく、私自身も「すごい、運命だ」と感じるほどだ。
最初、私とエスプラは、お互いに悪戦苦闘していた。技がうまくできない。
昨日はできたのに、今日になるとできなくなっている。そんな日々が続いた。
「本当にできるようになるのか」と不安になるときもあった。しかし、多くの
方々に励まされ、諦めなければ大丈夫と自分にいいきかせながら、毎日こつ
こつと地道に練習した。
そして11月から３月まで試合が続き、出るたびにパーセントも上がっていっ
た。それは、とても嬉しいことで、人馬共に成長していると感じることがで
きた。また、４月の東都学生では、学生戦という初の舞台で演技をするとい
うことで大きな自信につながった。「私たちなら大丈夫、必ずできる」と思え
るようになった。
こうして迎えた関東学生。「頑張れ」、たくさんの方々からいただいた言葉。
そのときの言葉は今も忘れられない。
２番手で挑んだ演技は、エスプラもこの試合の重大さを知っているかのよう
だった。今までで１番いい演技ができた。それは、私たちを最後まで信じて
応援してくださった方々のおかげだと思う。これからも毎日の練習を大切に
し、全日本では勝てるように頑張っていきたい。

1年　野村彬仁
（生物資源科学部
　　　　獣医学科）
監督部屋と呼ばれ
る部屋に在住の野
村 こ と「の む 」で
す。監督部屋とは
大部屋と違って冷暖房完備でテ
レビまであります。なぜ他の１
年生とは違って幸せな部屋にす
んでいるかというと監督部屋は
代々獣医の人達が住む部屋みたいです。のむは
うんぺいと仲良しのようでのむのベットにもマ
ニアックな物が．．．（笑）

抜き打ち
寮チェック!!

1年生編

六会に

新しいス
ペースが

できまし
た!!

エスプラ
2年　天谷幸枝
（商学部 経営学科）
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1年　高橋周平
（生物資源科学部 植物資源科学科）
秋田からやってきたスーパースターその名
も「うんぺい」!! 彼の独特な秋田訛りとマ
イペースなところが関東の空気には合わな
いようで．．．（笑）
しかし東北から日大へ入部する人は結構変
わった人が多いみたいで４年のT･Rさん、３年T･H、K･
M．．．うんぺいのベットにもマニアックなCDやブックカ
バーがかかった本がたくさんありました。彼はいったい何マニア？

ハートビートラン
彼は5月に六会にやってきました。みんなからは「ハービー」と呼ばれ
ている９歳の鹿毛馬です！彼の父はディキシーランドバンドといい、
アメリカでは有名な競走馬だったそうです。彼自身も中央競馬で走っ
たこともあります。ハービーは、体は大きいのにちょっと臆病なとこ
ろがあります…。ハトに驚いたり風の音でびくっとしたり…でも、と
てもおっとりさんで、人懐っこいのが魅力です♪そんなハービーさん
ですが、障害を飛ぶと本領を発揮!!! どんな高さでも楽々飛び越えてく
れます!!
彼の能力はまだまだ未知数…きっとこれから六会でもっと成長して、
立派な障害馬になってくれる事でしょう♪がんばれハービー☆
（文章：2年 梶塚春華）

ブランシュデュボア
ハンサムな彼は、今年の桜の咲く頃に六会へやってきた、新入りです。
ドイツ生まれの彼は、東京都馬術大会で、日本に来て初めて出場する
競技とは思えないほどの演技を見せました。また関東学生賞典馬場馬
術競技では、みごと3位と大健闘でした。
ボアの凄い所は演技だけでなく性格、容姿ともに完璧★ミ　キラキラ
した黄金色の毛並みに、プリプリのお尻、大きなパッチリ二重の目か
らチラチラ見える白目がとても可愛らしいお馬さんです。おまけに、
のんびり屋のボァは常に下唇が全開…!! 六会の皆に可愛がられて、次
の大舞台である全日本学生に向けて頑張っています。また、それまで
に馬場馬にとって大切な鬣と前髪が、早く生えてくれるように祈って
います。。。
（文章：3年 高橋芽生）

私は彼と一緒に住みはじめて3ヶ月くらいになります。彼の名前はベティと
いいます。
ベティはとてもキレイでとてもくいしんぼう
でちょっとおこりんぼの元気いっぱいの男の
子です。私の家に来たばかりのころは、尾っぽ
が短くて写真のようにキレイではありません
でした。でも、たくさんごはんをあげて、水
をこまめにかえて話をしていたら、だんだん
ベティも私になついてくれて、ごはんをあげ
るときになると、いつもはヒーターのところ
にいるベティも水面まであがってきてくれる
ようになりました！

新入りさんのダータテトラのハリボーです！
この子は私がペットショップで一目ボレをし
た子です。ハリボーというのは私の大好きな
グミの名前からつけました！（笑）
これからは1人と2匹で楽しく生活していきた
いです！　（文章：3年 高橋花）

こんにちは、僕コメット。2ヶ月前に六会にやっ
てきました。
好きなのはひまわりの種とお昼寝。嫌いなのは
運動することです。だからここにきてからだい
ぶ太っちゃいました。そしてすぐ人の手を噛ん
じゃうのが悪い癖なのです・・・
六会のひと達は可愛いといってくれるひともいれば、どぶねずみといって
可愛がってくれないひともいます（泣）。複雑なひとが多いので大変です。
毎日疲れたみんなを癒せる存在になれるようにがんばります。
（文章：2年 梅田敬仁）

まるで、六会ムツゴロウ王国!?

六会人のペット

憩いの場紹介
ちょうど馬場の目の前で、周りをよーく見渡す事ができます。さらに新しいベ
ンチも設置されたので、そこで後輩を教える先輩の姿を見かけます！練習が終
わってからも、ベンチに座って一休みしている人や、部員同士で談笑している
人などなど・・・憩いの場になっているようで、これからなくてはならない場所
になりそうです♪
そして！足元に注目してください☆
コンクリートに蹄鉄が埋め込まれ、まるで馬の
足跡のよう・・・その横には蹄鉄でかたどられた
日大のシンボル、ピンクの「桜」のマークが！
これは部員の案で作られました。とっても可
愛いです♪
この場所には日大魂がこめられています。こ
れから試合に行く前には、全員でこの桜の
マークに触り、気持ちを高めて優勝を目指し
たいと思います!!

1年　真島二也
（生物資源科学部 動物資源科学科）
佐賀生まれだけど北海道の高校に通うほど
馬が大好きな「まーしー」です。彼の持ち
物はとにかく黄色が目立ちますね!! 黄色い
ipod、それに黄色い短鞭が!! 最近では黄色
い短パンも買ったみたいですよ。競馬雑誌
も置いてありました。相当な競馬好きのよ

うです。特に目立つのがミッフィーちゃんの可愛いファイ
ル。これで学校の勉強に励んでいるのでしょうか…？ 漫画
もあるみたいですが、ちゃんと勉強も頑張るんだよ。

1年　武内優弥
（生物資源科学部 国際地域開発学科）
とにかく彼のベットは汚かった．．．服がたく
さんあってここに毎日寝ているとは思えない
です。かごにはいった洗濯物も洗ってあるの
でしょうか？綺麗好きにみえる彼ですが意外
と汚いのかも？そして彼の趣味はギター♪上
京してくるときに一緒に六会にきたみたいで
す。いつか六会での生演奏を期待しましょう。

1年　川崎長門
（生物資源科学部 植物資源科学科）
茨城県の水嶋ヒロこと「さきっちょ」です。なぜ
かというと彼の髪型を水嶋ヒロが真似したらし
くそう呼ばれていました。でも、最近ではみん
なに「魚」と呼ばれています。
Ａ型の彼ですがベットは結構汚かった．．．服の
スペースもごらんの通りです。でもそんな彼は
意外とおしゃれさんなんです。（多分）

1年　高樽優也
（生物資源科学部
動物資源科学科）
生まれも育ちも
北海道の高樽!! 
彼のベットには
なんだか食べ物
が多いですね。

彼の故郷、北海道のものと思わ
れる夕張メロンゼリー！おいしそう♪元気が出ない時のた
めの栄養ドリンクもベットに常備しているみたいです。こ
れを飲んで普段の練習を頑張って欲しいです!! それにして
も・・なんでスッパイマンがこんなにあるんでしょうか??

昨年11月、私とエスプラ（桜剛）のデビュー戦。この時から“私とエスプラ”と
いう新しいコンビができた。その名も“プーさんとピグレット”。名前の由来は、
「似ているから」らしい。見た目も行動も全てが似ているとか。
こんな感じで始まったエスプラとのコンビは、とても相性が良かった。周り
からの印象も良いらしく「本当にあっているね」といつも言われる。それはと

馬術部に入部して2年ともうすぐ半年になる。
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また私をこの部活に導いてくれた、今は別の
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※高橋花・愛美・芽生は三つ子ではありません!!

ても嬉しく、私自身も「すごい、運命だ」と感じるほどだ。
最初、私とエスプラは、お互いに悪戦苦闘していた。技がうまくできない。
昨日はできたのに、今日になるとできなくなっている。そんな日々が続いた。
「本当にできるようになるのか」と不安になるときもあった。しかし、多くの
方々に励まされ、諦めなければ大丈夫と自分にいいきかせながら、毎日こつ
こつと地道に練習した。
そして11月から３月まで試合が続き、出るたびにパーセントも上がっていっ
た。それは、とても嬉しいことで、人馬共に成長していると感じることがで
きた。また、４月の東都学生では、学生戦という初の舞台で演技をするとい
うことで大きな自信につながった。「私たちなら大丈夫、必ずできる」と思え
るようになった。
こうして迎えた関東学生。「頑張れ」、たくさんの方々からいただいた言葉。
そのときの言葉は今も忘れられない。
２番手で挑んだ演技は、エスプラもこの試合の重大さを知っているかのよう
だった。今までで１番いい演技ができた。それは、私たちを最後まで信じて
応援してくださった方々のおかげだと思う。これからも毎日の練習を大切に
し、全日本では勝てるように頑張っていきたい。

1年　野村彬仁
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　　　　獣医学科）
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る部屋に在住の野
村 こ と「の む 」で
す。監督部屋とは
大部屋と違って冷暖房完備でテ
レビまであります。なぜ他の１
年生とは違って幸せな部屋にす
んでいるかというと監督部屋は
代々獣医の人達が住む部屋みたいです。のむは
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皆様応援よろしくお願いします。

に対して、本学の選手は、入学後、叩き上げで育った
選手ばかりが目立つ。強い選手がいて、強いチームが
勝つのではない、勝ったチームが強いということを時
代の変化の一つとして証明することができたと思う。
一つの勝利により学生馬術界を一変することはできな
いが、何かが変わるというシグナルを発信することは
できるはずだ。この一つの勝利に驕ることなく、11
月の全日本学生においても、三種目総合優勝を果たす
為、今まで以上の人馬の強化とチーム作りを求めてい
かなくてはならない。
今秋、訪れようとしている機会は、私にとって恐ろし
く刺激的なものになるはずだ。

変化のとき、これはスポーツの世界で勝負をしている
者にとってはついてまわる感覚だ。ひとつの大学が長
年勝ち続けるとそういう感覚すら見失う、学生馬術界
は長い間、その例外だったのかもしれない。しかし６
月末に行われた、関東学生馬術三大大会では、三種目
総合優勝の栄冠を18年振りに奪取した。総合馬術競
技においても、団体優勝、そして伊藤と桜蓬の個人優
勝と昨年の全日本学生に続くタイトルであった。ジュ
ニア時代からのスター、タレント揃いのライバル大学

今年の関東学生は去年とは違った関東学生だった。仲間を応援する立場
ではなく選手として出場し日本大学を引っ張っていったからだ。そして、
18年ぶりの三種目優勝という素晴らしい結果で終わることができた。
障害では早稲田、馬場では明治にわずかの差で負けてしまっていた。こ
の差は実力の差ではないと思う。選手だけでなく馬付きや六会に残って

いてくれる部員全員が勝ちたいと思うこと、そして馬との信頼関係や集
中力など小さなことが勝敗を決めるということが分かった。
最後の全日本学生では総合馬術競技はもちろんのこと、三種目すべてで
一人一人が全力をつくせるよう日々の生活や練習をしっかりしていきた
い。また、監督やコーチの方々、日本大学馬術部を支え、応援してくだ
さっている人に感謝への気持ちを忘れずに三種目団体優勝を目指したい
と思っています。

主将挨拶　伴 春臣 （4年法学部政治経済学科）

「18年ぶりの3種目総合優勝」
今年の関東学生は18年ぶりの三種目の優勝という素晴らしい快挙を成し遂げました。障
害飛越競技一走行目では、2位と減点3の差で一位に立ちましたが、二走行目で惜しくも
逆転されてしまいあと一歩の所で優勝を逃してしまいました。馬場馬術競技では２年伊藤
と桜秋、４年伴とブランシュデュボアが２位、３位に入ったのですが惜しくも明治に負け
てしまいました。しかし総合馬術競技で逆転するのが日大馬術部！！調教審査では出場し
た全頭がいい結果を収め、耐久・余力では２年伊藤と桜蓬、上原と桜鶴が１位、２位を勝
ちとり優勝を決めました。
これからは追う立場から追われる立場になったので全日本学生では全種目の頂点に立つた
め全力を尽くしたいと思います。

関東学生賞典障害飛越競技　個人9位
関東学生賞典総合馬術競技　個人8位

２年　鳥谷部健太（桜俊）
今回の関東学生で三種目総合優勝できたのは、選手だ
けでなく日大というチームが一つになって戦った結果
だと思います。僕は、今年からジンに乗り始めて、あっ
という間に関東学生を迎えました。緊張のあまり一走
行目で２落してしまい、チームに貢献しなければと二
走行目に望み、無事減点０でゴールすることができま
した。乗る人の気持ちを分かってくれたジン．．．あり
がとう。秋の全日本学生へむけて、確実な結果を出せ
るように人馬共に磨きをかけていきたいです。

関東学生賞典総合馬術競技　個人優勝
関東学生賞典馬場馬術競技　個人2位

２年　伊藤昌展（桜蓬）
昨年も関東学生・全日本学生では三種目出させていただいたので
すが、一年生で初めてだったという事もあり学生戦独特の雰囲気
に押し潰されてしまい、自分の思い通りの走行・演技が出来ずチー
ムに迷惑をかけてしまいました。その悔しさを胸に、特別な心持
ちで迎えた関東学生だったので、総合馬術個人優勝という最高の
形で三種目総合団体優勝に貢献出来た事を最高に嬉しく思ってい
ます。また、桜蓬号は実績と経験のあるとても素晴らしい馬です。
コーチの方々の指導のもと、自信を持って挑むことが出来ました。
桜蓬号に乗せてもらえた事を本当に感謝しています。全日本学生
では関東学生でのミスを確実に修正し、桜蓬号の力を最大限に引
き出し、全日本学生三種目総合団体優勝に貢献出来るように頑張
ります。

関東学生賞典馬場馬術競技　個人3位
関東学生賞典総合馬術競技　個人11位

４年　伴春臣（ブランシュデュボア）
今年は馬場の団体枠を全員が得ることができ、団体で
は２位という成績を収めることができました。個人で
はブランシュデュボアという新しいパートナーと共に
３位になることができました。しかし自分ではあまり
納得のいく演技ができなかったのでこれからの練習で
は試合で最高の演技ができるよう頑張っていきたいと
思います。そして全日本学生では個人・団体ともに優勝
出来るように頑張りたいと思います。

関東学生賞典総合馬術競技　個人2位
関東学生賞典障害飛越競技　個人5位

２年　上原佑紀（桜鶴・桜春）
今回の関東学生では、何よりも日本大学が団体優勝できた事が嬉しかったです。
総合馬術では、個人２位という成績でした。調教審査では慎重さが欠
けてしまい自分の悪いクセが露見してしまいましたが、クロスカント
リ－では、細野コーチとコースウォークした上で、指示通りの走行を
することができ、良い結果でした。改めて最高のコーチと馬（桜鶴号）
に恵まれていることを実感しました。二回走行では、コンビを組んで
間もない桜春号とのはじめての大舞台でしたが、本番に向けて馬の調
子も上がってきていたので自信を持って望むことができました。結果
は初日減点０、二日目４点で５位という成績に終わってしまいました
が、今回の反省点が分かったので改善し、今後は確実に満点で走行で
きるようにします。関東学生が終わった瞬間から、もう全日本学生に
標準を合わせています。必ず全日本学生も団体優勝します。

関東学生馬術三大大会（平成21年６月25日
～28日）

障害飛越競技２位、馬場馬術競技２位、
総合馬術競技１位、３種目総合を18年ぶりに優勝!!

関東学生レポート

7月
30日～
監督強化合宿
（水野馬事センター）

8月
１日～９月13日
夏季休暇
5～９日
全日本ジュニア障害馬術大会2009
（山梨県馬術競技場）
15～ 16日
新入生トライアウト
（本学合宿所）
13～ 17日
総合馬術 夏季強化合宿
（山梨県馬術競技場）
20～ 23日
サマーホースショー
（山梨県馬術競技場）
30日～ 9月2日　
日韓馬術競技大会
（福井馬術競技場）

9月
５～ 6日
東京馬術大会 CDI TOKYO 2009
（JRA馬事公苑）
7～ 9日
全日本学生関東地区講習会
（山梨県馬術競技場）
11～ 13日
全日本総合馬術大会 2009 Part1
（山梨県馬術競技場）
14日～
後期授業開始
25～ 27日
関東学生馬術選手権大会
（JRA馬事公苑）

10月
3～ 4日
10月ホーストライアル
（JRA馬事公苑）
17～ 18日
オリンピック記念馬術大会
（JRA馬事公苑）
28～ 11月4日
全日本学生馬術三大大会
（JRA馬事公苑）

11月
14～ 15日
関東学生女子馬術大会
（JRA馬事公苑）

12月
5～ 6日
全日本馬術選手権大会
（JRA馬事公苑）
末日
平成21年度納会

35名の部員紹介

４年　伴春臣

４年　北村美緒

４年 坂田龍治＆冨田六郎太 ４年　波多野光人

４年　川田昭久

４年 上原博人＆古田明日香

３年　高橋芽生＆高橋愛美

２年　鳥谷部健太＆上原佑紀

２年　梅田敬仁＆梶塚春華

２年　原元千明＆永井めぐみ １年 須藤崇行＆湯浅多枝子＆松井茜

２年　飯間彩花＆小野敬司

１年　川崎長門＆真島二也

１年　小松愛子

１年　高樽優也＆武内優弥

２年　天谷幸枝＆伊藤昌展

３年　黒澤みなみ

３年　諸岡愛＆高橋花

３年 足立亮＆三輪裕一郎

１年　高橋周平＆野村彬仁

変化のとき
諸岡 慶

（編集担当） 高橋  花、梶塚 春華

日大馬術部 ブログ

『むっちぃ』をご存じですか?
大人気「むっちぃ」は日々更新中。六会の楽しい
出来事がわかりますよ。ぜひご覧になって下さい！

動画配信はじめました!!


