▼

33 名 の 部員紹介
主将

▼

左から

（４年）折原

冬弥

（４年）牧野

静内農業高等学校

（４年）佐々木

生物資源科学部 植物資源科学科

今年主将を務めさせて頂く牧野寛汰です。代替わりをして
昨年の戦力が抜けたなか不安とプレッシャーを感じていまし
たが、3年ぶりに関東学生を三種目完全優勝することが出来
ました。今回の関東学生は一人一人の戦力を大切にして部
員全員が一致団結し、挑めた結果だと思います。日大魂で
全日本学生も47年ぶりとなる三種目完全優勝を目指してい
きたいと思います。皆さん応援よろしくお願い致します。

愛

日大豊山女子高等学校

生物資源科学部 動物資源科学科

（３年）山本ジョナ
聖パウロ学園高等学校

商学部 商業学科

生物資源科学部 獣医学科

一成

（３年）山田

愛知県立安城農林高等学校

生物資源科学部 森林資源科学科

生物資源科学部 植物資源科学科

茉里

（３年）筑後

結果は、障害、馬場、総合、の三種目を勝ち、

祥貴

日大山形高等学校

（３年）伊藤

勝利、大舞台に輝き放て。

▼

千夏

関東国際高等学校

（３年）髙橋
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左から

▼

左から
（３年）竹内

寛汰

愛知県立安城農林高等学校

生物資源科学部 植物資源科学部

優子

土浦日本大学中等教育学校

埼玉県立いずみ高等学校

生物資源科学部 動物資源科学科

生物資源科学部 植物資源科学科

今年も関東学生三大大会が終わりました。

左から

（2年）陶器

幸一
（2年）伊藤 さら
（2年）松本
譲
（2年）大野
葵

帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 生物資源科学部 生物環境工学科
京都光華高等学校
和光高等学校

生物資源科学部 植物資源科学科

生物資源科学部 食品ビジネス学科

鎌倉女学院高等学校

生物資源科学部 獣医学科

（２年）菅原権太郎
（２年）森

彩香
（２年）杉田 泰崇
（２年）髙橋 理寧
（２年）星野 利佳

岩手県水沢農業高等学校 生物資源科学部 動物資源科学科
茨城県立取手第二高等学校 生物資源科学部 植物資源科学科
茨城県立真壁高等学校 生物資源科学部 森林資源科学科
私立聖徳学園高等学校 生物資源科学部 動物資源科学科
日本大学第一高等学校

生物資源科学部 短期大学部

（２年）沖廣

諒一
竜也
（2年）児玉 光生
（２年）宮野将太郎
（２年）下谷田 優
（２年）中村

左から
（１年）松下 聖弥

（１年）村松

立命館守山高等学校

（1年）伊藤

生物資源科学部 植物資源科学科

遥

麹町学園女子高等学校

瑞生

生物資源科学部 植物資源科学科

（1年）細川映里香

生物資源科学部 動物資源科学科

生物資源科学部 食品ビジネス学科

静内高等学校

結貴

神奈川県立鶴見高等学校

NU Web

滋賀県立栗東高等学校 生物資源科学部 国際地域開発学科

生物資源科学部 獣医学科

アカウントをお持ちの方は是非日本大学馬術部を ｢いいね！｣ してください！試合結
果の速報や、日々の生活などを紹介しています。

★日本大学馬術部

http://www.nu-equestrian.com

しみな選手の一人です。抜き出た乗り役不在

の沖廣が桜憧で優勝、それぞれがベストを尽

の今年、誰がチームを牽引するだけの実力を

くす結果ではありましたが、まだ甘さもある

備えてくれるか勢いのある学生がでてくるか

ので秋までには修正できるでしょう。総合で

楽しみでもあります。
強い日大を皆様にお見せできるよう夏からの

先は危惧していましたが、この関東学生にお

け、それぞれが入賞し勝利を収めましたが相

合宿にも力を入れていきますので、応援の程

いては自信を持って望みました。

手に助けられている部分もありました。今大

よろしくお願いします。

日大魂！

秋の三木で開催される全日本学生三大大会、

関東学生馬術三大大会

三 種目完 全 優 勝

今年の関東学生は障害馬術団体、馬場馬術団体、

1位に沖廣と桜憧63.277％、第2位に髙橋と桜檎

60％超えしたものの 他大学のエースも力を出し、

総合馬術団体すべて優勝する事ができ目標であっ

63.138％、第6位に宮野と桜希60.610％、第7

上位独占は出来ませんでした。しかし、耐久審査で

た三種目完全優 勝することが出来ました。初日の

位に山本と桜笛59.555％で個人も馬場団体も本

は他大学が大きくミスする中、本学は大きなミス

学生 賞 典障害飛 越 競技の1走行目では、それぞれ

学が優勝を獲得する事ができ、障害馬術の決勝競

もなく全員が作戦通り走行をする事ができメンバー

力的にも疲労があった中、それぞれが

〒252-0813

見事減点0で走行したもの他のメ

力を出し切りメンバー5人全員が10位

神奈川県藤沢市亀井野 840

ンバーが 惜しくも1落 下をしてし

以 内で 競 技を 終え、過 去にない高 成

まい総 減 点4で終え、1走目2走

績で総合馬術競技を終える事ができ2

目の結果が明治大学と総 減 点が

位の専修大学と95.4という点差で総

同率になりタイム差で障害団体優

合団体を獲得することが出来ました。

勝を獲 得することが出来ました。

三種目総合の結果は2位と353.5点

2日目は2回走行の結果をふまえ

差をつけ4年連 続三種目総合優 勝と、

た上位10名のみ進める決勝競技

三種目完 全 優 勝を果たす事が出来ま

が行われ本学からは髙橋と桜珀、

した。ここまで来る事が出来たのも選

沖 廣と桜 鎧、菅 原と桜 宗 がコマ

手の頑張りはもちろん、選手の補佐を

を 進 め、結 果 はそれぞ れ ミス が

頑張った馬付き、仲間の支えがあった

TEL: 0466-81-0288
FAX:0466-81-8885
▲

e-mail

MAP

日本大学
馬術部

六会中学校

★

日本大学
生物資源
学部

YouTube

いと痛感しました。次の日の馬場では、2年

出来ました。余力審査では馬も人も体

nihonndaigakubajyutubu@gmail.com

日本大学馬術部HP

なったはずです。しっかり乗るので将来が楽

では髙橋の桜 珀と沖廣の桜 鎧が

過去の試合の動画をたくさんUPしています。特に野外走行は必見ですよ！

facebook

クラスではまだ勝負までいけるレベルではな

2走行目へ挑みました。2走行目

合宿所・馬場

施設の紹介、馬術部の歴史、過去の試合結果や、

★YouTube

年の渡邊もミスはありましたが、良い経験に

全 員 が余 力審 査にコマを進める事が

馬術部の事を色々と知っていただきたい！馬・部員の紹介はもちろん、
トライアウトについても全部ここでわかっちゃいます！

エースと呼べるまではいかないでしょう。1

乗り役の実力差が出た結果となり、130cm

減点がついてしまい総減点12で

すべてのページへは
『日本大学馬術部』のHPからアクセスできます。是非ご覧ください!!

★Facebook

は障害の決勝ラウンドに3人馬残りましたが

勝に乗り確実な走りをしてチームに勢いをつ

岐阜県立加茂農林高等学校 生物資源科学部 国際地域開発学科

一騎

学法津田学園高等学校

福島県立勿来工業高等学校 生物資源科学部 動物資源科学科

場と中心選手の働きをしてくれましたがまだ

は、主将の牧野が本学のベテランホースの桜

（1年）大久保貴史

兵庫県立播磨農業高等学校 生物資源科学部 動物資源科学科

（１年）渡邉

生物資源科学部 森林資源科学科

宮崎県立宮崎工業高等学校 生物資源科学部 食品ビジネス学科

▼

生物資源科学部 獣医学科

裕晃

大阪初芝立命館高等学校 生物資源科学部 森林資源科学科

（１年）石峰

生物資源科学部 国際地域開発学科

左上から
（１年）可児 太亮

▼

東京学館高等学校

（１年）今橋

高水高等学校
岩倉高等学校

会は、2年の沖廣、3年の高橋が3種目に出

完全優勝を果たしました。また個人において

したため今年は経験値の少ない選手が多く春

左から

▼
県立津久井浜高等学校 生物資源科学部 動物資源科学科

諸岡 慶

昨年に出場したレギュラーのほとんどが卒業

▼

左から

▼

（2年）田口もも花

監督

小田急江ノ島線

六会日大前

○編集担当 伊藤茉里 筑後優子 ○写真協力 明石智子

あり菅原が総減点8で第3位、髙橋が総減点9で第

技を終えた時点での団体成績では明治大学にリー

からだと思います。たくさんの思いが詰まった一度

5位、沖廣が失権してしまい第8位という成績で個

ドをされていましたが逆転する事ができました。最

しかない平成26年度の全日本学生。今年こそは関

人優勝を獲得する事は出来ませんでした。しかし、

後まで気を抜けない状況で緊迫した空気が流れた

東学生に続き
『三種目完全優勝』を目指して、日々

この悔しさをバネに学生賞典馬場馬術競技では第

中、関東学生最終種目の総合馬術が行われ4人が

精神していきたいと思います。

桜勝

6位

今回桜勝と総合に出させて頂きました。ベテランホースなので人が邪魔しないように気をつけ乗り
ました。成績は決していいものではありませんでしたが三種目完全優勝することができました。多くの
場面で馬、仲間に助けられてばかりでした。まだまだ主将としての仕事ができていないと痛感しまし
た。これから強い主将として部を引っ張っていき全日本学生でも完全優勝できるよう頑張りたいです。
本当に今回チャンスを頂いた監督初めコーチ陣に感謝したいです。本当にありがとうございました。

3年

高橋 一成

関東学生賞典馬場馬術競技大会
関東学生賞典総合馬術競技大会
関東学生賞典障害飛越競技大会

桜檎
桜恋
桜珀

2位
5位
5位

関東学生が無事完全優勝で終わる事ができました。私は三種目出場させていただ
き、全ての種目で団体に貢献出来た事はすごく嬉しく思います。良い馬に乗せて頂き
監督、コーチ陣、部員にはとても感謝しています。全日本学生でも完全優勝を目指し
三種目で優勝を狙っていきたいと思います。ありがとうございました。

2年

宮野 将太郎

関東学生賞典総合馬術競技大会
関東学生賞典馬場馬術競技大会

桜将
桜希

9月

9月10日～11日
関東学生馬術講習会
JRA馬事公苑
9月12日～14日
第84回関東学生馬術争覇戦
JRA馬事公苑

2位
6位

今回桜希と桜将で関東学生参加させてもらいました。馬場は団体に貢献し、総合は個人
優勝するという当初の目標ですが馬場は達成出来ましたが、総合はあと一歩の所でのがして
しまいました。今回自分を支えてくれた監督、コーチ、OB、部員に感謝し、馬場は今回の結

▼

▼

8月

8月3日～9月13日
松風合宿／OP合宿
松風馬事センター
乗馬クラブクレインオリンピックパーク
8月4日～9月13日
夏期休暇
8月4日～8月17日
山梨合宿
山梨馬術競技場
8月４日～8日
平成26年度総合馬術強化合宿 第2期
山梨県馬術競技場
8月9日～10日
第31回全日本ジュニア馬場馬術大会
御殿場市馬術スポーツセンター
8月15日～17日
第31回サマーホースショー
山梨県馬術競技場

10月

10月1日～3日
平成26年度JRA馬事公苑自馬講習会 (総合)
JRA馬事公苑
10月４日～5日
10月ホーストライアル
三木ホースランドパーク
10月8日～10日
平成26年度JRA馬事公苑自馬講習会 (障害)
JRA馬事公苑
10月11日～12日
第49回オリンピック記念馬術大会
JRA馬事公苑
10月25日～26日
東京馬術大会
JRA馬事公苑
10月29日～11月5日
平成26年度全日本学生馬術三大大会
三木ホースランドパーク

11月

▼

関東学生賞典総合馬術競技大会

9月16日
後期授業開始

11月5日～7日
平成26年度JRA馬事公苑自馬講習会（馬場）
JRA馬事公苑
11月21日～23日
ジャパンホースフェスティバル
JRA馬事公苑

12月

▼

牧野 寛汰

7月11日～13日
第44回全日本総合馬術大会
三木ホースランドパーク
★日程未定
第37回全日本ジュニア総合馬術大会
7月24日～8月2日
中間テスト
7月31日～8月3日
第37回全日本ジュニア障害馬術大会
御殿場市馬術スポーツセンター
7月31日～9月13日
ヘレナ合宿
ヘレナ国際乗馬倶楽部

▼

4年

7月

▼

★ 関 東 学 生 馬 術 三大 大 会 選 手からひとこと★

平成26年度 後期年間予定

12月6日～7日
第52回関東学生馬術女子競技大会
JRA馬事公苑
12月20日～21日
全日本学生馬術選手権大会
JRA馬事公苑
12月25日～1月8日
冬期休暇
12月末日
納会
日本大学馬術部合宿所

部 員 の ３６５日
開講日

休日

朝飼い
（4：30）
ミーティング
馬体チェック
朝食
▼
馬房掃除
騎乗して練習
馬の手入れ
▼
午前の講義（9：00～12：20）
▼
飼い付け（12：30）
昼食（学食など）
▼
午後の講義（13：00～16：10・18：00）
▼
馬のケア＆飼い付け・掃除
夕食・解散（19：30）
▼
宿直（20：00）

朝飼い
（4：30）
ミーティング
馬体チェック
朝食
▼
馬房掃除
騎乗して練習
▼
馬の手入れ
▼
飼い付け（12：30）
昼食
▼
馬のケア
▼
飼い付け・掃除
▼
夕食・解散（19：30）
▼
宿直（20：00）

～2014年度 新1年生～

果に満足せず更に点数をあげ、総合はミスをなくし、全日本学生は個人、団体両方で活躍し、
日本大学に貢献したいです。

2年

沖廣 諒一

関東学生賞典馬場馬術競技大会
関東学生賞典総合馬術競技大会
関東学生賞典障害飛越競技大会

桜憧
桜隼
桜鎧

優勝
4位
8位

今回初めて関東学生に出させていただきました。二年生ながら三種目に出させていただい
た監督、コーチ陣にはとても感謝しています。騎乗した三頭はどれも優勝を狙える馬でとても

今橋 裕晃（いまはし ひろあき）

松下 聖弥（まつした まさや）

大阪初芝立命館高等学校
生物資源科学部・森林資源科学科

東京学館高等学校
生物資源科学部・獣医学科

いつもハキハキしている今橋くん。
作業などをテキパキこなす頑張り屋さん!

しゃべり方もおっとりしていて少し女の子っ
ぽさがある松下くん。字の上手さは六会一？
（笑）

プレッシャーでした。内容は、満足できるものではなく悔しい気持ちが強いです。ただ、多くの
方々のサポートで完全優勝ができ、それにわずかながら貢献できたことは唯一の喜びです。全

石峰 一騎（いしみね かずき）

伊藤 遥（いとう はるか）

兵庫県立播磨農業高等学校
生物資源科学部・動物資源科学科

麹町学園女子高等学校
生物資源科学部・植物資源科学科

背が高く、関西弁が抜けない石峰くん。
カラオケ大好き男子です！（笑）

六会では超めずらしいと言ってもいい程のド天
然な遥ちゃん!! 自分でもホワホワとした性格を
直しますと言っているのですが…（笑）

可児 太亮（かに たいすけ）

細川 映里香（ほそかわ えりか）

関東学生賞典総合馬術競技大会
桜覇 10 位

岐阜県立加茂農林高等学校
生物資源科学部・国際地域開発学科

北海道静内高等学校
生物資源科学部・食品ビジネス学科

初めての関東学生。とても緊

実家は乗馬クラブ。可児くんのチャームポイ
ントと言ったら眉毛!! 立派な眉毛の持ち主で
す（笑）

しっかり者で何でもこなしてしまう元気いっぱ
いな映里香ちゃん! 1年生の女子の中でもリー
ダー的な存在です。

大久保 貴史（おおくぼ たかし）

渡邊 瑞生（わたなべ みずき）

立命館守山高等学校
生物資源科学部・植物資源科学科

学法津田学園高等学校
生物資源科学部・動物資源科学科

大久保くんは調教師の息子。ジョッキーのよう
な体型で全部細すぎて心配です（笑）

ボーイッシュな髪形が特徴のマイペースな瑞
生ちゃん! 馬を可愛がる真面目さは誰にも負
けません。

日本学生でも完全優勝を目指し頑張ります。

3年

山本 ジョナ

関東学生賞典馬場馬術競技大会
桜笛 7 位

良い馬に乗せて頂いてい

2年

松本 譲

2年

陶器 幸一

関東学生賞典障害飛越競技大会
桜閃 24 位

関東学生賞典障害飛越競技大会
桜飛 22 位

今回の関東学生で自分は

今回、事前の調整が上手

2年

菅原 権太郎

関東学生賞典障害飛越競技大会
桜宗 3 位

今回、初めての関東学生に出場さ

1年

渡邊 瑞生

せてもらいました。私は桜宗と共に 張しました。私は桜覇号と総合

たので、日大の優勝に貢献

障害馬術に出場させてもらい くいかずチームメイトに助け

する為に精一杯頑張ろうとい

ました。結果は1走行目が減 てもらう形になってしまい、 障害飛越競技に出場しました。１走 馬術競技に参加しました。耐

う思いで臨みました。結果と

点4 、2走行目が減点23、合 大変不甲斐ないと感じていま 目・２走目共に１落下してしまいまし 久審査で失敗したので、今回
た。結果は３位でしたが 内容的に の走行をよく見直して次に繋げ

して情けない失敗をしてしま

計減点27とチームの足をひっ す。全日本 に向けては、自

い、少しの差で入賞を逃して

ぱる形で終わってしまい悔しく 分の役目をしっかり果たせる は全く満足しておらず馬にたくさん助 ていきます。今回の試合で、部

しまいました。まだまだ改善

申し訳ない気持ちです。11月 ように必ず細かい所まで調整 けてもらいました。10月の全日本学 員とコーチ陣一人ひとりの三種

できる所が有ると思うので、 の全日本学生に出場すること して完璧な状 態で臨みたい

生では、万全の状態で出場し日大の 目総合優勝に対する強い思い

11月の全日本学生では更に

ができれば次こそはチームの と思います。応援のほどよろ

団体優勝そして個人でも関東学生よ がとても伝わってきました。この

上を目指して頑張ります！

優勝に貢献したいです。

しくお願いします。

りもいい成績が出せるよう、トレーニ 試合に選手として参加できてよ
ングを積んでいきたいと思います。

かったです。

