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　今年の関東学生馬術競技大会は山梨県馬術
競技場で６月19日から23日にかけて行われまし
た。障害飛越競技・馬場馬術競技・総合馬術
競技すべての競技で個人、団体優勝することが
でき、連覇数を９に伸ばすことができました。
　初日の障害飛越競技では、１走行目では吉永
翔司&桜艶、松若流星&桜礼が減点０、名倉賢
人&桜真、有賀翔&桜浩が減点４、佐々木凱輝
&桜照が減点８で終えました。２走行目は名倉
賢人&桜真、佐々木凱輝&桜照が減点０、吉永
翔司&桜艶が減点４、松若流星&桜礼が減点８、
有賀翔&桜浩が減点16で２走行を終え、減点数
の合計上位10名が進むことができる決勝へ４人
馬残ることができました。
　決勝戦では、吉永翔司&桜艶、佐々木凱輝&
桜照がジャンプオフに進出し吉永翔司&桜艶が
優勝しました。３位に佐々木凱輝&桜照、４位
に名倉賢人&桜真という結果になりました。
　障害飛越競技では、全人馬普段の練習の成
果をだすことができ、互いにサポートし合うこと
で団体優勝を勝ち取りました。
　２日目の馬場馬術競技では今年も古野博人&

桜陽が68.063％で優勝しました。２位には重
藤エディット彬&桜羽が66.031％、４位に谷津
友崇&桜雲が64.000％、５位に名倉賢人&桜
頂が63.750％という結果になりました。出場
した４人馬が５位以内という活躍を見せてくれ、
団体優勝を勝ち取りました。これにより、４組
の全日本学生の出場権を獲得いたしました。
　最終競技の総合馬術競技では、調教審査で
は名倉賢人&桜望、吉永翔司&桜虎、磯野太
&桜宝が１位２位３位通過と続き幸先の良いス
タートとなりました。
　耐久審査ではタイムインする人馬が少なく、
安全にかつスピードが求められました。そんな
中、名倉賢人&桜望がわずかなタイム減点のみ
でトップを守りました。耐久審査が終了した時点
で上位では減点差が僅差で余力審査で１落する
と順位が変動する可能性があり、緊張感が高ま
りました。
　余力審査では、リバースオーダーで行われ名
倉賢人&桜望が安定した走行を見せ、初日から
トップを譲ることなく優勝しました。２位には減
点０で磯野太&桜宝、４位に１つ落下があり吉永

翔司&桜虎が入りました。佐々木凱輝&桜里は
惜しくも２落下があり10位となりました。
　団体競技では、合計減点106.2点で２位の東
京農業大学は151.3点と40点以上の差を付けて
優勝しました。
　三種目総合では、1046ポイントをたたき出
し、２位の専修大学は646ポイント、３位の早
稲田大学は528ポイントで圧倒的な差をつけて
優勝しました。
　今大会でもすべての競技で各人馬力を発揮
することができ、連覇をのばすことができたと
思います。
　このような素晴らしい結果で終わることがで
きたのも監督・コーチの方々はもちろん、応援
して下さったＯＢ，ＯＧの方 、々今大会にあたっ
てサポートして下さいました皆様に心から感謝申
し上げます。
　関東学生馬術競技大会に続き11月に行われ
ます、全日本学生馬術競技大会でも「３種目
完全優勝」を目指して絶えず精進してい
きますので、ご声援ご鞭撻の程よろ
しくお願いします。

「勝利に対しての執念」

本年も無事に、関東学生馬術三大大会におい
て、9連覇を達成することができました。これ
も日頃から日本大学馬術部へのご理解・ご協力
があってこそだと感じております。この場をお
借りして、大学の先生方、OB・OG、学生の保
護者、日本大学馬術部関係者の皆様に感謝申し
上げます。
試合結果といたしましては、個人・団体とも

に障害馬術、馬場馬術、総合馬術のすべての種
目において日本大学馬術部が優勝することがで
きました。
しかし今回の関東学生馬術三大大会では勝

利の執念が薄れてきていると感じました。私は
監督に就任してから、しばらくの間、優勝から
遠ざかる日々が続きました。その中でも、決し
て勝利に対しての執念や気迫を失わずに来たか
らこそ、今まで監督を続けてきました。日本大
学馬術部が管理している馬は能力があるからこ
そ、とても繊細な馬たちが多いです。今後さら
に学生には、報告・連絡・相談の徹底をしても

らい、馬への感謝の気持ちを常にもってほしい
と思います。このことが、社会に出たときに必
要とされる人物になると思います。
秋の試合では、私を含め全員の組織力で戦う

のが日本大学馬術部のスタイルです。このスタ
イルを確立し、監督、コーチ陣、学生、関係者
の皆様と一体となった馬術を秋の全日本学生馬
術三大大会でお見せするべく、さらに精進して
いきます。
今後も皆様方の温かいご支援をよろしくお願

い申し上げます。

監督  諸岡  慶

第69回
関東学生馬術競技大会三種目総合で9連覇!!

写真は
中面へ➡



今年は13名のメンバーが
新たに加わりました！

2019年 新入生紹介

第69回関東学生馬術三大大会で輝いた選手

今回、桜望とのコンビで関東学生総合
馬術競技に出場させて頂きました。桜望
とは今年の春からコンビを組み始めまし
た。能力が高く経験豊富な馬である桜望
と出場させていただき監督・コーチ陣に
はとても感謝しています。そのおかげもあ
りまして、個人優勝し、日大の御家芸で
ある総合馬術競技の団体も勝つことがで
きました。
11月には全日本学生馬術競技大会とい
う大きな舞台があるため反省的実践家の
精神を基に人馬共、調整していきます。
ご声援よろしくお願いします。

今回の関東学生馬術競技では障害馬術
競技に桜艶と共に出場させて頂き優勝す
る事が出来ました。桜艶とは去年の夏から
コンビを組ませていただいています。内容
は沢山ダメな所ばかりでしたが、桜艶も私
がミスしたところ全て、気温が高く暑い中
カバーしてくれたので、次の全日本学生馬
術競技大会では桜艶の足を引っ張らない
ように完璧に走行できるようにして優勝し
たいです。そのために日々のケアをしっか
り行い、練習を頑張ります。

大学馬術生活最後の関東学生馬術三大
大会で、今年も桜陽という馬にのせていた
だき満足ができる演技ができました。桜陽
は私からの要求に一生懸命答えてくれて私
のミスもカバーしてくれました。その結果
68％という、私自身の過去最高パーセン
テージをたたき出すことができました。
秋にある全日本学生三大大会では70%

を出し笑顔で卒部できるように引き続き桜
陽と息を合わしながら努力し、頑張ってい
きたいと思います。

総合馬術競技
３年　名倉　賢人　桜望 ４年　古野　博人　桜陽 ２年　吉永　翔司　桜艶

馬場馬術競技 障害馬術競技

楠本 將斗　山辺高等学校

スポーツ科学部　競技スポーツ学科

とてもまじめで
一年の
まとめ役です！
怒らせたら
とても怖い…

宮尾 鷹之介　菊池農業高等学校

生物資源科学部　国際地域開発学科

憎めない
愛されキャラの
宮尾君。
一生懸命
頑張って
います！

大澤 将司　常翔学園高等学校

生物資源科学部　動物資源科学科

かっこよくて
優しくて
頭がよくて
運動神経よくて
面白い！
って噂です。

中込 樹　啓新高等学校

生物資源科学部　国際地域開発学科

仕事をやるとき
しっかりやる
中込君！
いつも
頑張ってます。

鷹見 優　関東国際高等学校

生物資源科学部　国際地域開発学科

しっかりしてて
いつも元気な
鷹見君！
馬への愛情は
誰にも
負けない！

瀬川 裕哉　聖パウロ学園高等学校

スポーツ科学部　競技スポーツ学科

テンション
上がった時
とても面白い
瀬川君。
やるときはやる
男です！

松尾 ゆずか　日本大学第三高等学校

スポーツ科学部　競技スポーツ学科

物静かですが
やるときは
しっかりやる！
喋り出すと話が
止まりません。

堀坂 七菜子　兵庫県立
播磨農業高等学校

生物資源科学部　生命農学科

少し抜けてる
けどなんでもち
ゃんとこなして
くれます。
担当馬をこよ
なく愛します♡

細川 由妃　北海道静内高等学校

生物資源科学部　食品ビジネス学科

とてもしっかり
者で仕事を誰
よりもこなして
くれます。
みんなに頼ら
れる存在です！

吉田 ことみ　岐阜県立
岐阜農林高等学校

スポーツ科学部　競技スポーツ学科

いつでもハイテ
ンション♪
これからも
元気ではっち
ゃけます。



去年に続き、出場人馬全員が入賞という結果になりまし
た。総合馬術は調教審査・耐久審査・余力審査とあり最後
の種目が終わるまで結果がわかりません。その中で4人馬
全てが得意不得意ある中、力を発揮することができた大会
だったと思います。

競走馬時代は、ダークビアという名前
で出走しており４戦１勝という成績を収め
ています。2014年７月13日福島競馬場
でのレースを最後に引退しました。その
後、乗用馬としてリトレーニングされ日
本大学馬術部で障害馬として活躍してい
ます。
とても柔軟な大きな飛びで120㎝の

コースをまわってこれる程成長しました！まだまだやんちゃで子供ぽい
部分もありますが底知れぬの能力をもっているのでこれからの活躍が
楽しみです♪

元競走馬の紹介　桜千（ダークビア）
競走馬として出走していて引退後乗用馬として
日本大学馬術部にて活躍している馬をご紹介いたします！

競走馬時代の勇姿！

西尾 純怜　開明高等学校

生物資源科学部　獣医学科

可愛い
大阪弁使う
しっかり者の
すみれちゃん！
学業と部活、
両方
こなします。

坂井 千優　神奈川県立弥栄高等学校

生物資源科学部　動物資源科学科

六会に現れた
美女！
一番真面目で
先輩からの
信頼も厚い
ちひろちゃん。

澤登 ちほみ　山梨県立甲府東高等学校

生物資源科学部　動物資源科学科

しっかり者と
見せつつ
天然ちゃん。
３年の誰かに
似てるかも？？

名前●桜千（ダークビア）
性別●セン馬
毛色●鹿毛

父●キングヘイロー
母●テディベア

生産牧場●千代田牧場
生年月日●
平成23年3月25日

第40回
全日本ヤング
総合馬術大会

1位	 名倉　賢人	 桜望
3位	 磯野　　太	 桜宝

4位	 佐々木凱輝	 桜里
5位	 藤岡　彩美	 桜恋

９年連続３種目総合優勝

９連覇

第69回関東学生馬術競技大会三大大会



日本大学
生物資源
学部

六会中学校

小田急江ノ島線

日本大学
馬術部

MAP

★

六会日大前

MAP

〒252-0813
神奈川県藤沢市亀井野840
TEL:0466-81-0288
FAX:0466-81-8885

▲ e-mail
nihonndaigakubajyutubu@gmail.com

合宿所・馬場

令和元年度
後 期 行 事 予 定

駅より
  徒歩 5分

○編集担当：霜島 果月　野々垣 茉鈴

 8月
●8月12日～14日

東京2020テストイベント
JRA馬事公苑/海の森クロスカントリーコース

●8月23日～8月25日
サマーホースショー　山梨馬術競技場

●8月30日～9月1日
まほろばオータムホースショー

 9月
●9月6～8日

全日本ジュニア総合馬術大会2019
山梨馬術競技場

●9月20日～23日
第10回みっきぃオータムホースショー(障害)
三木ホースランドパーク

●9月29日～10月3日
国民体育大会　水戸農林高校

 10月
●10月25日～27日

全日本総合馬術大会2019
三木ホースランドパーク

●10月29日～11月5日
全日本学生馬術競技大会三大大会
三木ホースランドパーク

 11月
●11月15日～17日

全日本学生馬術選手権大会
御殿場市馬術・スポーツセンター

●11月15日～17日
全日本学生馬術女子選手権大会
御殿場市馬術・スポーツセンター

●11月30日～12月1日
関東学生馬術男子自馬競技大会
津久井馬術競技場

●11月30日～12月1日
関東学生馬術女子自馬競技大会
津久井馬術競技場

卒業生の主な就職先

●日本大学 
●JRA日本中央競馬会 
●地方競馬全国協会 
●株式会社乗馬クラブクレイン 
●福井工業大学 
●獣医師 
●株式会社P&Pホールディングス 
●SMBC日興証券 
●公益社団法人日本馬事協会 
●ノーザンファーム 
●有限会社松風馬事センター 
●東海道旅客鉄道株式会社 
●日本馬事普及

（順不同）

（4年） 古野　博人
生物資源科学部 国際地域開発学科

（4年） 磯野　　太
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（4年） 霜島　果月
生物資源科学部 国際地域開発学科

（4年） 丹野あんず
生物資源科学部 食品ビジネス学科

（4年） 中込　沙樹
生物資源科学部 動物資源科学科

（4年） 寺澤　穂
生物資源科学部 食品ビジネス学科

（3年） 有賀　翔
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（3年） 氏部　倫大
生物資源科学部 国際地域開発学科

（3年） 田中　那樹
生物資源科学部 生命農学科

（3年） 名倉　賢人
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（3年） 酒井　将慶
生物資源科学部 生命農学科

（3年） 谷津　友崇
生物資源学部 食品ビジネス学科

（3年）坂田　樹基
生物資源科学部 動物資源科学科

（3年） 石榑　大樹
生物資源科学部 動物資源科学科

（3年） 堀澤　圭太
生物資源科学部 動物資源学科

（3年） 野々垣茉鈴
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（3年） 伊藤なな海
生物資源科学部 動物資源学科

（3年） 藤岡　彩美
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（3年） 木村　峰々
生物資源科学部 国際地域開発学科

（3年） 萩原　ひな
生物資源科学部 食品ビジネス学科

（2年） 佐々木凱輝
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（2年） 重藤エディット彬
生物資源科学部 獣医学科

（2年） 鈴木　一生
生物資源科学部 国際地域開発学科

（2年） 谷口　遼斗
生物資源科学部 動物資源科学科

（2年） 平山　直人
生物資源科学部 国際地域開発学科

（2年） 松若　流星
生物資源科学部 獣医学科

（2年） 山崎　魁人
生物資源科学部 動物資源科学科

（2年） 吉永　翔司
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（2年） 松川　紘大
生物資源科学部 動物資源科学科

（1年） 宮尾鷹之介
生物資源学部 国際地域開発学科

（1年） 楠本　將斗
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（1年） 瀬川　裕哉
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（1年） 鷹見　優
生物資源科学部 国際地域開発学科

（1年） 中込　樹
生物資源科学部 国際地域開発学科

（1年） 大澤　将司
生物資源科学部 動物資源科学科

（1年） 吉田ことみ
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（1年） 細川　由妃
生物資源科学部 食品ビジネス学科

（1年） 堀坂七菜子
生物資源科学部 生命農学科

（1年） 松尾ゆずか
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（1年） 西尾　純怜
生物資源科学部 獣医学科

（1年） 坂井　千優
生物資源科学部 動物資源科学科

（1年） 澤登ちほみ
生物資源科学部 動物資源科学科

部員紹介42名の


