
Schedule

Summer & Autumn Season 2013（編集担当） 神林夏実、伊藤茉里

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

▲ e-mail
nuet@msj.biglobe.ne.jp

▲ web
http://www.nu-equestrian.com

N i h o n  U n i v.  

Vol.17  2013. Summer

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

 12日～15日 第30回全日本ジュニア馬場馬術大会2013 御殿場市馬術・スポーツセンター
 18日～21日 第34回全日本ジュニア総合馬術大会2013 山梨馬術競技場
 25日～8月5日 中間・期末テスト
 7月31日～4日 第37回全日本ジュニア障害馬術大会2013 山梨馬術競技場
 6日～9月19日 夏期休暇
 7日～8日 平成26年度新入生トライアウト 本学合宿所
 10日～11日 ホーストライアル　ノーザンホースパーク ノーザンホースパーク
 11日～14日 総合馬術夏期強化合宿 山梨馬術競技場
 26日～9月1日 日本大学馬術部　総合・障害馬術　強化合宿 オーストラリア
 30～9月1日 第30回サマーホースショー2013 山梨馬術競技場
 6日～8日 第43回全日本総合馬術大会2013 三木ホースランドパーク
 13日～14日 第83回関東学生馬術争覇戦 JRA馬事公苑
 20日 後期授業開始
 20日～23日 Fuji Horse Show Autumn Grand Prix　 御殿場市馬術・スポーツセンター
 27日～28日 9月ホーストライアル JRA馬事公苑
 3日～7日 第68回国民体育大会 東京都あきる野市特設馬術競技場
 19日～20日 第48回オリンピック記念馬術大会 JRA馬事公苑
  東京障害飛越選手権 
 26日～27日 第59回東京馬術大会兼CDI★★★TOKYO JRA馬事公苑
 1日～6日 平成25年度全日本学生馬術三大大会 JRA馬事公苑
 30日～12月1日 第51回関東学生馬術女子競技大会・会長杯 JRA馬事公苑
 14日～15日 第85回全日本学生馬術選手権大会 JRA馬事公苑
  第49回全日本学生馬術女子選手権大会
 25日～1月8日 冬期休暇 

▲

平成25年度 後期行事予定

先頭に立つ勇気をもつこと。

～部員の1日～
六会での生活

監督　諸岡 慶

　今年も関東学生三大大会が終わりました。

皆様のご支援のもと、３連覇を果たすことが

できました。先ずは御礼を申し上げる次第で

す。ですが内容としては、とても褒められた

ものではなく、種目での団体優勝は馬場の

　今年も迎えた関東学生。年々積み上げてきた

優勝はとても大きなプレッシャーではあったが、

馬場団体・そして三種目総合優勝を果たし、関

東3連覇となった。

　初日の学生賞典障害飛

越競技では1走行目で皆減

点がついてしまった。団

体優勝を取るためにも満

点の走行でなければなら

なかったが、2走行目でも

減点が重なり、団体成績

は3位となってしまった。

1走行目減点8、2走行目減

点0だった4年柿澤と桜鎧

はギリギリで決勝に駒を

進め、130cmに上がった

障害の高さに本領発揮！

見事ジャンプオフを満点

で走行し個人優勝を成し

遂げた。

　翌日の学生賞典馬場馬術競技ではまたしても

柿澤と桜憧が66.638％と圧倒的な得点で優勝、

4位に3年辻脇と桜檎が60.694％、5位に4年神

林と桜賢が60.666％、6位に4年初田と桜玄が

60.194％と出場選手全員が60％を越え、馬場団

体も2位と大差で優勝し3連覇となった。

　最終種目は学生賞典総合馬術競技。大会3日

目に行われた調教審査では、全員が上位に入り、

特に1年宮野と桜覇は素晴らしい演技で日大勢

のトップとなった。最終日の耐久審査では減点

を守りつつ、団体成績も僅差でトップを守っ

ていたが、余力審査で

皆減点が目立ち、総合

団体は逆転され3位と

なった。そんな中、4

年串間とセントリービ

ジョンは調教審査から

の減点を守り切り、2

位となった。

　昨年より、個人優勝

は増えたが団体を一つ

落としてしまった。3

種目総合優勝は勝ち取

ることができたが、秋

までにやるべき事が沢

山ある。応援してくだ

さった監督、 コーチ、

OB、OG、その他沢山の関係者の方々の期待に

答えられるよう、皆の意識を高め、「完全優勝」

に向けて日々精進していきたと思います。

み。個人では、障害と馬場で柿澤が２種目優

勝とチームを牽引する働きを見せましたが、

障害・総合において強い乗り役が不足してい

るという現状を露点しまう結果となってしま

いました。直前の合宿でも良い成果を出して

いながら、競技本番で結果を残せないのは、

馬の状態をピークに持っていけなかったとい

うのもあるでしょうが、やはり、ライダーの

資質です。強い乗り役は、どんな状況におい

ても結果を出す。それが選手の努めです。

　個人競技を団体競技として戦う学生馬術に

おいて、何が不足して、この成績になったの

かを是非自身に問いてもらいたい。選手だけ

ではなく今大会に向けてサポートに回った部

員達にも考えなくてはならない事柄がきっと

あるはずです。11月の全日本学生三大大会

までにはまだ時間もあります。チーム力向上

の為に、個々の高い意識が求められている

今、俺が、私がと、チームの雰囲気を変える

くらいの存在感のある元気のいい学生が前に

出てくることを強く望んでいます。

　秋の全日本に向けチーム一丸となり、頑張り

ますので皆様どうぞ応援お願いいたします。

黄金時代を守るために
３年連続三種目総合優勝関東学生馬術三大大会

開講日
朝飼い付け

ミーティング

馬体チェック

朝作業

朝食

練習

馬手入れ

登校

午前講義

昼飼い付け

昼食

午後の講義

馬のケア・馬手入れ

夕飼い付け

夕作業

馬体チェック

夕食

男子自習・女子帰宅

休日
朝飼い付け

ミーティング

馬体チェック

朝作業

朝食

練習・馬手入れ

昼飼い付け

昼食

休日作業

馬のケア・馬手入れ

夕飼い付け

夕作業

馬体チェック

夕食

男子自習・女子帰宅

時間
4:00

4:30

4:30～5:30

5:30～6:00

12:30

12:30～12:50

16:30～18:00

18:00

18:00～19:30

19:30

19:30～20:00

20:00

7月

8月

9月

10月

11月
12月

（馬具手入れ・馬場整地・水換え・
掃き掃除・朝飼い作り）

（馬房掃除・水換え・
夕飼い作り・掃き掃除）

（馬房掃除・水換え・
夕飼い作り・掃き掃除）

（オガ取り・藁取り・厩舎、
障害、馬具などの修理）

（馬具手入れ・馬場整地・水換え・
掃き掃除・朝飼い作り）

13:00～
16:10

13:00～
16：30

6：00～
12：30

6:00～8:00

8:00～8:40

8:45

9:00～12:10



再び関東学生馬樹大会に出場出来たことを、本当

に感謝しています。

最近良い成績を残せず、競技から離れている間、

使役や馬付きなどを1からやり直しているうちに、

試合に出ることは当たり前の事ではないのだと、

改めて気づきました。その事を踏まえて練習に取

り組んできました。ですが、結果は7位と伸びず、

昨年との馬の変化に気づきながらも、対応しきる

ことが出来なかったと反省しております。ですの

で、11月の全日本学生では人馬ともにベストな状

態を作り、部員一丸となって勝ちに行こうと思い

ます。応援の程よろしくお願い致します。

PC・カメラ
日々の練習や試合の走行の研究、そして日本大学馬術部をもっと

知って頂く情報発信のツールとして最新のPCや、ビデオ、その他ポー

タブル機器が勢ぞろい！　試合の速報や動画を配信、HPの更新な

ど、ホントにここは馬術部なのか？というくらい充実しています！

▲

『日本大学馬術部』
http://www.nu-equestrian.com/
馬術部の事を色 と々知っていただきたい！

馬・部員の紹介はもちろん、施設の紹介、馬術部の歴史、過去の試合結果や、

トライアウトについても

全部ここでわかっちゃいます！

▲

『Facebook』
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。

▲

『むっちぃ』、『Amebaブログ』
皆さんに見ていただけるように『Amebaブログ』や、アカウントをお持ちでなくても見て

いただける『むっちぃ』も更新中です！

▲

『YouTube』
には過去の試合の動画のほとんどをUP

しています。特に野外走行は必見ですよ！

ローラー
六会に大きな重機がやってきました！一

昨年改装された馬場を鎮圧する事によっ

て、砂がよく締まり、水はけの良い馬場

がさらに快適な馬場になります。

車
馬術部の部車も試合や遠征でだいぶ古くなっ

て来ました。そこで！馬術部のOBやOGから

為る桜蹄会に車を買っていただきました！こ

れで快適に試合場へ移動できそうです。

ウォーターカップ
本厩舎も築30年以上経ち、所々修復を

してきましたが、ついに新しいウォー

ターカップを付けることになりました！

水桶を吊るしていた新厩舎にも設置さ

れ、馬達はいつでも新鮮な水を飲むこ

とができます。

食堂
冷蔵庫が新しくなり、以前より大きくな

りました！さらに包丁・まな板用の殺菌

庫やお店の様なフライヤー、ガスコンロ

も新しくなりました。食事を作ってくだ

さっている井上さんも、快適そうです。

部員も自炊の幅が広がりますね。

最後の関東学生は、障害被越競技は桜珀、馬場馬

術競技は桜賢と出場しました。桜珀とは6年目の付き合

いになります。ですが私が信用されるようなライダーにな

りきれず、年をとってきた桜珀にすがるような結果となっ

てしまいました。一番大好きな馬と心を通わせ、全日本

学生では満足のいく走行が出来るようにしたいです。

馬場馬術では調整でも試合でも失敗続きで、不安を抱え

ながら臨みましたが、競技では失敗もなく周りの方 か々らも

良かったと声を掛けていただけました。ですが、内容的には

もっと改善できる点がたくさんあります。秋までには改善し、

監督、コーチを始めOB、OGや沢山の方 の々思いを無駄

にしないよう、最後に最高な学生生活だったと言えるよう、

全日本学生に向けて練習に励んでいきたいと思います！

最後の関東学生。私にとって、とても嬉しくてとても悔しい大会となりまし

た。今年に入ってから桜鎧、桜憧、桜隼と3頭の素晴らしい馬たちに

騎乗させていただき、上半期の集大成である関東学生に向けて日々 ト

レーニングしてきました。監督、コーチ陣にたくさんサポートしていただき、

関東学生には万全の状態で臨むことができました。桜鎧と桜憧では馬

の力を発揮することができ、結果を残すことができました。最後の関東

学生での初めて優勝に、涙が出るほど喜びました。しかし、桜隼では自

分の技術不足のせいで、とても悔しい結果となってしまいました。個人

優勝はできたものの、団体では障害、総合ともに3位と、目標であった

完全優勝にほど遠い結果となってしまい、とても悔しい思いをしました。

秋に行われる全日本学生で完全優勝を果たすためには、今からよりチー

ム全体のレベルアップが必要とされます。全日本学生までに強い選手、

強いチームを作り上げるために、部員全員で精進していこうと思います。

関東学生３年連続 三種目総合優勝

▲

第64回関東学生賞典総合馬術競技大会 7位

▲

第48回関東学生賞典障害飛越競技大会 12位

▲

第48回関東学生賞典馬場馬術競技大会 5位

▲

第48回関東学生賞典障害飛越競技大会　優勝

▲

第48回関東学生賞典馬場馬術競技大会　優勝

▲

第64回関東学生賞典総合馬術競技大会　11位4年 木崎 翔太  生物資源科学部　国際地域開発学科

4年 神林 夏実  生物資源科学部　獣医学科

4年 柿澤 小夜子  生物資源科学部  動物資源科学科
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名門真壁高校からやって
きました。いつもハキハ
キしている杉田くんは、1
年生ながらも装蹄班の一
員です。

杉田 泰崇
茨城県立真壁高等学校
生物資源科学部
国際地域開発学科

彼は、高校３年生の時に
国体少年ダービー競技で
見事優勝の実績!! お父さ
んは元ジュノンボーイな
ので…児玉くんは？

児玉 光生
宮崎県立宮崎工業高校
生物資源科学部
食品ビジネス学科

栗東の少年団から来まし
た。自称ワラ作業マスタ
ー！でも動きはとっても
マイペース。笑

下谷田 優
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

お父さんは元オリンピッ
ク選手。実はパソコンの
オタクで使役でも集計で
大活躍!!

陶器 幸一
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

東北訛りが4年間抜けなさ
そうな菅原くんはとても
綺麗な乗り方をしていま
す！イケメンとかいう噂
も…？

菅原 権太郎
岩手県立水沢農業高校
生物資源科学部
動物資源科学科

彼は頭がすごく小さくヘ
ルメットはなんとジュニ
アサイズの54！
すごく素直な頑張り屋さ
んです！

中村 竜也
東京都私立岩倉高等学校
生物資源科学部
森林資源科学科

国体チャンピオンの沖
廣くん! ! 馬場も障害も
両方できちゃう期待の
星☆です。

沖廣 諒一
私立高水高等学校
生物資源科学部
国際地域開発学科

ハキハキ系女子!!  中身は、
すごく乙女なのにどこか
男っぽい！力には自身が
あるようです。

森 彩香
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

これからの日大に貢献して
くれるであろう松本くんは
馬から降りると究極の天
然!! 完全に憎めないポジ
ション定着しています。

松本 譲
東京都和光高等学校
生物資源科学部
食品ビジネス学科

東北の期待の星☆宮野将
太郎。目力があるお調子
者です！笑

宮野 将太郎
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

ちっちゃくて可愛らしい
女の子！と思ったら見掛
けによらずサバサバして
いる六会の小悪魔です!!

伊藤 さら
京都光華高等学校
生物資源科学部
植物資源科学科
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新1年生紹介

日本大学馬術部の
WEBページを
ご紹介します!

Facebook『日本大学 Nihon University』ではスポーツ

日大の様々な情報を配信したいます!! 他のスポーツ部も

頑張っています！是非「いいね！」を宜しくお願い致します。

NU Web

には過去の試合の動画のほとんどをUP

しています。特に野外走行は必見ですよ！

』ではスポーツ

日大の様々な情報を配信したいます!! 他のスポーツ部も

頑張っています！是非「いいね！」を宜しくお願い致します。

日本大学馬術部HP

facebook

Blog

YouTube

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!!
世界へ羽ばたけ

スポーツ日大

六会の
New!


