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第59回全日本学生賞典馬場馬術競技大会

優勝

（3年連続）

沖廣 諒一・桜憧

全日本学生馬術三大大会 2016

6年連続

3種目総合優勝

勝
3種目団体 優

平成28年度全日本学生馬術三大大会

覇
6連！

念願の全競技団体優勝

達成

平成28年度全日本学生馬術三大大会は3種目全ての競技で団体優勝し、

団体優勝を成し遂げた。さらに、沖廣と桜憧のコンビは3連覇を達成。

念願の3種目総合完全優勝を果たした。

菅原と桜檎も準優勝となった。

障害馬術競技では、2年の吉永と桜照が見事な走行を見せ個人優勝、

最終競技の総合馬術競技では、調教審査は人馬ともに実力を発揮できた。

今橋と桜珀が準優勝し、10年ぶりの障害馬術競技での団体優勝を勝ち

2日目の耐久審査で、2位のチームとの点差が縮んだものの、最終競技の

取った。

余力審査で今橋、菅原が満点でゴールを切り、見事団体優勝し、個人で

馬場馬術競技では、4年の沖廣、菅原が安定した演技を見せ、2年連続

今橋が準優勝、渡邊が3位となった。

全日本学生馬術三大大会2016の主な成績
第66回全日本学生賞典障害馬術競技大会
吉永 一篤
桜照
優勝
タイム 77.07 総減点 0
今橋 裕晃
桜珀
個人 2位
タイム 78.85 総減点 1
陶器 幸一
桜梟
15位
タイム 81.47 総減点 13
団体 優勝
日本大学

第59回全日本学生賞典馬場馬術競技大会
沖廣 諒一
桜憧
優勝
最終得点率 67.975％
菅原権太郎
桜檎
個人 2位
最終得点率 65.625％
今橋 裕晃
桜雲
8位
最終得点率 61.700%
団体 優勝
日本大学

第59回全日本学生賞典総合馬術競技大会

個人

2位 今橋

裕晃 桜 覇

合計減点 48.8

3位 渡邊

瑞生 桜 虎

合計減点 53.2

4位 菅原権太郎 桜 恋

合計減点 53.6

9位 松本

合計減点 60.6

団体 優勝

全日本学生馬術三大大会を振り返って

譲 桜里

日本大学

監督 諸岡 慶

本年度の全日本学生

監督を拝命し、三種目総合完全優勝を目標と

を達成することができました。また、4年菅原と

馬術三大大会が終了

して日々邁進して参りましたが、達成するまで

桜檎もこの一年で著しい成長を見せ、個人準優

し、三種目全ての競技

に十年を費やしました。目標を達成できたこと

勝という結果を残してくれました。

において団 体 優 勝 、

に安堵したと同時に、三種目総合優勝17連覇

最終競技の総合馬術競技においては、惜しくも

障害馬術競技及び

という記録を超えることを新たな目標し、更な

個人優勝を他校の人馬に譲ったものの、個人準

馬場馬術競技におい

る高みを目指したいと思います。

優勝から4位までを独占することができました。

て個 人 優 勝・準 優 勝

大会を振り返ってみますと、上々な内容であっ

これらの結果については、学生をはじめ、関

をし、六年連続となる三種目総合優勝（三種目

たのではないかと思います。

係者が一丸となって努力をした結果であること

全ての団体優勝による三種目総合完全優勝は、

初めに行 われた障 害 馬 術 競 技においては、

は明白です。しかし、この結果に満足して良い
のかという考えがあることも事実です。全てにお

創部後初）を達成することが出来ました。また、

2年吉永と桜照が急成長を見せ個人での優勝、

三種目総合のポイントは1138点となり、過去

そして３年今橋と桜珀が準優勝と安定した競技

いて言えることですが、結果に満足をしてしまう

最高の得点を更新することが出来ました。学生

内容を見せてくれました。チームに完全優勝へ

と成長はそこで止まってしまい、さらに上を目指

を温かく見 守って下さった保 護 者の皆さま、

の勢いを付けたのは、この二人と言って過言で

すことが可能な学生の芽を摘んでしまうことに繋

またO B・O Gの皆さま、関 係 者の皆さまの

はないと思います。

がると考えます。
「常に上を目指すことが出来る

ご尽力があってこそだと感じております。この

次に行われた馬場馬術では、4年沖廣と桜憧が

者こそ、真の勝者になれる。
」
という言葉を胸に、

場をお借りして感謝申し上げます。

安定した演技を見せ、前人未到の個人三連覇

学生には勇往邁進してもらいたいと思います。

全日本学生馬術三大大会で輝いた選手

第66回全日本学生賞典障害馬術大会

優勝

第66回全日本学生賞典障害馬術大会
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障害飛越競技
桜照号

第59回全日本学生総合馬術競技大会

2位

今橋・桜覇

かず ま

一篤
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菅原・桜檎
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沖廣

第59回全日本学生総合馬術競技大会

3位

渡邊・桜虎

りょういち

諒一

馬場馬術競技 優勝
桜憧号（3連覇）

優勝

今回、桜照とのコンビで全日本
学生障害飛越競技に出場させて
いただきました。
桜照とは今年の春からコンビを
組み始めました。能力の高い馬
である桜 照と全日本 学 生 馬 術
競技大会に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。そのおかげで、個
人優勝し、約10年ぶりの障害
飛越競技での団体優勝・三種
目総合優勝6連覇に貢献するこ
とができました。この全日本学
生馬術競技大会という大きな舞

第59回全日本学生馬場馬術競技大会

吉永・桜照

総合馬術競技 16位
桜宝号

台で日本一になるという私自身
の目標が達成できたことをとて
も嬉しく思います。
今後は、日本大学の全日本学生
三種目完全優勝での連覇を目指
し、貢献できる選手になれるよう
日々努力していきたいと思います。
ご声援よろしくお願いします。

今回、馬場馬術競技に桜憧、総
合馬術競技に桜宝で出場させて
いただきました。
桜憧では個人優勝3連覇がかかっ
ており、プレッシャーもありました。
学生最後の競技なので良い演技
で締めくくりたいという思いもあり
ましたが、思うような演技はでき
ませんでした。それでも3連覇を
果たすことができ、桜憧には感謝
しても仕切れない思いです。桜宝
では、馬の調子は良かったものの
良さを出しきれなかったと思いま
す。最後の全日本学生で個人とし

ては決して満足のできる内容では
ありませんでしたが、3種目とも団
体優勝を果たし完全優勝を成し遂
げることができたことは一生の思
い出になると思います。とても充
実した4年間を送ることができ監
督、コーチ陣、サポートして下さっ
た方々、そして乗せてくれた馬た
ちにはとても感謝しています。
ありがとうございました。

平 成 2 8 年 度
全 日 本 学 生
馬 術 三 大 大 会

松本主将の出番前、

部員達と

「いってくる！」

出番前、円陣を組み

「日大魂！」

ハイライトシーン
馬装時の桜梟

「頑張ってきてね」

2走行目終了後、
吉永優勝、今橋2位決定時、
部員皆が 感極まった瞬間。

馬場馬術チーム3人の

固い握手。

「おつかれさまでした！」

総合馬術
耐久審査前の
今橋と桜覇、
緊張ぎみな様子。

審査終了後の
総合馬術 耐久 恋
菅原と桜

ね。
「よく頑張った
。
ありがとう 」

今橋と桜雲の馬場馬術開始前の
最終確認。

三種目総合優勝！ 松本主将を胴上げ！

おめでとう！

桜蹄会 いわて国体 日大会
10月2日から6日まで『第71回 国民体育大会 2016 いわて
国体』が行われました。全国各地から日本大学馬術部OB・
OGが集まり、毎年恒例である
「日大会」
が開催されました。
今回は、岩手にて
「ホルモン焼き」
や「ホルモン鍋」
をみんな
で美味しくいただきました！。4月14日に起きた熊 本 地 震
の義援金を桜蹄会で集め、今回の国体で熊本県より参加
された塚本さんへお渡しいたしました。
また、諸岡監督・桜蹄会木内会長より、リオオリンピック総合
馬術競技の監督をされた細野コーチ及び岩谷コーチへのお
祝いが送られました。
これからも日本大学馬術部の和を大切に、部員一同精進し
ていこうと思いますので、ご声援宜しくお願い致します。

NU Web
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!!
★日本大学馬術部

http://www.nu-equestrian.com
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、
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！

全 日 本 学 生 馬 術
すべてのページへは
『日
三 大 大 会 2 0 1 6
本大学馬術部』のHPか
3 種目総合優 勝を祝して
らアクセスできます。是

非ご覧ください!!
が
特設ページ

オープンしました！
★Facebook

競技結果の速報や、日々の生
活などを投稿しております。

★YouTube

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！
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生 物 資 源 科 学 部の学校生活

スポーツ 科 学 部 の学 校 生 活

生物資源科学部は、六会日大前
駅から徒歩2分程、馬術部から
自転車で5分かからない程の場
所にあります。
本学部は校舎・グラウンドの他、
農場や演習林、各種実習場もい
れて東京ドーム12個分の広さが
あります。
この広い敷地の中で自然に囲ま
れたなかのびのびと毎日授業を
受けています。
教 室はモニターの設 備が あり、
授業も受けやすくなっています。
また、今年新しく完成した2号館
は太陽光発電パネルがついており

今年の4月に新しく三軒茶屋に
スポーツ科 学 部 競 技スポーツ
学科が開設され、1年生の4人
が通学しています！
この学部では、国際大会で活躍
した選手や指導者、競技スポー
ツの実務家や研究者、ジュニア
育成指導者等の豊富な経験をも
つ教員に指導していただいてい
ます。
校舎内には、国内有数の体育
施設や室内プール等のトレーニ
ング環境が整っています。
生物資源科学部とは違って校
舎 が 少し遠くなりますが、 ス

環境に優しい作りをしています。
本学部は馬術部員も多く利用し
ている食 堂、図書 館に喫 茶 店、
焼き立てパン、ピザ、パスタなど
の軽食が食べられるカフェ、文具、
日 用 品、何 でも手に入る立 野
商店等の便利な施設がそろって
います。また、学 校 内には猫の
ポンタが自由気ままに暮らして
おり、ときには教室で一緒に授業
を受けていることも、、、
そして、本学部内には牛・ヤギ・
鹿も飼育しており、馬術部員は
日々、馬だけでなく様々な動物
たちと生活を送ることができます!

ポーツ科学部では自分たちとは
異なった競技スポーツの世界で
活躍している仲間とともに過ご
すことで新しい発見や、つなが
りを増やすことができます。
また、現役で国際大会に活躍
するような選手やコーチが指導
してくださるので馬術競技に対
する意識もより強くなります。
2020年の東京オリンピックの
スポーツ競 技で 活 躍していく
選手や指導者を目指して活動
していくことが 本 学 部 の 目 標
です！

オ ガ とり ♥ ワ ラ とまり
す！
馬たちのために♥部員総出で頑張り

♥ オガとり
馬たちのために部員達はオガが
少 なくなるとオガ 取りにいき
ます！
製材所や木材会社に馬運車や２
トントラックで行き、木 材から

♥ ワラとり
でてきたオガ粉をもらってきて
います。
粉まみれになりながらも必死に
オガ粉を詰め込みます！
協力してオガを全部詰め込んだ
後の達成感とすがすがしさは格
別です！
！
また、オガ粉を業者から頼むこ
ともあり、運んできてもらった
オガ粉を部員達が重機やスコッ
プを使って、オガ小屋に詰め込
みます。

毎年、9月、10月にかけて部員
総出で千葉や伊勢原にワラ取りに
行っています。
あたり一面田んぼが広がるなか、
刈ってあるワラを束ねて結び、馬
運車と2トントラックに入りきるま
で詰め込みます。
この時期は涼しいはずが、作業を
すると汗が止まらなくなります。
六会に帰ってから、積み込んだワ
ラを降ろし、全面にワラをたてて
乾かします。

普段、馬術では使わない筋肉を
使うので次の日にはみんな筋肉
痛に、、、
その後、乾いたワラは、ワラ小屋
へ積み上げます。

39 名 の部員紹介

平成29年度

前期行事予定
1月

●1月1日
初乗り会
（日本大学馬術部合宿所）
●1月21日
六会ホースショー
（日本大学馬術部合宿所）

2月

（4年）松本

譲

生物資源科学部 食品ビジネス学科

（4年）陶器

幸一

生物資源科学部 生物環境工学科

（4年）菅原権太郎

生物資源科学部 動物資源科学科

（4年）沖廣

諒一

生物資源科学部 国際地域開発学科

（4年）児玉

光生

生物資源科学部 食品ビジネス学科

●2月17日～19日
第37回スクーリングジャンプ
（東関東ホースパーク）
●2月23日～28日
ヨーロッパ合宿
●2月ホーストライアル
●第61回三獣医大学馬術大会

3月

（4年）下谷田

優

生物資源科学部 国際地域開発学科

（4年）杉田

泰崇

生物資源科学部 国際地域開発学科

（4年）中村

竜也

生物資源科学部 森林資源科学科

（4年）森

彩香

生物資源科学部 植物資源科学科

（4年）伊藤

さら

生物資源科学部 植物資源科学科

●3月1日～3日
ウィル講習
●3月25日
卒業式
●第48回 関東学生馬術新人競技大会
●3月ホーストライアル
●平成29年度関東学生春季大会part Ⅰ

4月

●4月7日
入学式
●平成29年度関東学生春季大会part Ⅱ
●4月ホーストライアル

5月

（4年）田口もも花

生物資源科学部 動物資源科学科

（4年）星野

利佳

生物資源科学部 森林資源科学科

（4年）大野

葵

生物資源科学部 獣医学科

（3年）今橋

裕晃

生物資源科学部 森林資源科学科

（3年）石峰

一騎

生物資源科学部 動物資源科学科

●5月13日～14日
第44回東京都馬術大会
（津久井競馬場）
●5月26日～28日
第38回全日本ヤング総合馬術大会2017
（山梨県馬術競技場）
●第89回関東学生学生馬術選手権大会

6月

●第34回東京ホースショー
●平成29年度第51回関東学生馬術三大大会
（3年）大久保貴史

生物資源科学部 植物資源科学科

（2年）逢坂

凌平

（2年）本田

成美

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

（3年）松下

聖弥

生物資源科学部 獣医学科

（2年）吉永

一篤

（2年）松井

久実

生物資源科学部 生命農学科

生物資源科学部 国際地域開発学科

（3年）細川映里香

生物資源科学部 食品ビジネス学科

（2年）加藤

勝

生物資源科学部 国際地域開発学科

（2年）仲本

生物資源科学部

渓香

生命化学科

（3年）渡邊

瑞生

生物資源科学部 動物資源科学科

（2年）大岩

桃子

（1年）吉岡

尭祐

生物資源科学部 動物資源科学科

スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（3年）伊藤

遥

生物資源科学部 植物資源科学科

（2年）井上

永久

（1年）磯野

太

生物資源科学部 獣医学科

スポーツ科学部 競技スポーツ学科

卒業生の主な就職先
（順不同）

●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
●クラウンスター株式会社
●東海道旅客鉄道株式会社
●CTコーポレーション株式会社

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
nihonndaigakubajyutubu@gmail.com

（1年）古野

博人

生物資源科学部 国際地域開発学科

（1年）柿平

紗枝

スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（1年）松本
生物資源科学部

菜那

獣医学科

（1年）広瀬

楓

スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（1年）霜島

果月

MAP
MAP

日本大学
馬術部

生物資源科学部 国際地域開発学科

六会中学校

（1年）丹野あんず

生物資源科学部 食品ビジネス学科

（1年）中込

生物資源科学部

沙樹

動物資源科学科

（1年）坂口美夢子

生物資源科学部 生命農学科

（1年）寺澤

穂

生物資源科学部 食品ビジネス学科

小田急江ノ島線

★

駅より
徒歩 5分

日本大学
生物資源
学部

六会日大前

○ 編 集 担 当 ：伊 藤

遥・井 上 永 久

