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馬術部を通して何を学べるか

本年の関東学生
馬術三大大会が終

監督 諸岡 慶

ので、その成長に必要なアドバイスを学生にし

ができた人馬、勝ち取ることができなかった人

ます。

馬に共通して伝えたいことです。自分が不遇で

わり、７年連 続と

まず、今回の結果に満足した学生がいるので

あったり、苦境に立たされている状況であって

なる三種目総合優

あればもっと向上心を持ってもらいたい。向上

も、他人のせいにせず、自分の未熟さによるも

勝を成し遂げるこ

心は、勝っても負けても常に持っていなければ

のと反省して日々修養につとめなさいという意

とが できました。

ならないものです。この向上心を持てなくなった

味です。 私は、日常の行動全てが、馬術の術

これは日 頃より

者は、そこで伸びることができなくなります。

に通じるということを考えており、日頃から学生

ご 指導をいただ
い て お りま す、

次に、この関東学生三大大会に向け、自分を

に対し、この術の部分を指導しております。こ

律することができたのでしょうか。これから社

れは、馬術部の指導方針である、部は馬術の

大学の先生方、OB・OG、関

会人として巣立っていく学生に一番初めに立ち

技術だけでなく、社会人として即戦力で活躍で

係者の皆様、学生の保護者の皆様のご協力が

はだかる問題は、社会人としての自律です。仕

きる学生を育てる人間形成の場という考えに基

あってこその賜物です。この場をお借りして深謝

事で今何が求められているのか、どの様に自発

づいています。

申し上げます。

的に動かなければならないのか等を学ぶのは今

今回の三大大会の内容は満足いくものではご

です。

生三大大会を完全優勝で７連覇してもらいたい

ざいませんでした。しかし、この内容を通して

最後に、天を恨みず人を咎めずという言葉が

学生が成長する良い機会ではないかと思います

あります。これは、レギュラーを勝ち取ること

関東学生馬術競技大会

これらの言葉を胸に、学生には秋の全日本学
と思います。

三種目総合で７連覇！

今年の関東学生馬術三大大会では、馬場馬

総合馬術競技では、調教審査で今橋と桜虎

り、二日目からの馬場馬術競技と総合馬術競技

術競技、総合馬術競技で団体優勝、4年細川と

が70.17％、4年渡邊と桜里が67.41％、吉永と

では本学の実力を見せつけることができたと思

桜雲が馬場馬術競技で個人優勝、三種目総合

桜宝が66.55％という成績で好スタートをきり、

います。

で7連覇を達成しました。

耐久審査においても全人馬が満点でゴールする

私たちがこのような素晴らしい経験ができた

障害飛越競技では、3年吉永と桜照が減点0、

ことができました。余力審査では、今橋が1落

のも監督やコーチ、OB・OGの皆様と大会運営

4年大久保と桜魂、1年名倉と桜珀が減点4とい

下し準優勝、吉永は満点でゴールし3位、渡邊

してくださった方々のおかげです。秋に行われる

う結果でそれぞれ一走行目を終えましたが、二

は1落下し4位入賞となりました。他の2人馬も

全日本学生馬術三大大会では、今回の試合で

走行目で吉永が1落下し総減点4で5位入賞、大

含め全員が入賞し、団体も優勝することができ

見つかった課題に取り組み、部員一同切磋琢磨

久保が総減点12で11位、名倉が総減点14で15

ました。

し7年連続となる三種目総合優勝を前年同様完

位という個人の結果となりました。団体では、1

三種目総合では二位の明治大学に177点差、

位の明治大学に22点差をつけられ準優勝とい

三位の東京農業大学に455点差を付け優勝する

う結果となり、次への課題が多く残るものとな

ことができました。

りました。

初日の障害飛越競

馬場馬術競技では、上位2人馬が過去最高得

技で力が発揮でき

点率を出し、細川と桜雲が66.166％で優勝、4

ず選 手に焦りが見

年今橋と桜陽が65.833％で準優勝、2年柿平と

えましたが、サポー

桜憧が64.110％で3位という結果となり、個人

トした部員やOB・

の表彰台を独占することができ、併せて団体も

O Gの 皆 様 方が 場

圧勝することができました。

を盛り上げてくださ

全優勝という形で目指していきたいと思います
ので、ご声援の程よろしくお願い致します。

平成29年度関東学生馬術三大大会で輝いた選手
第51回

関東学生賞典馬場馬術競技大会

細川 映里香

桜雲

第52回

関東学生賞典障害飛越競技大会

吉永 一篤

桜照

第68回

関東学生賞典総合馬術競技大会

今橋 裕晃

桜虎

順位：優勝／最終得点率：66.166

順位：5位／総減点：4

順位：2位／最終減点：48.7

今回、桜雲に騎乗させて頂き馬場馬術競
技で優勝することができました。今回は馬
の良さを発揮でき、今までで1番良い演
技ができました。今年は結果に伸び悩ん
でいたのですが、関東学生では攻めた演
技ができました。最後の関東学生でこの
ような結果がだせて本当に良かったです。
監督、コーチ、桜雲、同期や後輩に感謝
しています。全日本学生では、さらに完
成度の高い演技を目指して頑張ります。

今 回の障 害 飛 越 競 技では桜 照に騎 乗し
5 位という結 果でした。1走 行目は減 点
0でしたが 、2 走 行 目は一 落 下してしま
い、満足のいく走行ではありませんでし
た。次 の 大きな目 標である、全 日 本 学
生 個 人 優 勝 2 連 覇できるようトレーニン
グを積 み 重 ねて、桜 照との 絆を深 めた
いと思います。また、3 種目総 合 団 体 7
連 覇に貢 献できるよう全ての 競 技で 良
い成績を残したいと思います。

今回桜虎に騎乗し、総合馬術競技にて準
優勝することができました。 個人優勝は
できなかったのですが団体優勝を牽引で
きたことを嬉しく思います。 秋の全日本
学生ではさらに上の個人優勝を目指して
トレーニングに励みます。 引き続き主 将
として、三種目総合完全優勝での7連覇
を達成できるよう部員全員の意識を高め
ていきたいと思います。

2017年 新入生紹介

今 年 は 1 3 名 の メン バ ー が 新 た に 加 わ りまし た！
氏部 倫大

有賀 翔

都立農芸高校

スポーツ科学部
競技スポーツ学科
1年生の中で1番パ ワータ
イプの有賀くん！いつもバ
ルーベ
（桜艦）といるので顔
が似てきたかも…

酒井 将慶

坂田 樹基

生物資源科学部
生命農学科
みんなを笑わせる酒井くん！
アモン
（桜雲）に対する愛は
誰にも負けません。

生物資源科学部
動物資源学科
ムードメーカーの坂田くん！
面白いですが真面目な一面
もあります。

田中 那樹

名倉 賢人

谷津 友崇

生物資源科学部
生命農学科
馬術に対する気持ちがとても
強い田中くん！人のことをよく
見て気遣いができる子です。

スポーツ科学部
競技スポーツ学科
掃除、洗濯、炊事など家事
全般をそつなくこなす名倉く
ん！一家に1台いかがですか？

生物資源学部
食品ビジネス学科
クールでスタイリッシュな
谷津くん！頭の回転が速く、
作業もテキパキこなします。

伊藤 なな海

木村 峰々

田園調布雙葉高校

瑞穂農芸高校

香川県立農業経営高校

あずさ第一高校

生物資源科学部
国際地域開発学科
うどんの国からきた氏部く
ん！1番の働き者で車輌掃除
ならおまかせ。

本庄第一高校

滋賀県立甲南高校

熊本県立玉名工業高校

神奈川県立相原高校

野々垣 茉鈴
椙山女学園高校

生物資源科学部
動物資源学科
1番真面目な、なな海ちゃ
ん！髪 の 毛 と 足 の 長さが
チャームポイントです。

生物資源科学部
国際地域開発学科
おっちょこちょいな峰々ちゃ
ん！マメゾウをこよなく愛し
ます。

スポーツ科学部
競技スポーツ学科
細マッチョな茉 鈴ちゃん！
お目目が大きいのは担当馬
のツェツェ
（桜憧）と一緒か
な？

萩原 ひな

藤岡 彩美

松尾 涼

生物資源科学部
食品ビジネス学科
いつも元気でよく食べるひ
なちゃん！チャームポイント
は笑顔です。

スポーツ科学部
競技スポーツ学科
しっかり者の彩美ちゃん！
いつもみんなを引っ張って
行ってくれます。

生物資源科学部
生命化学科
マイペースな涼ちゃん！レオ
ン
（桜雷）との日向ぼっこが
大好きです。

札幌龍谷学園高校

初芝立命館高校

千葉県立市川東高校
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前
期
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平成29年 関東学生馬術選手権・女子選手権大会

細川 が 優勝 出場選手全員 が 全日本選手権へ
平成29年6月2日～4日に関東学
生馬術選手権・女子選手権大会
が行われ、女子選手権大会では、
昨年全日本選手権で優勝した4年
細川がみごと優勝しました。
今回、男子29人女子30人が参加
し、本学から男女5名ずつが出場
し男子は2位から5位、女子は1位
から4位を独占し、10人全員が全
日本選手権への出場を決めました。
選手権は、1回戦は自馬に騎乗し
て障害馬術競技にて選考され、2
回 戦は各自用 意した自馬に乗り
部班競技を行う。3回戦からはブ

ロックごとに分かれ、馬場馬術競
技・障 害 馬 術 競 技を行 い 2 競 技
の合計点によって勝敗が決まりま
す。準決勝、決勝ともにこの方式
により順位が決定します。他大学
の馬に乗り、決められた短時間の
中で馬の特徴を理解し乗りこなさ
なければならないので乗り手の技
術が試されます。
11月に福岡県で行われる全日本
学生馬術選手権でも一人一人が
好成績を残せるよう、努力してい
きますのでご声援よろしくお願い
します！

ヘッドカメラのリアルな映像を配信
今年から総合馬術競技のクロスカントリーの
ときにヘッドカメラをつけて走行を行ってい
ます！ 騎乗したときの人の目線や、馬の蹄の
音や息遣い、風をきる音など野外を走行した
人しか味わうことのできないリアルな映像が
撮影できました。まだ、発展途上なのでこれ
から様々な方向で生かし、多くの人達に総合

馬術について知ってもらえるように撮影して
いきますので、ぜひご覧ください！
総 合 馬 術 ホーストライアル 実 行 委 員 会 の
facebook及びYouTubeにて公開中です。
また、このサイトでは総 合 馬 術の野 外 走 行
のLIVE配信もしておりますのでそちらも是非
チェックしてみて下さい！

ヘッドカメラか
らの野外走行時
の映像です

ゼッケンリニューアル

一般生試乗会
毎年４月に、一般生の試乗会が行われています。
新学期に学校で新入生勧誘をして興味を持ってくれた
学生に来てもらっています。今年は3人の入部希望が
ありました。学校を最優先とし、セレク生と一緒に楽し
く馬術を楽しんでもらっています。また、一般生の代
表として3年の仲本渓香が第43回SHONAN HORSE
SHOWで馬場馬術競技A3課目優勝致しました！大学に
なってから馬術を始めましたが、今では障害飛越もセレ
ク生に負けないぐらい上達しています！
！ 私達と、一緒
に頑張って練習して競技会に参加していきましょう♪

今 年から、障 害ゼッケン、イヤーネットを新しくリ
ニューアルいたしました！ 黒色のベースに日本大学
のカラーであるピンクのラインを入れた今までにない
新しいデザインになっております。素材は今まで同
様、馬によりフィットする生地になっております。栗
毛にも、違和感のないようにイヤーネットは茶色と黒
色の二種類あります。障害競技頑張っていきます！

タイで行われた
総合馬術競技に参加
タイにて開催されたINTERNATIONAL HORSE OF
THE YEAR 2016 CCI1*CSI-W SEA LEAGUE
FINALに菅原コーチが初日の馬場馬術競技1位通過！
！
最終結果は総減点114.1の13位 という結果でした。
団体でAsia Teamは3位という成績を残しました。

37名 の 部員紹介

平成29年度

後 期 行事予定
7月

●7月1日〜2日
関東学生馬術三大大会
（総合）
7月ホーストライアル
●7月14日〜17日
第69回全日本馬場場馬術大会2017 PartⅡ
小淵沢グランプリ～Japan Open 2017 第5戦～

8月

（4年）今橋

裕晃

生物資源科学部 森林資源科学科

（4年）石峰

一騎

生物資源科学部 動物資源科学科

（4年）大久保貴史

生物資源科学部 植物資源科学科

（4年）松下

聖弥

生物資源科学部 獣医学科

（4年）伊藤

遥

生物資源科学部 植物資源科学科

●8月3日～6日
第41回全日本ジュニア総合馬術大会2017 PartⅡ
●8月20日～27日
ウィル講習
●8月25日～28日
第34回サマーホースショー

9月

●9月13日～17日
第69回全日本障害馬術大会2017 PartⅡ
●9月22日〜24日
9月ホーストライアル

10月

（4年）細川映里香

生物資源科学部 食品ビジネス学科

（3年）井上

永久

（2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

（2年）寺澤

穂

（1年）有賀

翔

生物資源科学部 食品ビジネス学科

スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（4年）渡邊

瑞生

（3年）大岩

桃子

（2年）古野

博人

生物資源科学部 動物資源科学科

生物資源科学部 動物資源科学科

生物資源科学部 国際地域開発学科

（2年）丹野あんず

生物資源科学部 食品ビジネス学科

（1年）氏部

倫大

生物資源科学部 国際地域開発学科

（3年）逢坂

凌平

（3年）本田

成美

（2年）吉岡

尭祐

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

スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（2年）中込

沙樹

生物資源科学部 動物資源科学科

（1年）酒井 将慶

生物資源科学部 生命農学科

（3年）加藤

勝

（3年）松井

久実

（2年）柿平

紗枝

生物資源科学部 国際地域開発学科

生物資源科学部 国際地域開発学科

スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（3年）吉永

一篤

（3年）仲本

渓香

（2年）霜島

果月

生物資源科学部 生命農学科

生物資源科学部 生命化学科

楓

（2年）松本

菜那

（1年）坂田

樹基

（1年）田中

那樹

生物資源科学部 動物資源学科

11月

●11月9日〜12日
第69回全日本馬場馬術大会2017 PartⅠ
●11月15日〜19日
第69回全日本障害馬術大会2017 Part 1
●11月25日〜26日
第89回全日本学生馬術選手権大会
第53回全日本学生馬術大会女子選手権大会
関東学生女子・男子馬術競技大会

卒業生の主な就職先
（順不同）

生物資源科学部 国際地域開発学科

（2年）広瀬

スポーツ科学部 競技スポーツ学科

●10月4日〜9日
第72回国民体育大会馬術競技
●10月13日
オリンピック記念馬術大会
●10月13日〜15日
10月ホーストライアル
●10月13日〜16日
第41回兵庫県親善馬術大会
（馬場馬術）
●10月30日〜11月7日
全日本学生馬術三大大会2017

生物資源科学部 獣医学科

生物資源科学部 生命農学科

●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）谷津

友崇

生物資源学部 食品ビジネス学科

（1年）伊藤

なな海

生物資源科学部 動物資源学科

（1年）木村

峰々

生物資源科学部 国際地域開発学科

（1年）野々垣

茉鈴

スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（1年）萩原

ひな

MAP
MAP

日本大学
馬術部

生物資源科学部 食品ビジネス学科

六会中学校

（1年）藤岡

彩美

スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（1年）松尾

涼

生物資源学部 国際地域開発学科

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
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