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c o m / 日 本 大 学 馬 術 部
-120651801343323馬術部のことを色々と知っていただけま

す！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
ても全部ここで調べることが
できます。
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「逆境でも燃え尽きない日大魂」

世界的に流行している新型コロナウイルス
の影響で日本大学馬術部も活動を最小限にとど
め活動してまいりました。この原稿を書いてい
る７月現在では一部、規制が緩和されましたが
未だ油断は禁物だと感じております。世界に目
を移せば、馬術競技の国際大会では、ほかのス
ポーツに先駆けいち早く国際試合を再開してお
ります。これは、馬と行うスポーツであること

から、ソーシャルディスタンスが保てることが
要因ではないでしょうか。
日本大学馬術部においては、6月末までの試

合はすべて中止又は延期をしてきましたが、大
会関係者の尽力により8月中旬に10連覇を目指
す関東学生馬術三大大会が予定されておりま
す。例年より暑い時期の開催となることが予想
されるため、馬のコンディションはいつも以上
に注意が必要だと感じております。
自粛期間が長く活動が制限される中で、主将

を任せている谷津をはじめとする上級生には目
標を見失わないように奮起を促しました。この

ような時期だからこそ、個々に考え練習をする
ように伝えました。　・練習で鐙上げをしてもう
一度、基礎から馬場を習得する学生　・多様化
したネット社会だからこそできる海外のトップ
ライダーの動画を見て研究する学生　・体幹ト
レーニングを率先して行い馬との信頼関係を深
める学生。違うアプローチの仕方ですが、どん
な時も目標を持ち技術向上を目指す学生こそが
日本大学馬術部という組織であり、大学馬術界
のトップとしての自覚だと感じております。
今年も日大魂は燃え続きます。今後とも学生

へのご声援をよろしくお願い申し上げます。

監督  諸岡  慶

石原 衣梨　東関東馬事高等学院

スポーツ科学部　競技スポーツ学科

賢くて
いつでも
しっかり者の
いのりちゃん。
みんなの
お母さん
みたいな存在
です。

長田 結愛　Rangiora High School

生物資源科学部　国際地域開発学科

スーパー天然で
美容にうるさい
子ギャルちゃん。
友達100人
できるかな！

原田 実和　勝山高校蒜山校地

生物資源科学部　獣医学科

やる気と
ご飯は3人前、
ポジティブで
元気な
実和ちゃん
頑張ります！

堤田 尚志　福智高等学校

生物資源科学部　国際地域開発学科

唯一の男の子。
九州の血
騒がしながら
頑張って
います！

小濱 千晴　秩父高等学校

生物資源科学部　食品ビジネス学科

表は清楚、
裏はボス。
陰でいつも
頑張ってくれて
います！

荒木 美緒　麻布大学附属高等学校

スポーツ科学部　競技スポーツ学科

一般生の
メンバー。
淡々と物事を
こなす
真面目な
美緒ちゃん。

Anna Bortnik　Lycee St-Louis（Saumur フランス）

生物資源科学部　国際地域開発学科

美人な
お姉さん！
多才の持ち主
アンナちゃん。

今年は７名の
メンバーが新たに
加わりました！

2020年
新入生紹介

日本大学馬術部ホームページ Facebook Youtube
Instagramhttps://www.nu-equestrian.com/ https://www.youtube.com/

user/nichidaibajyutubu

競技結果の速報や、
日々の生活などを
投稿しています。

過去の試合の動画
をたくさんアップし
ています。

インスタ始めました！馬術部の日
常や可愛い馬たちの写真がいっ
ぱいです！

https://www.instagram.com/nihon.u_
equestrian/?igshid=20dmnt96o8wb

NEW!
instagramを始めました！
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合宿所・馬場

令和２年度
後 期 行 事 予 定

駅より
  徒歩 5分

○編集担当：野々垣 茉鈴　谷口 遼斗

 8月
●8月13日～16日

関東学生馬術競技三大大会2020
●8月27日～30日

まほろばサマーホースショー

 9月
●9月5～6日

関東学生馬術選手権・女子選手権競技大会
●9月12日～13日

第41回全日本ヤング総合馬術大会
●9月25日～27日

第55回オリンピック記念馬術大会

 10月
●10月17日～18日

全日本学生馬術選手権・女子選手権競技大会
●10月29日～11月3日

全日本学生馬術競技三大大会2020

 11月
●11月28日～29日

第5回関東学生馬術男子競技大会
第58回関東学生馬術女子競技大会

 12月
●12月30日

納会

 1月
●1月1日

初乗り会

 3月
●3月25日

令和2年度卒業式

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） 有賀　翔
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（4年） 名倉　賢人
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（4年） 田中　那樹
生物資源科学部 生命農学科

（4年） 氏部　倫大
生物資源科学部 国際地域開発学科

（4年） 谷津　友崇
生物資源学部 食品ビジネス学科

（4年） 野々垣茉鈴
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（4年） 堀澤　圭太
生物資源科学部 動物資源学科

（4年） 石榑　大樹
生物資源科学部 動物資源科学科

（4年） 伊藤なな海
生物資源科学部 動物資源学科

（3年） 佐々木凱輝
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（4年） 萩原　ひな
生物資源科学部 食品ビジネス学科

（4年） 木村　峰々
生物資源科学部 国際地域開発学科

（4年） 藤岡　彩美
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（3年） 重藤エディット彬
生物資源科学部 獣医学科

（3年） 松若　流星
生物資源科学部 獣医学科

（3年） 平山　直人
生物資源科学部 国際地域開発学科

（3年） 谷口　遼斗
生物資源科学部 動物資源科学科

（3年） 鈴木　一生
生物資源科学部 国際地域開発学科

（3年） 山崎　魁人
生物資源科学部　動物資源科学科

（2年） 鷹見　優
生物資源科学部 国際地域開発学科

（2年） 瀬川　裕哉
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（2年） 楠本　將斗
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（3年） 松川　紘大
生物資源科学部　動物資源科学科

（2年） 中込　樹
生物資源科学部 国際地域開発学科

（2年） 堀坂七菜子
生物資源科学部 生命農学科

（2年）細川　由妃
生物資源科学部 食品ビジネス学科

（2年） 吉田ことみ
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（2年） 大澤　将司
生物資源科学部 動物資源科学科

（2年） 松尾ゆずか
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（1年） 長田　結愛
生物資源科学部 国際地域開発学科

（2年） 坂井　千優
生物資源科学部 動物資源科学科

（2年） 澤登ちほみ
生物資源科学部 動物資源科学科

（2年） 西尾　純怜
生物資源科学部 獣医学科

部員紹介39名の

（1年） Anna Bortnik
生物資源科学部 国際地域開発学科

（1年） 堤田　尚志
生物資源科学部 国際地域開発学科

（1年） 石原　衣梨
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（1年） 原田　実和
生物資源科学部 獣医学科

（1年） 小濱　千晴
生物資源科学部 食品ビジネス学科

（1年） 荒木　美緒
スポーツ科学部 競技スポーツ学科


