
「時代の変化」
関東学生馬術大
会において目標で
あった総合優勝を
達成し、11連覇を
成し遂げることが
できました。今大

会は、無観客試合での開催でしたが、SNSやラ
イブ配信などで応援してくださっているOB、保
護者の皆様の熱意は学生に届いておりました。
この場をお借りして御礼申し上げます。
今回の試合では障害、馬場、総合3つの種

目全て安定した成績で各種目において団体優勝

という結果で終えました。獣医師と装蹄師が大
会期間中、常に帯同することで馬が万全な状態
で本番に挑むことができる環境にも配慮し、馬
のために、大学側から援助していただき、最新
のマッサージ機の導入、足冷やしのケア機器を
取り入れていることも日大馬術部の強みであり、
連覇できる強さの要因でもあると感じます。
この夏は、馬術部厩舎、学生寮の老朽化に
伴い建て替え工事を実施いたします。馬が快
適に生活できるよう、日本大学競技スポーツ
部、管財部にも意見を頂戴し大学馬術部として
は最高レベルの施設が令和4年度中に完成予定

であります。1階を厩舎に、2階を学生寮で飼
育頭数を増やし、練習時間の増加が見込まれる
と考えています。これにより、高校時代に大き
な成績がなくても基礎から練習できる環境下で
大学3、4年時にしっかり花を咲かすことができ
ると思います。工事期間中であっても、日本大
学馬術部は引き続き活動を行い、秋には勝利
が求められる全日本学生馬術大会に参加予定
です。今年も勝利の喜びを分かち合うべく、監
督、コーチ一同は過去に執着せず、新しいトレー
ニング、及びSDGsサステナビリティ（将来にわ
たって持続できる取り組み　地域乗馬交流会な
ど）を推し進めていきます。

監督  諸岡  慶

第71回第71回
関東学生馬術競技大会関東学生馬術競技大会三種目総合三種目総合でで11連覇11連覇!!!!
6月23日から27日にかけて、山梨県馬術競
技場において令和3年度関東学生馬術競技大
会が行われました。障害飛越競技では惜しく
も個人優勝を逃してしまいましたが、馬場馬
術競技、総合馬術競技では個人優勝を果たし、
団体成績におきましては3種目すべてで優勝
し、総合優勝の連覇成績を11に伸ばすことが
出来ました。
初日に行われた障害飛越競技では、1走行
目で楠本將斗&桜真、吉田ことみ&桜艶が減
点0。大池駿和&ルルレネット、谷口遼斗&桜
魂が減点12。瀬川裕哉&バラスターベイが減
点13で走行を終えました。2走行目では、楠
本將斗&桜真、吉田ことみ&桜艶が減点0。大
池駿和&ルルレネット、瀬川裕哉&バラスター
ベイが減点4、谷口遼斗&桜魂が減点16で走
行を終え、2走行合わせてのトータル減点が0
であった楠本、吉田がジャンプオフへと駒を
進めました。楠本將斗&桜真が減点0で走行を
終え2位という成績でした。3位に吉田ことみ
&桜艶、11位に大池駿和&ルルレネット、14
位に瀬川裕哉&バラスターベイ、19位に谷口

遼斗&桜魂という成績でした。
2日目に行われた馬場馬術競技では、個人・

団体共に優勝することが出来ました。重藤エ
ディット彬&桜宇が安定した演技を披露し、
66.231％で見事個人優勝を果たしました。2
位に楠本將斗＆桜陽で65.808％、3位に瀬川
裕哉&桜羽で63.462％。16位に中込樹＆桜
囁という結果でした。
最終競技の総合馬術競技では、調教審査に

おいて1位瀬川裕哉＆桜望、2位楠本將斗＆桜
空、3位吉田ことみ＆桜里、4位平山直人＆桜
虎、5位細川由紀&桜恋で通過をし、上位を独
占する幸先の良いスタートを切れました。耐
久審査では、失権する人馬が続出する難易度
の高いコースとなっており、ペース感覚とテ
クニックが要求されました。細川由紀&桜恋
が惜しくも失権となってしまいましたが、残
りの4人馬は安定した走行を披露し、1位瀬川
裕哉&桜望、2位吉田ことみ＆桜里、3位平山
直人＆桜虎、4位楠本將斗＆桜空の順で最終
種目の余力審査を迎えました。4人馬とも僅
差であったため、1つのバーの落下で順位変

動が起こるシビアな展開となりました。結果
は、4人馬とも減点0であったため順位変動
は起こらず、瀬川裕哉＆桜望が初日からトッ
プを譲ることなく見事個人優勝を果たしまし
た。これに次いで2位吉田ことみ&桜里、3位
平山直人＆桜虎、4位楠本將斗＆桜空となり、
2位の専修大学に合計減点100点以上の大差
をつけての団体優勝を果たしました。
3種目総合では1000点をたたき出し、2位

の明治大学の526点に大差をつけての優勝を
果たすことが出来ました。今大会におきまし
ても監督・コーチの方々を始め、応援して下
さったOG・OBの方々。そして、ご声援をい
ただきました皆様のサポートにより、人馬と
もに最大限のパフォーマンスを発揮すること
が出来ました。心から感謝申し上げます。10
月に行われます全日本学生馬術競技大会にお
きましても「3種目総合優勝11連覇」を目指
し、部員一同精進してまいります。ご声援ご
鞭撻の程よろしくお願いします。



5月28日から30日にかけて、山梨県
馬術競技場にて第42回全日本ヤン
グ総合馬術大会2021が行われまし
た。瀬川裕哉＆桜望が個人優勝を果
たし、瀬川選手はチルドレン、ジュニ
ア、ヤングのすべての年代において
総合馬術競技で日本１に輝きました。

全日本ヤング
総合馬術大会

1 位	 瀬川　裕哉
2 位	 細川　由妃
3 位	 吉田ことみ
4 位	 平山　直人
出場	 楠本　將斗

第72回 関東学生賞典総合馬術競技　優勝
第56回 関東学生賞典馬場馬術競技　3位

今大会は馬術部最後の関東大会となりました。
桜宇とは昨年に続き2年連続で出場させていただきました。
馬の調子が万全ではなく、本番まで沢山の課題を残し、調整を続けての参加となり
ました。不安要素が今までの中で1番ありましたが、馬がとても集中してくれ、私の
指示をしっかりときいてくれたのもあり、1番良い演技が出来ました。最後の敬礼を
終えての達成感は忘れられないものがあります。最高でした。
結果は有り難いことに、2連覇を達成できました！
団体成績にも貢献できて嬉しかったです。
毎年関東大会の調子はいいので、あとは全学で悔いを残さない演技をするだけです！

第56回 関東学生賞典馬場馬術競技　優勝
4年　重藤　エディット彬　桜宇

今年は3種目3頭で関東学生に出場させて頂きました。
総合馬術競技では、桜望とのコンビで個人、団体優勝という結果を残す事が出来ま
した。この様な結果を残す事が出来たのも、監督を始め、コーチ、いつもサポート
してくれる馬付き、応援して下さる方々があってこそなので、本当に感謝しています。
関東学生で優勝という結果を残せた事は自分の中でも大きな自信になりましたが、
本番は全日本学生なのでそこでもしっかり結果が残せる様に日々精進していきます。
これからも応援宜しくお願い致します。

3年　瀬川　裕哉　桜望、桜羽、バラスターベイ

今回は桜真、桜空、桜陽の3頭で３種目に出させていただきました。
障害２位、馬場2位、総合４位というパッとしない成績で終わってしまいました。
しかし今回の関東で明確になった課題も多く内容的にも満足している部分が多
かったのでこの悔しさをバネにしっかりと3種目で個人優勝、団体優勝目指せるよ
うにまた1からトレーニングをして全日本学生に向けてしっかりと準備をしていきた
いと思います。

第56回 関東学生賞典障害飛越競技　2位
第56回 関東学生賞典馬場馬術競技　2位
4年　楠本　將斗　桜真、桜空、桜陽

関東学生賞典障害飛越競技には桜艶と、関東学生賞典総合馬術競技には桜里と
コンビを組ませていただきました。暑かったり、雨が降ったりという天候の中で、
桜艶は3位、桜里は2位という結果になりました。どちらもあと少しのところで悔
しい結果となってしまいました。2頭共に私のミスをカバーしてくれていたので、
今回の課題を秋までに修正し、人馬共に万全の状態で全日本学生では優勝し、
今回の悔しさを晴らすことができるよう精一杯頑張りたいと思います。

第72回 関東学生賞典総合馬術競技　2位
第56回 関東学生賞典障害飛越競技　3位
3年　吉田　ことみ　桜艶、桜里

今回、桜虎とのコンビで関東学生総合馬術競技に出場させていただきました。
桜虎とは去年の夏からコンビを組ませていただいております。
ベテランで大先生の桜虎に何度も助けられ、これまでで一番いい内容で走行する
ことが出来、個人で3位、そして団体優勝をすることが出来ました。
監督・コーチの方々・桜虎にとても感謝しております。
秋に行われる全日本学生三大大会では、さらに完璧に走行できるように日々精進
していきます。

第72回 関東学生賞典総合馬術競技　3位
4年	主将　平山　直人　桜虎

第42回



競走馬時代は地方競馬を主戦場としており、スタートから先頭を譲らずに押し切るスピードを
武器に28戦14勝という成績を残しており、日本の人気グループ「TUBE」のボーカル、前田亘輝
さんが馬主を務めておりました。現在は障害飛越の練習を積んでおり、年内のデビューを目指
して頑張っております。現役時代の闘志とスピードを武器に活躍することを期待しています！！

工藤 七海
慶進高等学校

生物資源科学部
獣医学科

獣医学科でお勉強も頑
張るななみちゃん！すご〜
くおっとりしていますが、
実はサッカーが得意なん
です！文武両道で頑張り
ます！

藤田 華暖
栃木県立宇都宮白楊高校

生物資源科学部
国際地域開発学科

馬も作業もテキパキこな
します！かのんちゃんが
いると、みんな笑顔にな
ります♪レギュラー目指し
て頑張るぞ！

横山 雄太
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

いつもみんなの笑顔の
源！不思議な横山語で馬
と会話ができるという噂
も…？

飯隈 亮介
川辺高校

生物資源科学部
食品ビジネス学科

六会の宇野昌磨！…と噂
のクマくん！のんびりした
鹿児島弁で喋りますが、
なんでもテキパキこなし
てくれます！

村山 駿哉
御殿場西高校

スポーツ科学部
競技スポーツ学科

オシャレでクールな村山
くん！いつも冷静に仕事
をこなします。桜閃と障
害練習頑張ります！

濱田 駿
福岡県立玄界高校

生物資源科学部
食品ビジネス学科

担当馬をこよなく愛す濱
田くん！桜真との絡みは
いつ見ても面白いです。
寮掃除がんばるぞー！！

越後 りの
兵庫県立播磨農業高等学校

スポーツ科学部
競技スポーツ学科

兵庫県から来ました！可
愛い関西弁で喋るりのち
ゃん。普段は大人しいで
すが、笑うと笑顔がとっ
ても可愛いです♡

大池 駿和
北海道浦河高等学校

スポーツ科学部
競技スポーツ学科

北海道から来ました！ど
さんこ魂で愛馬ルルレネ
ットとレギュラー目指して
頑張ります！

名前●ノブローズ
性別●牝馬
毛色●栗毛

父●ヨハネスブルグ
母●サインゴールド

通算成績● 28戦 14勝
生年月日●
平成12年３月７日

元競走馬の紹介　ノブローズ
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！

Twitterを始めました！

今年は8名のメンバーが
新たに加わりました！

2021年
新入生紹介

この度、全日本学生馬術三大大会三種目総
合優勝10連覇を記念して、日本大学馬術部
が舞台の漫画「寒青　日大魂（日本大学馬術
部10連覇の軌跡）」をホームページに掲載い
たしました！沢山の方に読んでいただきたい
作品となっております。
是非ご覧ください！

日本大学馬術部は、新たに公式
Twitterを開設いたしました。試合
結果速報や部員紹介等を行ってお
りますので、是非ご覧ください！
皆様のたくさんのフォロー＆いい
ねお待ちしております！！

@nu_equestrian



令和３年度
後 期 行 事 予 定

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

合宿所・馬場

駅より
  徒歩 5分

○編集担当：山崎 魁人　松尾 ゆずか　堀坂 七菜子

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） 佐々木凱輝
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（4年） 谷口　遼斗
生物資源科学部 動物資源科学科

（4年） 鈴木　一生
生物資源科学部 国際地域開発学科

（4年） 重藤エディット彬
生物資源科学部 獣医学科

（4年） 平山　直人
生物資源科学部 国際地域開発学科

（4年） 松川　紘大
生物資源科学部　動物資源科学科

（4年） 山崎　魁人
生物資源科学部　動物資源科学科

（4年） 松若　流星
生物資源科学部 獣医学科

（3年） 楠本　將斗
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（3年） 大澤　将司
生物資源科学部 動物資源科学科

（3年） 中込　樹
生物資源科学部 国際地域開発学科

（3年） 鷹見　優
生物資源科学部 国際地域開発学科

（3年） 瀬川　裕哉
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（3年） 吉田ことみ
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（3年） 西尾　純怜
生物資源科学部 獣医学科

（3年） 松尾ゆずか
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（3年） 堀坂七菜子
生物資源科学部 生命農学科

（3年）細川　由妃
生物資源科学部 食品ビジネス学科

（3年） 澤登ちほみ
生物資源科学部 動物資源科学科

（2年） 小濱　千晴
生物資源科学部 食品ビジネス学科

（2年） Anna Bortnik
生物資源科学部 国際地域開発学科

（2年） 長田　結愛
生物資源科学部 国際地域開発学科

（3年） 坂井　千優
生物資源科学部 動物資源科学科

（2年） 原田　実和
生物資源科学部 獣医学科

（2年） 堤田　尚志
生物資源科学部 国際地域開発学科

（2年） 森脇　舞
生物資源科学部 動物資源学科

（2年） 荒木　美緒
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（2年） 石原　衣梨
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（1年） 藤田　華暖
生物資源科学部 国際地域開発学科

（1年） 村山　駿哉
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（1年） 濱田　駿
生物資源科学部 食品ビジネス学科

（1年） 越後　りの
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（1年） 工藤　七海
生物資源科学部 獣医学科

部員紹介36名の

（1年） 飯隈　亮介
生物資源科学部 食品ビジネス学科

（1年） 大池　駿和
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（1年） 横山　雄太
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

NEW!
日本大学馬術部
ホームページ Facebook Youtube Instagram Twitter

 8月
●8月9日～10日

第一回トライアウト
日本大学馬術部合宿所

●8月19日～8月22日
第45回全日本ジュニア障害馬術大会2021
山梨県馬術競技場

●8月26日～8月29日
第42回全日本ジュニア総合馬術大会2021
山梨県馬術競技場

 9月
●9月11日～9月12日

第38回全日本ジュニア馬場馬術大会2021
御殿場市馬術・スポーツセンター

●9月30日～10月4日
第76回国民体育大会（三重）
三重県馬術競技場

 10月
●10月21日～10月24日

第51回全日本総合馬術大会2021
三木ホースランドパーク

●10月28日～11月3日
全日本学生馬術三大大会2021
三木ホースランドパーク

 11月
●11月19日～11月21日

第59回関東学生馬術女子競技大会・
第6回関東学生馬術男子競技大会
津久井馬術競技場

●11月26日～11月28日
第93回全日本学生馬術選手権大会・
第57回全日本学生馬術女子選手権大会
蒜山ホースパーク


