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５月 29 日、６月５日に本学サッカー場にて第 55 回東京都大学サッカー
リーグ戦（１部）第９・10 節が行われた。本学は徹底した守備でゴール
を守り抜き、亜細亜大戦では相手の隙を突いて得点を挙げる。２試合連
続の無失点を記録した本学は、両試合を通して勝ち点４を獲得した。
その後も長島を中心にディフェンスを
固めつつ、追加点を狙う。後半 43 分
には本学が PK を獲得。今試合最大の
《試合結果》
加点チャンスをものにしたい本学だっ
○１－０ 対亜細亜大
たが、狙い澄ましたシュートは惜しく
本学は序盤から攻めの姿勢を保ちな も相手 GK に阻まれ得点にはならな
がらも堅固な守備を展開する。前半 3 かった。後半では新たな得点はなかっ
分、本学のパスミスからボールを奪わ たものの最後までゴールを守り抜き、
れシュートを打たれそうになるが、DF １－０で勝利を飾った。
片山京誠（経済経営４）の体を張った
試合後、
主将の芥川和志（経済経営４）
プレーで事なきを得た。反撃に出たい は「試合中危ない場面もあったが何と
本学は前半 8 分、相手のシュートを か踏ん張れた。次の試合でも勝てるよ
キャッチした GK 長島宏樹（政治４） うに調整をしていきたい」と強く意気
が素早く蹴り上げボールを前線に供給。 込んだ。
（篠田悠斗）
それに反応した MF 多川慶太（情報科
４）が、
相手の守備をかいくぐりシュー
トを放つ。一度相手 GK に弾かれる
も、即座に走りこんできた DF 岡田侑 《試合結果》
樹（英米４）がこぼれ球を押し込みゴー △０－０ 対立教大
本学は開始直後から、堅い守備でピ
ル。１－０と先制した。勢いに乗りた
い本学だったが、次第に試合は相手優 ンチを乗り越えていく。前半 10 分、
勢の流れに。前半 22 分、本学はフリー 右サイドを突破されシュートを打たれ
キックから相手のゴール前までボール るも、徹底したディフェンスで失点を
を蹴りだし得点を狙う。しかし、相手 防いだ。前半 25 分には、本学がコー
DF に阻まれシュートにはつなげられ ナーキックを獲得。ゴール前にボール
なかった。引き続き積極的に攻め込み を上げると、即座に反応した岡田がヘ
続ける本学だが前半 32 分になると相 ディングシュートを放った。得点には
手に幾度もシュートを浴びせられる展 至らなかったが、これを機に本学は攻
開に。中央とサイドを使い分けてくる 勢を強めていく。続く前半 28 分、多
攻撃に対し、
粘り強さを見せたディフェ 川が巧みに動き、ペナルティーエリア
ンス陣の連携で、窮地を脱する。その 近辺でフリーキックを得る。これを片
後も本学は辛抱強く守り抜き１－０で 山がゴール前へ低いパスを出し再び得
点の好機を演出。
しかし相手のディフェ
前半を折り返した。
後半も本学は徹底した守備でゴール ンスに阻まれチャンスを生かせなかっ
を守り抜く。後半開始早々、相手チー た。その後も堅固な守りを維持しなが
ムに右サイドを突破されるも GK 長島 ら攻撃の機会をうかがうが、拮抗した
が冷静にキャッチし失点を防ぐ。後半 戦いとなり０－０で前半を終える。
後半は、攻守の入れ替えが激しい展
10 分には、多川が相手のロングパス
をカットすると、そのままゴール前ま 開になるも、両チームにイエローカー
で攻め込むが、得点には至らなかった。 ドが出たことで互いに攻め手を欠く戦
き っこ う

う。
ライフセービングは、人の命に関わ
る活動である。そのため、それ相応の
資格や技術を身に付け、体も鍛えなけ
夏季休業期間を使い、家族や友人と ればいけない。そのような困難がある
海に遊びに行く人も多いだろう。本学 一方で、お客さんが笑顔で海を楽しん
ライフセービング部はそんな海の利用 でくれることが何よりも励みになると
者が増える夏に向けて、日々練習を重 いう。
ねている。その活動内容や魅力につい
同部は共に海の安全を守る部員を常
て、主将の岡田大輝さん ( 経済数理３) に募集している。岡田さんは「誰かの
に話を伺った。
ために頑張りたい人、大学生活を充実
平日は成蹊小学校にあるプールを借 させたい人を待っている」と語った。
りて泳力を鍛える練習を週３日行い、
（星野佑奈）
休日は江ノ島の海で救助訓練などの実
践練習に励んでいる同部。また月に一
度、成城大との合同練習も実施してい
るそうだ。同部は海水浴が活発になる
創立 72 年の伝統あるヨット部。競
夏になると、実際の海水浴場で監視活 技の存在を知る人は多いが、練習内容
動を行う。冬は本来オフシーズンだが、 や部の魅力を十分に理解している人は
同部はこの時期も練習を欠かさない。 少ない。今回、そんなヨット部の活動
休んでいては救える命も救えないとい に迫るべく、本学ヨット部主将の檜垣
う強い思いの下、活動を続けている。
拓志さん（経済経営４）と会計の井田
同部は６月の全日本種目別選手権大 慶太さん（英語英米３）に話を伺った。
会をはじめ、４つの大会に出場してい
同部の練習は、休日に神奈川県の八
る。種目はボードレースや海を泳いで 景島や葉山町などの施設を利用して泊
順位を競うサーフレースなどの海競技 まり込みで行われる。また、長期休業
と、ビーチフラッグスや 90 メートル 中には約１カ月半に及ぶ合宿を行い、
スプリントなどのビーチ競技に分けら 技術の向上を目指している。１日の練
れる。選手は全員大学から競技を始め 習は６時間ほど。主に回航、走りとい
たが、大会入賞者も多数出ているとい う操船練習を行い、加えてスタート練

これに対し、パスによる連携と個人プ
レーを駆使して相手を突き放しにかか
る本学。特にＣＢ長谷川大空（総合経
営２）が前半 23 分に正面からゴール、
その３分後にはドリブルで３人抜きな
ど、連続で華麗なプレーを披露する。
さらに前半 28 分には PK を決め、チー
ムに大きく貢献。選手の能力を生かし
た攻撃を続けた本学は、前半を 17―
８とリードを保って試合を折り返した。
前半の勢いをそのままに攻撃を続け
る本学は後半も大量得点を稼いでいく。
後半５分には、
長谷川がジャンプシュー
トを決める好プレーで 22―９と点差
をさらに引き離した。試合が進むにつ
況が続く。後半 10 分に本学、その２
れ相手の攻撃も激しさを増し、互いに
分後には相手がフリーキックから直接
速攻を仕掛け合う展開に。点の取り合
ゴールを狙うが決まらず。どちらも流
いが続いた結果、後半 24 分までに 30
れを手繰り寄せたい状況の中、本学が
―22 と差を詰められてしまう。しか
徐々に前線から攻撃の起点を作り出
し後半 26 分になると、本学は長谷川
す。後半 21 分、再び本学にチャンス
のゴールを皮切りに再び勢いを取り戻
が訪れる。DF 西谷寛世（総合経営３）
５月 24 日、晴天に恵まれ第 52 回 ルー名をつけてエントリーし、漕艇部 す。ＲＷ古屋拓海（総合経営１）の右
が自陣でボールを奪い素早く前へ展 学内競漕大会が戸田公園漕艇場にて開 員のレクチャーを受けた後レースに挑 からのジャンプシュートなど、安定し
開。相手守備の整わないうちに多川が 催された。新型コロナウイルスの影 んだ。感染症予防の観点から、会場で て得点を重ねていく。結果、終盤に逃
シュートを打つも、相手 GK にボール 響で３年ぶりの開催となった今大会。 の声出し応援は禁止とされた今年度。 げ切りを見せた本学は 33―22 で快勝
を止められ、得点にはつながらなかっ 男子の部では学生ボランティア本部 そのような状況下でも、選手たちの懸 した。
た。それでも攻撃の手を緩めない本学 Uni.
主将の島本拓実（物質生命４）は「充
（以下 Uni.）
の
「ルイボスティー」
、 命な掛け声や、声援に代わる観客の拍
は、試合終了直前にボールを奪うと前 女子の部では体育会女子硬式庭球部の 手により、白熱した雰囲気の中で大会 実した試合内容だったが、ディフェン
線へパス。
相手の守備の隙をつきシュー 「みたらし団号」
、混合の部では Uni. は進行された。予選では参加チームの スの連携や速攻の強化など課題も見つ
トを放つが、ゴールを破れず決定点と の「メリー号」が優勝を果たした。
多くが慣れない漕艇に苦戦する事態 かった。次の秋季リーグに備えたい」
はならなかった。結果、最後まで決着
大会は男子・女子・混合の３部門 に。時折モーターボートに牽引されて と秋への抱負を語った。 （川船英紀）
をつけることはできず試合終了。０－ に分かれ、５人一組でボートに乗り スタートラインに向かうチームも見ら
女子の部「みたらし団号」松田麻有
０のスコアレスドローで勝ち点１を分 250 メートルのレースを行う。総 れた。その影響から出艇時間が遅れ、
「優勝を目指し
け合うことになった。
勢 115 組のチームが個性あふれるク 大会は最大で２時間の遅延が発生。特 里さん（経済経営４）
試合後、主将の芥川は「連勝を狙っ
別ルールを適用し、各部門で準決勝ま ていたので本当に嬉しい。個々の『勝
ていたが引き分けにとどまってしまっ
で進んだ９組によるタイムレース制の ちたい』という気持ちが強く、チーム
で一つになれたことが優勝できた要因
た。こういう試合展開でこそ勝ち切る
決勝戦が行われた。
▼優勝チーム代表者のコメント
だと思う。連覇を果たせるよう、来年
必要がある。
次は開幕戦以来のアウェー
となるので勝利につながるよう準備し
男子の部「ルイボスティー」粕川司 も頑張ってほしい」
混合の部「メリー号」樋浦彩乃さん
たい」と語った。
（万浪耀）
さん（総合経営３）
「Uni. で二冠を達
「楽しく、ハッピーな気持ち
成できて最高の気分だった。団結力と （法律３）
習にも取り組む。風や波、潮の流れを
応援のおかげで優勝したのだと思う。 でボートを漕いだ。まさか優勝すると
読み取って船を進めるため、常に先を
次は女子の部でも参加者を募り、三冠 は思っていなかったが、来年は連覇と
記録更新を目指したい」 （万浪耀）
考えて操船をする必要があるそうだ。
を狙いたい」
ボートを漕ぐ参加者
主に参加する大会は、春と秋の関東
試合後、主将の伊藤大吉（システム
学生ヨット選手権大会、甲南大と学習
４）は「悔しい結果だったが、１年生
院大との合同で行われる定期戦、四大
の活躍もありチーム全体が成長でき
学運動競技大会の４つ。試合は一斉に
た」とコメントした。試合への姿勢と
スタートするレース形式で行われ、船
攻撃時の集中力を今後の課題に挙げる
は数カ所ある回航場所をクリアしなが
《試合結果》
阻まれるも負けじと得点を狙う。後 同部。次の試合に向け、士気を高める
らゴールを目指す。
半４分、ここまで得点の無い本学はラ ラグビー部のこれからの活躍に期待し
同部の特徴は部員同士の関わりが深 ●７－ 53 対青山学院大
６月５日、青山学院大学緑ヶ丘グラ ンでの攻撃に打って出る。相手守備陣 たい。
（川船英紀）
いことだ。共に過ごす時間が長く、練
習でも協力しながら船を操縦すること ウンドにて第 11 回関東大学春季交流 の強烈なタックルに苦戦するも、ボー
が必要とされるため、自然と組織力や 大会が開催された。Ｃグループの本学 ルを死守して少しずつ戦線を上げてい
はここまで１勝２敗。同じく１勝２敗 く。最後は左サイドから走り込んでき
団結力が養われていくという。
今後の目標に関して、
檜垣さんは「全 の青山学院大と３年ぶりに対峙した。 た WTB 松田彩（総合経営２）が執念
試合は本学のキックオフで始まっ のトライを成功。続く石原もコンバー
日本インカレ出場を目指す」と話し、
７点を獲得した。
井田さんは「部員数を増やし、より活 た。試合開始から本学は FW と BK ジョンキックを決め、
気がある部活動にしたい」と語る。暑 の連携のとれた守備でトライを許さな この勢いに乗りたい本学だったが、そ
さも本番を迎え、長期休業が始まる。 い。前半 12 分には自陣ゴールライン の後も相手に連続トライを決められて
この夏を利用して、仲間とヨットに励 前まで迫られるも、スクラムで相手か しまう。最後まで形勢を変えることが
むことは貴重な体験となるに違いない。 らボールを奪取。パスを受けた FB 石 できず、７―53 で黒星となった。
ボールをつなぐ本学選手
一度見学に訪れてみてはいかがだろう 原幸亞（法律３）がロングキックで前
か。
（山本実玖） 線へ蹴り出し相手の猛攻を防いだ。し
かし前半 19 分、右サイドから守備を
崩されて先制点を許してしまう。相手
優勢の流れが続く中、前半 34 分には
本学がペナルティーキックのチャンス
を得る。ドロップゴールでの得点を
狙ったが、蹴ったボールは惜しくも
ゴールポストに当たり失敗。苦しい展
開が続いた本学は、前半終了時点で０
―33 と点差を大きく離された。
後半戦では、相手ディフェンスに
ヨットを操縦する本学選手
《試合結果》
○ 33 － 22 対学習院大
６月 12 日、開智望小・中学校にて
関東学生ハンドボール春季リーグ大会
（男子４部）が行われた。ここまで１勝
４敗１分と苦しい戦績の本学。この日
は学習院大との一戦となった。
開始直後、本学はボールを奪取する
と即座にＬＷ石森礼樹（情報科４）が
相手守備の隙をつき先制点を決める。
その後もＲＷ沼田優希（現代経済３）
を軸に立て続けに得点を重ね、７―２
と点差を広げた。しかし前半 13 分以
降、相手の両サイドからの攻撃に対応
しきれず２点差まで迫られる展開に。
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