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ここまで来た。
でも、ここまででしかない。

470、スナイプ、クルーザー、全てのチームが揃ってから 6年。
東大は強くなった、とよく言われる。実際そうだろう。
関東敗退常連だった東大は、幾多の先輩の涙を乗り越えて、
全日本常連と呼ばれるまでになった。
でも本当に強くなったのか？
激戦関東は勝ち抜いても、全日本では走れない。
笑顔で引退した者はいなかった。勝ち切りたい。
真に強い東大へ。

そのためには、君の力が必要だ。

東京大学運動会ヨット部



Message
 　「世界の不確実性は限りなく高まっている」と、盛んに叫ばれています。確かに、地政学的リスク、気候変

動、テクノロジーの進化など、いま起きている新型コロナウイルス感染症も含め、その具体例は枚挙に暇があ

りません。その一方で、社会が確実性や安定性を求めすぎてきたが故に、ルールや制度依存が蔓延し、不確実

性に対処する「人間」の根源的な力が弱まってきている、という捉

え方もできるかもしれません。

　ヨットというスポーツの本質は、単純な勝敗にあるのではなく、

海という人間の制御を超えた自然環境の中で、刻一刻と変化する状

況を持てる能力・技術を総動員して読み取り、仲間と協力して操船

し、目的に進んでいくというプロセスにこそあると言えます。自然と対峙して初めて得られる身体的な生々し

い経験だからこそ、学問的探求だけでは得られない、不確実性に対処する根源的な力や規律が養われるのでは

ないでしょうか。大学という教育・研究機関にヨット部が存在する理由は、こうした部分にあると思います。

広い海原を思うがままに航海したかけがえのない経験が、この先不確実な世界へ歩む皆さんの貴重な糧となる

ことを、私は信じています。

　ご興味を持たれましたら、まずは一度、ヨットに乗りにきてください。たった１回だけでも貴重な経験とな

る、それがヨットの魅力です。

自然と対峙して初めて
得られる身体的な
生々しい経験

霜山元
ヨット部監督

 　新入生の皆さん、入学おめでとうございます。ヨット部ディンギー班は昨年の両クラス全日本出場や、22

年ぶりの関東インカレ入賞など、躍進を続けています。強豪校への過渡期を迎える弊部は、今よりもっと成長

したいという向上心に溢れた仲間を求めています。ヨットは相手と争いながら、同時に自然をも相手にしなけ

ればならない奥の深いスポーツ。勝負の場である海上は、体力、知

力はもちろん、精神力、洞察力、判断力といった人間の持つありと

あらゆる能力が試される、おそらく誰もが体験したことのない、過

酷なフィールドです。ただひたすら自らに課した目標に近づくため、

情熱的に努力し、それを楽しむ。それは、単なる競技力の向上にと

どまらず、君をあらゆる面で成長させてくれます。さらに、 その苦楽をともにする仲間は、他では得られない、

かけがえのないものです。体力も経験もいりません。共に闘い、高みを目指そう！まずはヨットに乗って、風

を切り波を裂くその爽快さに触れてみてください。海で待ってます！

おそらく誰もが体験し
たことのない、
過酷なフィールド

吉武宗浩
ディンギー班主将

　新入生の皆さん、入学おめでとうございます。きっと、受験勉強を終えて与えられた自由を前に、どう扱え

ばいいのか考えあぐねている人もいるでしょう。

　ヨットは特殊な競技です。自然という不確定要素の中で、他のプレイヤーと駆け引きをしつつ意思決定を下

し続けなければなりません。そこでは体力、知力のみならず、判断力、

精神力、洞察力といった幅広い能力が自ずと鍛えられます。このこ

とこそが、ヨットを ”king of sports” と言わしめるのだと思います。

そしてクルーザー班は、世界選手権 U25 部門優勝を目指し活動し

ています。この目標の実現のためには、競技力の向上は勿論、海外

遠征に際して国内外での交渉、遠征費用捻出のためのスポンサー集めも必要です。このように、部活という枠

組みの中でも、競技だけではない経験を提供しています。そしてこの時間を共有し、共に熱狂した仲間は、か

けがえのないものです。

　大学生は人生において特別な期間です。何をすることも、しないことも自由。我々は、ヨット競技、そして

ヨット部にこそ、その 4 年間を懸ける価値があると自負しています。他では出来ない経験、最高の仲間。密

度の濃い 4 年間を過ごすことになるでしょう。

　少しでも興味をもってくれたなら、まずはヨットに乗りに来てください。ヨットという乗り物を気に入って

くれることでしょう。海で待っています。

判断力、精神力、洞察
力と行った幅広い能力
が自ずと鍛えられる

春日健志
クルーザー班主将

監督主将挨拶
Message



History

ヨットとは、風のみをエネルギー源として進む帆船の

ことであり、最も原始的なものは古代エジプトまで遡

る。はじめは追い風を受けて風下へ進む際に補助的な

ものとしてセール ( 帆 ) を使っていたが、7 世紀頃、

アラブでの発明で風上へ向かうことかが可能になり、

14 世紀頃のオランダで初めてヨットと呼称された。

そして、大航海時代に貿易をより速く行うために競争

的要素が追加され、今のヨットレースの起源となった。

原理的には、三角形のセール ( 帆 ) に受けた風を「揚力」

という推進力に変えて風上にも風下にも進むことが出

来る ( 詳しくは後述 )。日本には 19 世紀に導入され

て以来、レジャーとして有名なヨットであるが、スポー

ツとしてのレースも盛んに行われ、オリンピック競技

にも選ばれている。大学での主要競技の一つでもあり、

全国の大学が日々練習を重ね、学生や社会人の強豪と

戦っている。 

What is Sailing?ヨットとはどういうスポーツか？

Physics
WIND ヨットは完全に風上に向くと推進力

を得られないが、風上から 45 度ほ

ど角度をつければ進むことができ

る。セールが生む揚力は船の斜め前

方向だが、直進方向に垂直な成分は

水中にあるセンターボードが受ける

ことで横流れを防ぎ、前へと進む。

WIND
風下方向へは風上方向より比較的容

易に進むことが出来る。艇種によっ

て第三のセールであるスピネーカー

を展開することで、いっぱいに追い

風を受けたヨットは風下方向へ進

む。



Race

How to win?
1. Skills

2.Tactics

3. Strategy

FINISH LINE

START LINE

WIND

START LINE

WIND

WIND WIND

What is Sailing?
ヨットレースでは、ブイとブイを結んだ仮想の線をスタートライ

ンとし、定められた時間にラインを横切ることでスタートとする。

その後は決められたマークを回航し、同じく仮想のフィニッシュ

ラインを目指す。着順をポイントとして換算して、累計ポイント

が少ないほど優秀な選手、そしてチーム ( 大学生のレースでは通

常 3 艇で 1 チーム ) ということになる。1.5km 四方にも及ぶレー

ス海面はどの競技よりも広い試合会場と言えるだろう。

ヨットは風を利用して進んでいる以上、時々刻々と変化する風や

波に対して正しいセールトリム ( 帆の調整 )、船のバランス制御

を行わなければならない。それはミリ単位での制御と高い集中力、

正しい知識・経験・判断を必要とし、風によってはフィジカルも

重要になってくる。 後ろからヨットを見た時に、セールの膨らみ具合の良し悪しが分

かる。左から順にカーブがきつい、適切、ゆるいと判断される。 

ヨットレースは、他の船との勝負でもある。のちの試合展開を考

えながら、相手の風を奪い、あるいは航路権の争いに勝つように

仕向け、自分を他艇よりも有利な位置に置き続けるような判断が

重要になってくる。その頭脳戦の側面からヨットレースは「海上

のチェス」とも言われている。 

レース海面はとても広いため、左右どちらの海面を使うかによっ

て風が大きく異なり、それが勝敗を分ける場合もある。雲の動き

や沖の様子を常に観察することで判断しなければならない。加え

て、潮の流れもまた考慮に入れる必要があるなど、広いスケール

での視野・ 判断が大切だ。



Dinghy Team
ディンギーとは 1~2 人乗りの小型のヨットのことです。体の動きによる
ボートコントロールが重要で、スポーツ性の高いヨットといえます。ディン
ギー班では 470 とスナイプという 2 種類の 2 人乗りヨットを用い、横浜の
八景島にて毎週土日に合宿形式の練習を行なっています。ディンギーの大学
対抗レースの最高峰である全日本インカレ入賞を目標に練習に励んでおり、
2017 年には見事 33 年ぶりの両クラス全日本進出を決めたほか、2019 年も
両クラス全日本進出を決めるなど、全日本常連校と言える実力をつけてきて
います。強豪校の早稲田大学と一緒に練習を行うことが出来るのも、東大ヨッ
ト部の売りの一つです。

Schedule
新勧

ヨット部の魅力を伝える
イベントがたくさんあります！

関東春インカレ
春までの練習成果をぶつける

葉山での大レース。

フリートレース
全国から学生や社会人の強豪が

集まるビッグレース。

七大学戦
旧帝大の七大学による

伝統の一戦。今年は西宮開催。

六大学戦
六大学野球でおなじみの関東六大学に

よる全日本インカレ前の最終戦。

関東秋インカレ
全国への切符をかけて戦う、

関東の学生にとって集大成の大会。

全日本インカレ
各地方からの代表校から学生日本一を
決める最高峰の大会。今年は西宮開催。

東北大学戦
東北大学を東京へ呼んで行う、

下級生の力試しにもなる定期戦。



470 class

Snipe class

Position

470 級は比較的最近導入され、フックとワイヤーで身を吊るトラッ

ピーズシステムを採用している他、三枚目の帆であるスピンセールも

使う。動きが激しく、スピードも出やすいためスポーツとして刺激的

なヨットと言え、オリンピック競技としても採用されている。 

2019 Result

春季関東インカレ決勝 8 位 

関東個選 31、37、45、55、81 位 

全日本 470 関東予選 14、40、43 位

全日本 470 38、43、48 位

七大戦 3 位

2019 Result

春季関東インカレ決勝 6 位 

関東個選 14、23、36、66 位

七大戦 5 位 

秋季関東インカレ決勝 7 位 

全日本インカレ 12 位 

関東女子インカレ 春季 7 位 秋季 8 位 

全日本女子インカレ 10 位 

秋季関東インカレ決勝 8 位 

全日本インカレ 13 位 

 

クルースキッパー
船の舵を取り、それに合わせてメインセール ( 船の後側にある 1 番大き

い三角形のセール ) の調整を行う。船をいかに速く進ませるかを考え、

船を操縦するポジション。  

ジブセールやスピネーカー ( いずれも船の前側にあるセール ) を調整し

つつ、船のバランスを体でコントロールする。また風の変化や他の艇の

動向を見て、戦略を立てるポジション。

スナイプ級は古くから存在し、ベルトに足をかけ身を乗り出すハイクアウト

システムを採用している。シンプルな作りなだけに、戦略・戦術が勝敗に大

きく影響すると言える。社会人を含んだ多様な世代が楽しんでおり、レース

でも交流があるのは魅力的である。 



Cruiser Team
クルーザーとは外洋航海も可能な大型のヨットのことです。クルーザーとい
うとエンジンで進むイメージがあるかもしれませんが、ディンギーと同じく
風を原動力として走ります。クルーザー班では J/24 と呼ばれる 5~6 人乗り
ヨット「仰秀」で活動しています。クルーザー班も毎週土日に神奈川県の小
網代にて合宿形式の練習を行なっています。クルーザー班のライバルは百戦
錬磨の社会人たち。学生時代の全日本チャンピオンやオリンピックセーラー
も活動しており、そういった方々と身近に接することが出来るのも大きな魅
力の一つです。今年はイギリスで開催される世界選手権に出場するなど、活
動スケールが大きいのも特徴です。

Schedule
新勧

クルーザーのみの
小網代試乗会もあります！

スプリングレガッタ
春季に関東で開催される

ビッグレース。

世界選手権
J/24 の世界最高峰レース。
今年はイギリスでの開催。

関東選手権
全日本選手権の前哨戦。

関東の強豪とともに最終調整を行う。

Pre ANIORU'S CUP
4 年生引退後の新体制で挑む
ANIORU'S CUP の前哨戦。

全日本選手権
世界選手権への切符をかけた

J/24 国内最高峰レース。

ANIORU'S CUP
学生クルーザーヨット世界選手権をかけた

外洋学連主催のレース。



J/24 class
J/24 級は 5~6 人乗りクルーザーであり、2 人乗りのディンギーより

も役割が細分化されている。そのためディン ギーよりもチームワー

クが重要視され、コミュニケーションを取りながら一つの船を大人数

で息ぴったりに動かす楽しさがあると言える。 

2019 Result

全日本選手権 8 位 (2020 年世界選手

権 U25 日本代表枠獲得 )

関東選手権 8 位

プレアニオルズカップ 優勝

Position
ヘルムスマン

船の舵を取る。J/24 という大き

い船のスピードを保つために高度

な集中力が求められる。

トリマー

ジブセールとスピネーカー ( いず

れも船の前側にあるセール ) を調

整する。パワーと繊細な神経の両

方が重要。

タクティシャン

艇のコースの決定権を持つチーム

の頭脳。風、潮、他艇の動向など

のあらゆる要素を総合してコース

を考える。 

バウマン

レースのスタート時に艇の司令塔

になる。また、スピネーカーをは

るためのポールをコントロールす

る。

Worldwide Activity
2019 年はお世話になっている社会人チームに同行し、アメリカの

マイアミで開催された名実ともに世界最高峰のレースである J/24

世界選手権にクルーとして出場。セーリング技術を磨く一方で、世

界のトップセーラー達と交流した。また同じく 2019 年福岡小戸で

の全日本選手権の成績から、2020 年 9 月にイギリスで開催予定の 

J/24 世界選手権への出場権を獲得した。J/24 に限らず、様々な艇種・

ジャンルのレースで経験を積み、実力をつける「仰秀」は小網代か

ら世界へ飛び出す。



Support System
東大ヨット部は近年、着々と実力をつけて結果を出し始め、強豪校への過渡
期を迎えつつありますが、その裏には、選手の成長を支えるサポート体制の
強化があります。まずコーチについて。過去４度のオリンピックに出場した
小松一憲氏に 2015 年よりコーチとしてご指導していただいております。マ
ネージャーについては、普段の練習では、陸マネと海マネに分かれ、それぞ
れの場でサポートを行っています。陸マネは主に栄養管理などを行い、海マ
ネはレスキューボートに乗り、風向・風速など各種データの記録や動画撮影
を行います。これからもマネージャー業務をより拡大していき、サポート体
制から東大ヨット部の躍進を支えていきます。

東大ヨット部の名物ごはん

みんな大好き！肉じゃが 着艇後のおとも。おにぎり 味付けが最高！ビビンバ丼



日本体育大学卒業後、中学校教諭を経た後、ヤマハ発動機 ( 株 ) で

プレジャーボートの設計開発に携わりながら、同社ヨット部に所属。

470 級全日本大会優勝 6 回、ソリング級全日本大会優勝 7 回のほか、

オリンピックではモントリオール大会 470 級日本代表、ソウル大

会、バルセロナ大会、アトランタ大会ではソリング級日本代表とし

て出場。監督としてもシドニー大会、アテネ大会に参加。外洋レー

スでは、IOR 級 3 種目で全日本選手権を制するほか、八丈島レース

優勝、鳥羽パールレース優勝、J24 級全日本選手権優勝、ネーショ

ンカップ・ アジア・オセアニア大会優勝、さらにはホイットブレッ

ド世界一周レースに参戦し、優勝。日本のヨット界の神様として知

られる。早稲田大学ヨット部のコーチを務めつつ、東京大学ヨット

部の指導を 2015 年より開始し、33 年ぶりの全日本インカレへ導

いた。

Coach
小松一憲氏
愛称　小松さん

Manager
陸マネージャー

陸マネージャーはプレイヤーの栄養

管理、そして合宿所の管理を行いま

す。東大ヨット部のご飯は日本一美

味しいと言われるほどの評判です。

陸マネージャーの存在により、プレ

イヤーが安心して練習に臨むことが

できる環境が整えられています。

海マネージャー

海マネージャーは常にレスキュー

ボートに乗り、プレイヤーの練習を

支えます。風向風速の記録や、動画

の撮影、各プレイヤーの成績の集計

などを行なっています。海マネー

ジャーは今年度から始まった役職と

いうこともあり、今後さらにサポー

トの幅を広げていくでしょう。

海でおかわりできないのが残念。タコライス 特別な日だけ。羽根つき餃子 おかわりが止まらない。麻婆豆腐



 Timetable

6:50 朝食

6:30 起床
6:35 体操

8:00 艇庫ミーティング・艤装

8:30 出艇

12:30 海飯

16:30 着艇
16:45 小松さんミーティング

17:00トレーニング

18:00 クラス別ミーティング

19:00 夕食

19:30 掃除

19:45 全体ミーティング

22:30 消灯



Q&A

01 ヨットはお金が
かかるのでは？

確かにヨットというスポーツはお金がかかりますが、他のス 

ポーツも合宿費や用具費を考えるとほぼ変わりません。そし 

て東大ヨット部は、OB や大学から多大な援助を頂いており、 

部員の負担は多くありません。こんなに安い費用でヨットがで

きるのも大学生のうちだけです。

02 ヨットはスポーツ
として安全なの？

もちろんヨットは自然を相手にするスポーツなのである程度 

の危険が伴うこともあります。しかし、乗艇中のライフジャ 

ケットの着用、レスキューボートでの安全管理、さらにマリー 

ナによる安全管理もあるため、心配いりません。自然を相手 

にする分、他の運動部よりも安全に注意して活動をしています。

03 学業との両立は可能なの？
はい、可能です。ヨット部の活動は基本的に土日の週 2 日なので、平日を自由に使えます。そこをどう使うかはあなた次第です。実際に、

理科２類から医学部進学が可能な先輩や、東大内で最も難関とされる工学部航空宇宙工学科に在籍する先輩、またヨット部に在籍しながら

現役で国家公務員 I 種に合格した先輩もいます。

04 ずっと文化部だったけど大丈夫？
大丈夫です。ヨットは体力だけでは勝負の決まらないスポー ツです。戦略で勝つことも多々あります。それ故に、女子と男子とが対等に

競うこともできるのです。風によっては小柄なことが有利に働くこともあります。



Member Introduction部員紹介
4 年
阿部佑真

ついに最上級生となったスナイプ 2 大クルー。ヨットに対する

造詣が深く、セーリングに鋭い感覚を持つ。整備が大好きで、

もげた船の先端をも復活させた。後輩の拙いセーリングを煽る

悪い趣味も持つが、その鋭さ故に、その煽りすらも的確なアド

バイスになってしまう。

学部：工学部化学システム工学科

出身：東海高校（愛知）

役職：会計

4 年
天木悠太

我らが 470 チームリーダー。ヨット力が高く、昨年までエース

クルーを務めた。今年はスキッパーに転向し、チームを引っ張

る。一方、私生活では、旅行記録と彼女とのデートをすぐストー

リーにあげることで有名。ちなみに、彼が着けているサングラ

スは彼女から貰ったオークリーである。

学部：法学部第一類

出身：筑波大学附属駒場高校（東京）

役職：総務・470 リーダー

4 年
斉藤太朗

ディンギー班からクルーザー班へと活躍の場を移した彼は、

ヨットや工具に関する知識が豊富であり、１聞くと１０教えて

くれる。下級生の指導には非常に熱心で熱がこもる。また、そ

の辣腕と神をも恐れぬ物言いには関東大学ヨット界で「東大の

神殺し」の異名を轟かせている。

学部：工学部化学システム工学科

出身：逗子開成高校（神奈川）

役職：クルーザー班

4 年
春日健志

幼き頃からヨットに乗り、その知見を生かしてクルーザー班主

将を務める。大学から始めたイタリア語を習得し、イタリア遠

征ではパスタの作り方も習得した。私生活では色恋沙汰に事欠

かず、今年の目標は「ヨットも恋もノーケース・ノートラブル」。

学部：経済学部経営学科

出身：海城高校（東京）

役職：クルーザー班主将

4 年
大橋徹也

今年は唯一の 470 最上級生クルーとしてチームを引っ張る。マ

ジレスが武器で、40℃を超える猛暑日に「北海道は 20℃だか

らダブルスコアだね」と言った部員に、「温度はー 273℃から

始まるから間違い」だと指摘し、無事失笑させた。後輩思いで

あることは間違いなく、なんだかんだ後輩も慕っている。

学部：工学部応用化学科

出身：開成高校（東京）

役職：レスキュー



4 年
野村大善

北の大地からやってきた体力◎なスナイプクルー。これまでラ

グビー・サッカーと渡り歩いてきた彼はハイクアウトできつい

と感じたことがない。また性格が大仏であり下級生スキッパー

に与える安心感は絶大。ただひとつの疑問はオフ明けに風邪を

ひいてくることだ。

学部：工学部システム創成学科 A コース

出身：北嶺高校（北海道）

役職：主務

4 年
吉武宗浩

Siri をもっとも有効活用しているといっても過言ではない主

将、タケちゃんマン。トレーニング時に洒落た音楽をかけてく

れるが、トレーニングのきつさは変えられない。冬のオフにケ

ニア旅行に行った彼は、季節の移り変わりと同時に、人生にも

春がやってきた。

学部：工学部システム創成学科 A コース

出身：修猷館高校（福岡）

役職：ディンギー班主将

4 年
坂上雪乃

気づいたら仕事が終わっているのは彼女のおかげと言っても過

言ではない。その早さは彼女以外の人々が精神と時の部屋にい

るかのような感覚に陥ってしまうほどだ。そのため、全く定着

していないのだが、テキパキ族の一員として認められているら

しい。

学部：聖心女子大学文学部

出身：北鎌倉女子学園高校（神奈川）

役職：マネージャー・渉外

4 年
濱田眞珠

いつも明るく、雰囲気を和ませてくれる天真爛漫ガール。ツボ

が浅く、部員のちょっとした一言に笑い転げる。いつも笑って

いるため、真顔をみたことのある者は数少ない。鹿児島出身だ

が標準語をマスターしているので、その事実にたどり着ける者

は少ない。

学部：聖心女子大学文学部

出身：鹿児島純心女子高校（鹿児島）

役職：マネージャー・渉外

3 年
足立裕次郎

レスキューボートを知り尽くす男。レスキューをこよなく愛す

る彼は、もうすでに淡青・疾風につぐ３艇目のレスキューにな

りつつあるのではないだろうか。船舶免許の試験について詳し

く教えてくれるので、後輩たちの船舶免許試験の合格率を押し

上げた。

学部：工学部システム創生学科 A コース

出身：麻布高校（東京）

役職：レスキュー・HP

4 年
松前亮平

寝る場所を選ばない 470 エーススキッパー。他人の寝床で寝て

いて、強制的に移動させられる際に目を覚ますことができた日

に限りシャワーを浴びてから寝る。4 年生になっても部員皆の

弟として可愛がられている。趣味は、練習後に後輩からしても

らうマッサージ。

学部：工学部都市工学科都市環境工学コース

出身：浅野高校（神奈川）

役職：引っ越し・部バイト

4 年
青柳佳保里

聞き上手でどんな相手とも気さくに話し笑顔を絶やさないその

姿は場の雰囲気を一気に明るくする。細やかなところに育ちの

良さが溢れる彼女は、いつどんな時でもニコニコして気立てが

良い。特に用事がない時でも一緒にいたいと思わせる魅力を

持っている。

学部：聖心女子大学文学部

出身：関東学院高校（神奈川）

役職：マネージャー・渉外

4 年
丹羽美森

美白。肌が透き通りすぎて向こう側が見えてしまっているとか

いないとか。ふわふわして見えて実はサバサバ系のサバゲー女

子というギャップの持ち主であり、様々なことに興味を示す彼

女は、ハードスケジュールな毎日を楽しげに過ごす。

学部：聖心女子大学文学部

出身：聖霊高校（愛知）

役職：マネージャー・渉外

4 年
松島優季

ブレることなく発揮しまくっている天然っぷりで、周りを困惑

させがちで、意思疎通が取れないこともよくあるが、全てを「え

へへ」で完結させる。しかし、時にしっかり者で献身的なその

姿に惹かれること間違いない。

学部：聖心女子大学文学部

出身：聖霊高校（愛知）

役職：マネージャー・渉外

3 年
落合輝

物腰柔らかで優しく、マネージャーからの人気が高い仰秀マン。

精神年齢はヨーダの実年齢と同じであると言われている。自分

で弁当を作って大学に持ち込むという家庭的な一面も持つ。成

績が良いのにも関わらず、自ら文学部インド哲学科に飛び込ん

だ奇才。

学部：文学部インド哲学仏教学専修課程

出身：東海高校（愛知）

役職：クルーザー班・常務

4 年
永田裕之

ナポリタンのお店「パンチョ」を全店舗制覇し、いつでもナポ

リタンを無料で食べられるようになったスナイプスキッパー。

艇内ではよくギャグを発するらしいが、それがスベればスベる

ほど船もよく進む。ちなみに宇宙一難しい工学部航空宇宙工学

科であり、彼が発する言葉全てが難解に思えてくる。

学部：工学部航空宇宙工学科

出身：麻布高校（東京）

役職：常務・HP・SNS・カメラ

4 年
戸沢真矢

全日本学連委員長として膨大な量の仕事をこなしながら、チー

ムリーダーとしてスナイプチームを強化する。おしゃべり好き

だが大抵は一度喋ったことを繰り返しているとの説が有力。よ

く部員のモノマネをするが、ハリウッドザコシショウ並みの誇

張をする。

学部：農学部環境資源科学過程生物・環境工学専修

出身：桐蔭学園中等教育学校（神奈川）

役職：学連・スナイプリーダー



3 年
古関鴻一

2 年の冬から本格的に舵を持ち始め、豊富な知識を生かして

着々と実力をつけているスナイプスキッパー。学連ではデキル

奴としてのポジションを確立しつつあるが先行きは不透明であ

る。「草」「ピョマエー」「んご」などのネットスラングを多用

するため、要注意だ！

学部：農学部生物・環境工学科

出身：筑波大学附属駒場高校（東京）

役職：学連・合宿所

3 年
下重智華子

アカペラサークルにも所属する歌う人であり、気持ちが入って

しまうともう止まらない。駒場キャンパスのすぐ近くに住んで

おり、語学の期末試験前には後輩たちの徹夜勉強会としての場

所を提供してくれる。痩せたら可愛いとよく言われるが、痩せ

なくても可愛い説を提唱したい。

学部：教養学部理科一類

出身：札幌南高校（北海道）

役職：新勧・遠征・グッズ・工具

3 年
長岡誠

鏡で顔をみてスナイプクルーになることを決めたという話はも

う何回されただろうか。事あるごとにティームの上級生から

「エースクルー」と煽られてきたが、最近はツッコむのが面倒

臭くなってきて、むしろ自称するようになってきた。もちろん

エースクルーに値する資質を備える。

学部：農学部生命化学工学科

出身：岡崎高校（愛知）

役職：ディンギー班副将・新勧

3 年
廣瀬克樹

合宿所では同期、特に長岡にベタベタしている密着系 470 ク

ルー。澄まし顔をしているが、下ネタには敏感に反応し大いに

笑う。ヨット姿が 4 年天木とそっくりで、天木とペアを組んだ

時は、外から見るともう何がなんだかわからない。

学部：文学部西洋史学科

出身：浅野高校（神奈川）

役職：会計

3 年
横川あみ

3 年生ながらマネージャーリーダーであり、またスナイプ海マ

ネとしても果たす役割は大きい。我々にとって彼女の「起床」

の声は、自衛隊にとっての起床ラッパと同じであり、一瞬で目

が覚める。先輩からヨットウェアを貰いまくっているなど、可

愛がられている。

学部：聖心女子大学　国際交流学科

出身：聖心女子学院高等科（東京）

役職：学連・スナイプマネージャー・レスキュー・グッズ

2 年
青木大吾

なかなかに感情の起伏が激しかった。最近はどうやら絶好調の

ようで、非常に安定している。4 年松前に匹敵するほど、どこ

でも寝る男であり、外置きの船の上でも気持ちよく寝る。好き

な歌手は山下達郎で、暇さえあれば彼の曲を聴き、感傷に浸っ

ている。

学部：教養学部文科二類

出身：山形東高校（山形）

役職：引っ越し・学友会・部室

3 年
齋藤崇

いかにも関西人らしい素早いツッコミを入れてくる、手足が長

いスピンポール。短パン水着で冬の海に飛び込み、震えた声で

「ゆうていけるで」と言った逸話を持つ。実は死ぬほど寒かっ

たらしい（後日談）。他人がやりたくないことでも、頼まれれ

ば不満一つ言わずに請け負ういい奴やで。

学部：経済学部

出身：六甲学院高校（兵庫）

役職：部バイト・引っ越し

3 年
鈴木智貴

小顔と言ったらこの男。他の特徴があまりないため「小顔」で

認識している者は多いだろうが、開成高校時代は「指」で認識

されていたらしい。動いたらアホさがバレる残念系イケメンで

はあるが、秘める闘志で熾烈な 470 スキッパー争いに身を投じ

る。

学部：工学部システム創生学科 A コース

出身：開成高校（東京）

役職：東北大戦・新葉山合宿所

3 年
中野陽

日焼けでとにかく黒く、サラリーマン的な明るさを持つ。キャ

ンパスですれ違うとウィンクや「どつき」で彼流の挨拶を交わ

そうとするが、その真意を汲み取れる者はあまりいない。人の

噂に長けているが、だいたいこの人の耳に入った噂はみんなに

バレてしまう（被害者多数）。

学部：経済学部

出身：筑波大学附属駒場高校（東京）

役職：クルーザー班副将・会計

3 年
古橋恒太

毎食マネジャーへの「美味しかったです」を忘れない、いい男。

トレーニング大臣としては妥協を許さず、皆を鼓舞する。4 年

松前、2 年青木と同じくよく寝るが、彼らとは異なり正常な状

態で眠りにつく。几帳面で、彼の工具ボックスには南京錠がか

けられている。ちなみにその番号は彼の誕生日だ。

学部：工学部建築学科

出身：筑波大学附属高校（東京）

役職：トレーニング・完徹・新葉山合宿所

2 年
青木維摩

情報の等価交換によって様々な情報を手にいれる情報強者。口

が軽いかと思いきやなかなか情報を漏らさない。でも意外と漏

らしてたり。最近は仕入れ量が少なくなってしまったらしい。

高校同期で部活も同じだった同期萩原とは、このヨット部でも

やっぱり同じクルーザー班となってしまった。

学部：教養学部文科二類

出身：早稲田高校（東京）

役職：クルーザー班



2 年
板坂吉純

体も器もでかい、良い奴。チャリでどこへでも行ってしまいそ

うな、逞しく頼り甲斐のありそうな太ももを持つ。ヨット部文

２生の中での相対比較ではかなり真面目な方。入部早々一万円

のセーリングブーツを買ったが、クルーザーチームとなったた

め全く使わなくなった。

学部：教養学部文科二類

出身：金沢大学付属高校（石川）

役職：クルーザー班

2 年
大根田智也

本人は認めたくないらしいが、同期の萩原に激似。太い萩原と

覚えよう。ネタ抜きで似ているため、多くの部員もネタ抜きで

間違える。笑い上戸で、馬鹿でかい笑い声でミーティングを破

壊するなどふざけた奴だが、実はヨットに対して超真面目な奴

でもある。

学部：教養学部文科一類

出身：海城高校（東京）

役職：新勧補佐・時報

2 年
調亮太郎

口元のセクシーなホクロを、よくゴミが付いていると間違われ

てしまう 470 スキッパー。手足が長くスタイルが栗原類くらい

良いことが自慢で、彼にはチラーエクステンションがいらない

という噂がある。そのため、2 年古山を見ると哀れみを禁じ得

ないらしい。

学部：教養学部文科二類

出身：久留米大学附設高校（福岡）

役職：SNS・広報誌・新葉山合宿所・1 年八景練・グッズ・エール

2 年
萩原和眞

本人は認めたくないらしいが、同期の大根田に激似。細い大根

田と覚えよう。ネタ抜きで似ているため、多くの部員もネタ抜

きで間違える。沈で濡れるのが嫌でクルーザー班に入ったのに、

結局船底磨き人として海に潜る羽目になった。陸ではチームを

マネジメントする敏腕プレイヤー。

学部：教養学部文科一類

出身：早稲田高校（東京）

役職：クルーザー班

2 年
古山晋

個性的な帽子を着けてヨットに乗る性癖をもつ。オフには竹下

通りを徘徊し、えぐいデザインの帽子を買い漁る。髪の毛はお

でこにかかったら OUT という自分ルールを持ち、週 8 で床屋

に通うとか通わないとか。髪の毛同様に足が短いと、同期の調

にいじられている。

学部：教養学部文科二類

出身：横浜翠嵐高校（神奈川）

役職：SNS・広報誌・セール・HP

2 年
山村紅葉

オフの日に陸シミュしに行くほどの向上心を持つ。普段から早

口であり、一人称の「わたし」が「わし」にしか聞こえない。

調子が上がってくるとその早口さに拍車がかかり、最終的にモ

スキート音になる。また論理的すぎるあまり狂気じみたアイ

ディアを生むことも。

学部：教養学部文科一類

出身：桜蔭高校（東京）

役職：会計補佐・天気

2 年
牛嶋勇貴

艇庫改革大臣としての誇りを持ち、1 日 48 時間、艇庫につい

て考える。無類のボードゲーム好きで、カタンのことが頭に浮

かぶと他のことが考えられなくなり、自転車でポルシェに追突

してしまう。その結果自転車の運転を 6 年間謹慎しているのは

ご愛敬。

学部：教養学部理科一類

出身：開成高校（東京）

役職：合宿所・工具

2 年
工藤光生

過酷なコンディションでも笑顔なマッチョ。マッチョすぎて

ウェットスーツを着るとサイヤ人かと見紛う。おやつはプロテ

インであり、粉を直接食すストロングスタイルを貫く。とんだ

脳筋かと思いきや、センター試験は 881 点 ( 理 2 最高点 )。進

振り点は 90 点超で医進も可能な天才くん。

学部：教養学部理科二類

出身：聖光学院高校（神奈川）

役職：工具・部バイト・カメラ・動画・セール

2 年
高原諒

常に人と皮膚が触れていないと死んでしまう男。合宿所では鬼

のダル絡みを見せ、1mm でも隙間があれば体を捻じ込んでく

る。1mm なくても捻じ込むとか。だがその子犬のような笑顔

でこちらを見つめるので、なんだかんだ憎めない可愛いわん

ちゃん。

学部：教養学部理科二類

出身：聖光学院高校（神奈川）

役職：SNS ・レスキュー・動画・合宿所

2 年
藤田郁

落研出身の異色の経歴を持つ 470 スキッパー。入学当初は髪色

と髪型が暴れていたが、徐々に落ち着き、瀬戸内寂聴の風格を

得た。かつては親父ギャグをよく言っていたが、滑りすぎたた

め言わなくなった。なんだかんだ言ってきたが、シンプルにす

こ。

学部：教養学部文科二類

出身：女子学院高校（東京）

役職：新勧補佐

2 年
村上周平

最重量スナイプクルー。強風ではハイクアウトでボートスピー

ドを支える。写真家でもあり、遠征の度に良い写真を撮ってく

る。芝高校ではギター部部長を務めて、芝の布袋寅泰との異名

を持ったとか。その深みのある顔は、日本のロックシーンを引っ

張ってきた貫禄を感じさせる。

学部：教養学部理科一類

出身：芝高校（東京）

役職：東北大戦・レスキュー・タイヤ

2 年
吉田遥香

オフにうまそうな飯を食べに行きインスタにあげる、ヨット部

にあまりいない爽やかなキラキラ JD。編者は日焼けが心配で

あったが、日焼けした後は逆にいい感じにキラキラ感を増し、

安心した。味噌が大好きな味噌星人で、炊事場で直食いしてい

るとの目撃情報多数。

学部：教養学部文科一類

出身：桜蔭高校（東京）

役職：会計補佐・合宿所



2 年
青木香穂

いつも笑顔の彼女は、今日も合宿所で長い美脚を披露する。他

人と接する時の距離がかなり近く、話し相手が見えていないの

かと思ってしまうほどである。幼い頃から日本舞踊を習い、そ

の技術を生かした、頭の位置を変えずに足だけ曲げるジャンプ

が特技。

学部：聖心女子大学現代教養学部

出身：愛知淑徳高校（愛知）

役職：クルーザー班マネージャー

2 年
木下結月

シャイだが、1 度心が通じ合えば一生楽しく過ごさせてくれる

ユーモアを持つ。典型的な O 型で、火のついたお鍋の横に様々

なプラスチック製の物を置き、変形させていく。また歌が上手

く、歌うときのリズムの取り方のクセがクセすぎてクセになる。

学部：聖心女子大学現代教養学部

出身：森村学園高等部（神奈川）

役職：クルーザー班マネージャー

2 年
齊藤菜々子

ディンギー班の食を支える。料理が大好きで得意。調味料を華

麗に使いこなし、奇想天外な隠し味を盛り込む。よく同期の小

林美緒とともに、息をするように踊るか歌うかしている。広い

心でプレイヤーを包み込み、彼らにとって不可欠な存在だ。

学部：鎌倉女子大学

出身：田園調布学園高等部（東京）

役職：スナイプマネージャー・栄養管理

2 年
早苗薫

1 年の春合宿からプレイヤーからマネージャーへと転向した。

プレイヤー時代は、そのお茶目さで伝説的なエピソードをいく

つか残した。陸では本来の賢さと有能さを遺憾なく発揮して、

ヨット部の川端康成として、テキパキと職務を遂行しているら

しい。

学部：教養学部文科三類

出身：東洋英和女学院高等部（東京）

役職：LB 会通信

2 年
赤坂優羽

関西出身であり、USJ の年パス保持者。韓国の音楽グループの

BTS 好きの、炎の K-POPer でもあり、好きなメンバーの誕生

日に自分もケーキを作って自分で食べる。プレイヤーへの愛が

強く、それゆえにアホを繰り返すプレイヤーに強めのツッコミ

を入れてくれる。

学部：聖心女子大学現代教養学部

出身：小林聖心女子学院高校（兵庫）

役職：スナイプマネージャー・栄養管理

2 年
久保田聖菜

ヨット部 1 のおしゃれ番長であり、海の似合う女性。彼女がサ

ングラスをかけてレスキューに乗り込むと、ハーバーがマイア

ミのビーチかと錯覚される。「都会の女」でもあり、渋谷は彼

女の庭である。アルバイト先が高級ホテルと、これまた洒落て

いる。

学部：聖心女子大学現代教養学部

出身：聖心女子学院高等科（東京）

役職：470 マネージャー

2 年
小林美緒

上品な雰囲気を持っているが、天神乱漫でノリが良く、笑い上

戸である。一見普通に見えるが、実は結構変わり者で、初対面

の OB との会話を筋肉の話から始めるなどするらしい。持ち前

の発想力でどんな環境でもどんな場所でも自分で楽しむ方法を

見つけられる。

学部：聖心女子大学現代教養学部

出身：山手学院高校（神奈川）

役職：クルーザー班マネージャー

2 年
仲田洋子

470 チームの海マネとして、本当に様々な仕事をこなすスー

パーマネージャー。もう彼女がいないとヨット部は動かないと

いっても過言ではない。チャームポイントは、レスキューボー

トに乗る際に重ね着に重ね着するため、最終的なシルエットが

真円となるところ。

学部：東京女子大学現代教養学部

出身：昭和薬科大学附属高校（沖縄）

役職：470 マネージャー・レスキュー・広報誌・SNS・HP・動画
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Welcome Event2020 新勧スケジュール
試乗会日程

不要なビラは持ち帰るか、ビラ回収ボックスに入れてください。

ヨット部ホームページ ヨット部公式 LINE ヨット部 Facebook ヨット部 Twitter ヨット部 Instagram

● 4/4[ 土 ] , 5[ 日 ] , 11[ 土 ] , 12[ 日 ] , 18[ 土 ] , 19[ 日 ] , 25[ 土 ] , 26[ 日 ]
試乗会 at 八景島
ヨット部ディンギー班の活動拠点である、横浜の八景島で試乗会を行います。

● 5/3[ 土 ] , 4[ 日 ] , 5[ 月 ]
試乗会 at 小網代
ヨット部クルーザー班の活動拠点である、小網代で試乗会を行います。

試乗会詳細
参加費は無料です。
集合場所は駒場キャンパスの正門で、会場までご案内致します。
参加人数には限りがありますので、お早めにご連絡ください。
他にも毎週月曜・水曜・木曜に食事会も開催していますので、ぜひ気軽に参加してください。
新勧代表　長岡誠
TEL :  090-2245-6509
Mail : utst2020@gmail.com
部室 : 学生会館 104B の右側

　小網代

神奈川県
八景島


