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相手は自分である。
相手は人間である。
相手は自然である。

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
ンギー班は一昨年に続き昨年も全日本インカレに出場するこ
とができました。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。
ただひたすら勝利のために、心身を鍛え、悩み考え、挑戦し
続けるヨット部の４年間。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。もっと上を目指
したいという、飽くなき向上心を我々は求めています。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！

新入生の皆さん、入学おめでとうございます。大学での４年
間は一見長いようですが、充実した日々を過ごせばあっとい
う間です。そして、だからこそ、夢中になれるものがあると
いうのは素晴らしいと思います。
我々東京大学運動会ヨット部は、ヨット部こそ、この４年間
を懸ける価値があると自負しています。ヨット競技では、相
手との駆け引き、自然への挑戦、そして何より己に克つこと
が必要とされます。そのなかで、自己完結能力を高め、感性
と身体を研ぎ澄まし、クリエイティブな挑戦者となることに
よってのみ勝利を手にすることができます。このような成長
を遂げさせてくれる環境こそヨット部であり、そんな時間を
共有できる仲間はかけがえのない存在となります。こんな時
代だからこそ、ヨット部で培う精神と肉体、そして仲間はいっ
そう価値ある財産となっていくでしょう。皆さんの４年間、
最高の環境で、最高の仲間とともにヨットに懸けてみません
か？東大ヨット部は、常にフロンティア精神と実行力をもっ
て勝利を目指します。

「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。地政学的リスク、テロ、難民、異常気象、テクノロジー
の活用など、その具体例は枚挙に暇がありません。その一方
で、これまでの人々や社会が確実性や安定性を求めすぎてい
た、また、不確実性に対処する「ヒト」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
間と協力して舵をとり、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。

東京大学運動会ヨット部
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What is Sailing?
History

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１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。

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。

Physics
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。

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
スピンセールを展開すること
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
ヨットレースでは、ブイとブイと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。

How to Win ?
1. Skills
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。

2. Tactics
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。

3. Strategy
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。　

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。



クルー
ジブセールやスピンセール（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
かに早く進ませるかを考え、船を操縦
するポジション。

Snipe class

470 class

Dinghy Team　 2018 Result
関東春インカレ予選
関東春インカレ決勝
七大学戦
関東秋インカレ予選
関東秋インカレ決勝
六大学戦
全日本インカレ

2018 Result

関東春インカレ予選
関東春インカレ決勝
七大学戦
関東秋インカレ予選
関東秋インカレ決勝
六大学戦　

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。

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。

Position

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って
います。また春と秋にはヨットの聖地である葉山や江
ノ島で練習しています。

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他、2018 年にも
スナイプ級で全日本に進出しました。小松コーチのも
と、その全日本インカレで近年 3 連覇を成し遂げたり
と快進撃をみせる早稲田大学と一緒に練習を行うこと
が出来るのは、東大ヨット部の売りの一つです。

Schedule

シード
9 位

不成立
1 位
9 位
5 位

新勧
ヨット部の魅力を伝える
多くのイベントがあります！

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
旧帝国七大学による伝統の一戦
今年は九州開催

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

六大学戦
六大学野球でお馴染みの
関東六大学による全日本
インカレ前の最終戦

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

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

シード
8 位

不成立
シード

8 位
4 位

18 位



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
ジブセールとスピンセール

（ 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、スピン
セールをはるためのポール
をコントロールする。

Cruiser Team

J/24 class

2018 Result

スプリングレガッタ
世界選手権
関東選手権
全日本選手権
Pre ANIORU�S CUP
ANIORU�S CUP

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多
人数で息ぴったりに動かす楽
しさがあると言える。

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
るレース志向の 5 〜 6 人乗りヨット「仰秀」で活動し
ています。近年活動を再開したにも関わらず３度の世
界選手権に出場するなど、目覚ましい発展を遂げてい
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できるのも大きな魅力の
一つです。昨年はイタリアでの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。

Worldwide Activity

Position

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/�� の世界最高峰レース
昨年のイタリア大会に出場
した

関東選手権
全日本選手権の前哨戦
関東の強豪と共に最終調整を行う

全日本選手権
世界選手権への切符をかけた
J/�� 国内最高峰レース

Pre ANIORU’ S  CUP
� 年生引退後の新体制で挑む
ANIORU’ S CUP の前哨戦

ANIORU’ S  CUP
フランスでの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

学生マッチ
ディンギーを引退した強豪校の選手と
� 対 � で行うマッチレースで争う

8 位
89 位

不成立
12 位
優勝

準優勝

J/24 world championship
全日本選手権で出場枠を獲得したため、
2018 年 8 月にイタリア北部のガルダ湖
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 世界選手権に出場。
セーリング技術を磨く一方、世界のトッ
プセーラーと交流した。
この他にも、お世話になっている社会
人チームに同行し、ドイツでのマッチ
レース、クロアチアでのオーバーナイ
トレースや、カナダ、香港でのフリー
トレースに出場。様々な艇種、ジャン
ルのレースで経験を積んでいる。



新しい取り組みなので、これ以外にも自分がやってみ
たいことを自分の手で始めることができます。何かを
始めることは簡単なことではないかもしれませんが、
その分確実に充実したものになると思います。もちろ
ん、部全体でも協力していくので気負いすぎず、一緒
に新しいマネージャー像を創ってもらえると嬉しいで
す！今まで部活に入ったことがない人も、運動が苦手
な人も、運動好きも、海が大好きな人も、そうでもな
い人も大歓迎です。磯の香りが苦手な人も、その香り
が好きになってしまうほど、チーム全体が仲が良く、
毎週末が楽しみになる部活です。私たちはあなたの入
部を心待ちにしています！迷ったら是非入ってみてく
ださい。海で充実した週末を過ごしましょう！

東大ヨット部ではマネージャーも募集しています！
マネージャーの主な仕事内容は、食事の準備や、トレー
ニング管理、他大学・OB・監督との連絡、各種イベン
トにおける事務仕事など多岐にわたります。
現在はこのような仕事内容になっていますが、近年マ
ネージャー改革中ですので、やってみたい事を提案す
ることも可能です！ 1 年生のフレッシュな意見が欲し
いので、臆せず提案してもらえると、とても嬉しいです。
 また、新たな取り組みとして東大生のマネージャーを
大募集しています！東大生マネージャーの場合は、大
会の手続きや会計などの主務的な仕事や、レスキュー
ボートに乗り、海で部員をサポートするといった仕事
内容を考えています。

Manager Team

FAQ
Q1. 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。

Q3. 学業との両立はできる？
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。実際に、忙しいといわれる工
学部に在籍する先輩や、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。

Q2. 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ます。

Q4. 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。

Timetable

Coach
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。

小松一憲氏
愛称　小松さん

6:30
6:35
7:10
8:00
8:30
16:30
16:45
17:00
18:00
19:00
19:30
19:45
22:30

起床
体操
朝食
艇庫ミーティング
出艇 
着艇
小松さんミーティング
トレーニング
クラス別ミーティング
夕飯
掃除
全体ミーティング
消灯



Member Introduction

4 年
磯野洋佑

学部：工学部機械工学科
出身：岡崎高校（愛知）
役職：クルーザー班主将
圧倒的有能さで職務をこなし仰秀を支えるパ
パ。船の上ではトリマーを務め、さらに今年
はクルーザー班の主将となり、チームを率い
ての活躍が期待される。彼の運転する車では
乃木坂以外の曲が流れることはない。

4 年
小野万優子

学部：教養学部教養学科超域文化科学分科表象文化論コース

出身：西南学院高校（福岡）
役職：ディンギー班主将
福岡から来た天使系 470 スキッパー。東大
ヨット部で初めて、女性のディンギー班主将
となった。本人は素で出てしまうというあざ
とい口調の助けもあって、今年のヨット部を
明るく円満にまとめ上げてくれるだろう。

4 年
多賀谷光

学部：農学部応用生命科学課程生命化学・工学専修

出身：栄東高校（埼玉）
役職：ディンギー班副将、会計
いつも明るく元気な彼は、まさにヨット部の
太陽。スナイプ班唯一の四年生としてスキッ
パーに転向したが、人一倍の向上心でメキメ
キと腕を上げている。全日本での勝利を期し
て、今日も海に出て闘志を燃やす。

4 年
塚本将史

学部：理学部地球惑星環境学科
出身：逗子開成高校（神奈川）
役職：470 チームリーダー、主務
強風超大好き系の 470 スキッパー。強風吹き
荒れるなかでヨットに乗ると笑いが止まらな
いらしい。筋トレと直後のプロテイン摂取を
日課とし、体づくりに余念が無い彼が、470
リーダーとしてチームを引っ張る。

4 年
塚田美駒

学部：聖心女子大学文学部
出身：今治西高校（愛媛）
役職：マネージャー
誰もが認めるスーパーマネージャー。頭の回
転の早さと適切な立ち振る舞いは、他の追随
を許さない。下級生マネを愛し、世話を焼く
が、畏敬の念を抱かせてしまっているのでは
ないかと心配そうなご様子。

3 年
戸沢真矢

学部：農学部環境資源科学課程生物・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、トレーニング大臣
おしゃべりが止まらないスナイプスキッ
パー。練習での指摘から下ネタまで同じ調子
でしゃべり続けるが、多くが繰り返しとも言
われる。膨大な仕事をこなして学連を取り仕
切りながら、筋トレと練習に励んでいる。

3 年
松前亮平

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：引っ越し大臣
ドライスーツの恩恵により、朝の準備で誰よ
りもゆとりある時間を過ごす。普段からのん
びりしているが、やる事は要領よくこなす。
このところ下級生スキッパーが出てきたこと
で、自身の成長が再評価されている。

3 年
吉武宗浩

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：スナイプチームリーダー・新勧
福岡出身、経験豊富なスナイプスキッパー。
溢れる熱意でスナイプチームを牽引する。昨
年の関東インカレ決勝では「幻の上マーク
トップ」が話題に。陸でも海でもユニークな
発言で場をやわらげるのを得意とする。

3 年
美間亮太

学部：工学部計数工学科
出身：灘高校（兵庫）
役職：常務
仰秀班で頑張る、いつも笑顔の関西人。あだ
名は「マミー」。目の前のことには常に全力、
苦手とする細かい作業も努力でカバーしてし
まう。彼は今日も小網代の地で、ガッツ溢れ
る部活人生を送っている。

3 年
野村大善

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：会計
北の大地からやってきたスナイプクルー。無
尽蔵の体力を備えており、辛そうな顔ひとつ
見せずハイクアウトに出続ける。何事にも適
度な距離と優しさをもって接するため、よく
特徴が無いと言われてしまう。

3 年
永田裕之

学部：工学部航空宇宙工学科
出身：麻布高校（東京）
役職：常務、ホームページ・SNS大臣
理系きっての難関学科への進学を果たす一
方、部においてもクルーザー班での活動とス
ナイプスキッパーを両立する、ストイックな
秀才。期限を守らない部員への不満をこぼし
つつHP等の役職を粛々と遂行している。

3 年
阿部佑真

学部：教養学部理科一類
出身：東海高校（愛知）
役職：会計
圧倒的マイペースなスナイプクルー。ミー
ティング中でもなんでも、よく寝る。ぼーっ
としているように見えるが、実は色々考えて
いるらしく、オフ返上で自主練するなど意識
の高さも垣間見える。得意技は言い訳。

3 年
春日健志

学部：経済学部経済学科
出身：海城高校（東京）
役職：クルーザー班副将
小学生の頃からヨットに乗り、その知見をい
かしてクルーザー班のヘルムスマンを果たし
ている。世界を見据えて語学の習得に努める
ほか、イタリア料理の腕も相当なようだ。そ
のうちイタリア人になりそう。朝に弱い。

3 年
斉藤太朗

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：合宿所・工具大臣
どんな小さな秩序の乱れも見逃さない、繊細
この上ない「たろう ( さん )」。下級生への指
導内容もまた詳細かつ膨大である。今年は遂
にクルーからの転向を果たし、レギュラース
キッパー争いに名乗りを上げた。

3 年
齋藤道

学部：教養学部学際科学科地理・空間コース

出身：日比谷高校（東京）
役職：部バイト大臣
大学以前にもヨット経験がある仰秀メン
バー。一年生の練習を指導した時は、やわら
かい物腰と海での落ち着きによって、荒れる
コンディションに翻弄される下級生に安心感
を与えた。合唱にも力を入れている。

3 年
大橋徹也

学部：工学部応用化学科
出身：開成高校（東京）
役職：SNS・レスキュー大臣
温和だが、自分の世界に入りがちな 470 ク
ルー。周りに無関心に見える時もあれば、話
をよく聞いてくれる時もある。ただし聞き役
におけるコメントは極めて端的で身も蓋もな
いことがよくある。良い先輩。

3 年
天木悠太

学部：法学部第 1類
出身：筑波大学附属駒場高校（東京）
役職：総務
行動力とコミュ力に抜きん出た、自由人。レー
スの勝ち負けを楽しむ姿は快活で、見ていて
清々しい。470 のエースクルーとして、文字
通り「身を呈して」下級生スキッパーの実力
の引き上げに尽力している。



2 年
尾澤颯

学部：教養学部文科三類
出身：麻布高校（東京）
役職：ホームページ・天気大臣
踊りとも体操ともつかない不審な動きと、先
輩が認めたギャクセンスを駆使して、入部当
初から自らいじられキャラを作り上げた。率
先してボケをかますが、心には繊細なところ
もある。

2 年
古関鴻一

学部：教養学部文科二類
出身：筑波大学附属駒場高校（東京）
役職：学連
ハードで充実した生活を求めて学連に飛び込
んだ、彫りの深い顔の人。学連ではデキルや
つとして評価されているようだが、彼が言う
とあらゆる言葉がネットスラングに聞こえる
という困った特徴がある。何気に筋肉マン。

2 年
落合輝

学部：教養学部文科三類
出身：東海高校（愛知）
役職：部室大臣
炊飯器のマルチ機能でケーキを焼くようなマ
メな男だが、怠惰な性格はとうに同期に見透
かされている。いつ訪ねても部室で弁当を食
べているといわれ、そのまま部室大臣の席に
おさまった。きれいな部屋と寮生活を愛する。

2 年
上野裕斗

学部：教養学部文科三類
出身：南多摩中等教育学校（東京）
役職：SNS大臣
同期で最も遅く生まれた彼だが、スナイプ
チームが誇る有能の士。大会中は珠屋番を生
き甲斐としている。節約の鬼であるとともに、
言語の習得と旅行を無上の喜びとする者であ
り、歩いて世界一周などと言いだしかねない。

2 年
足立裕次郎

学部：教養学部理科一類
出身：麻布高校（東京）
役職：レスキュー大臣
自分の中に確固たる優先順位を持つ、運動部
らしからぬザ・マイペース人間。モチベーショ
ンが乱高下しがち。中高時代はオーケストラ
部で、下重の歌に対して「音程ずれてるよぉ
〜」というキラーワードを繰り出した。

3 年
青柳佳保里

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
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。また、インフルエンサー的存在の彼女
から、様々なジャンルのオススメを聞くこと
で女子力を上げてもらった気分になれる。

3 年
丹羽美森

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
可憐なお嬢様といえばこの人。儚げな見た目
からは想像ができないほどサバサバ系女子。
様々なことに興味を示す彼女は、挑戦しすぎ
て毎日がハードスケジュール。そんな毎日を
楽しげに過ごす力が彼女の魅力である。

3 年
松島優季

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
何をしても楽しそうにしているので見ている
こちらが幸せになってしまう。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
困惑させがちだが「えへへ」で全てを完結さ
せる。ちなみに筆者の来世の夢は彼女の祖母。

3 年
濱田眞珠

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
いつも明るく、雰囲気を和ませてくれる天真
爛漫ガール。追いコンでは司会を務め、その
美声を知らしめた。部員が大好きすぎて、自
分のものにしようとしているのか、先生・先
輩・お父さんなどと呼んでいる。

3 年
多賀谷早

学部：東京聖栄大学管理栄養学部
出身：本庄東高校（埼玉）
役職：マネージャー
3年マネージャー最年少にしてこの風格と肝
の据わり具合。また、カメラの腕も磨きがか
かっており、プレーヤーの嬉しそうな顔が以
前より増えたように思う。「カメラマン・早」
の活躍がこれからも楽しみだ。

3 年
坂上雪乃

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
気づいたら仕事が終わっているのは、働き者・
雪乃ちゃんのおかげ。台所が綺麗なのも、綺
麗好き・雪乃ちゃんのおかげ。テキパキ族・
雪乃ちゃんの姿は「みんなのお母さん」その
もの！

2 年
廣瀬克樹

学部：教養学部文科二類
出身：浅野高校（神奈川）
役職：会計、ホームページ大臣
沈をしても、凍えるような雨のレスキューで
も、いつも変わらず涼しい顔をしている 470
クルー。ハンドボール部で培った体力は未知
数で、今後の活躍が期待される。実家が八景
合宿所から近くて羨ましい。横浜弁を話す。

2 年
菅野涼音

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
SNS界を飛び回り、人間関係の裏の裏まで知
り尽くすネット魔女。掃除を好み、買い出し
での節約に厳格など、中身は意外と庶民的。
渋谷を歩くと遭遇することが多い。また、PV
作成能力は尾澤と並んで随一である。

2 年
益本一秀

学部：教養学部理科一類
出身：栄光学園高校（神奈川）
役職：時報大臣
ダヴィデ像の如き美しい体躯と、同期にイン
ターンの紹介をする有能さを備えた彼は一見
すると完璧東大生だが、口を開くと突然ボロ
が出るらしい。ボロひとつ無いと妬まれるか
ら丁度いい。入部当初からクルーザーひと筋。

2 年
古橋恒太

学部：教養学部理科一類
出身：筑波大学附属高校（東京）
役職：トレーニング大臣
入部当初は、その先輩感とボート部で養った
ストイックさに対して気後れする同期もいた
が、合宿を重ねた今は頼れる仲間になった。
よく働き、マネージャーへの「ありがとう」
も忘れない。平均 9時間は寝ているらしい。

2 年
齊藤崇

学部：教養学部理科一類
出身：六甲学院高校（兵庫）
役職：引っ越し・部バイト大臣
合理的な関西人。真顔から繰り出されるツッ
コミやエピソードトークは外れなしに面白
く、周りには常に笑いがある。全日本の宿で
誕生日を祝われて、述べた抱負は「自分なり
に生きる、やな」。今日も彼は飄々と生きる。

2 年
童菲

学部：教養学部文科一類
出身：上海市甘泉外国語学校（中国）
役職：工具大臣
日中英の各言語を自在に操る、国際派女子プ
レーヤー。フットワークの軽さと唐突さは尋
常ではない。大変な状況にあっても、いつも
何でもないようにエヘヘと微笑んでいる。写
真をなかなか撮らせてくれないのが残念。

2 年
中野陽

学部：教養学部文科二類
出身：筑波大学附属駒場高校（東京）
役職：SNS大臣
サラリーマン的な明るさを武器にクルーザー
班を生きる。彼の声は駒場東大前駅の雑踏で
もすぐわかる。夏はフィリピンに行き、現地
の子と肌の黒さで張り合えることを証明して
きた。ウィンクや「どつき」など挨拶が独特。

2 年
長岡誠

学部：教養学部理科二類
出身：岡崎高校（愛知）
役職：会計、新勧補佐
鏡を見て「この顔面はスナイプクルーだ」と
悟った覚者。しばしば名言を放ち、曰わく「人
がむいた梨ほど美味い梨はない」。ぼんやり
して見えるがぶつぶつ言いながらよく働き、
気づけばヨット部に必須の存在になった。

2 年
鈴木智貴

学部：教養学部理科一類
出身：開成高校（東京）
役職：東北大戦
イケメンの無駄遣い甚だしい天パ君。彼の頭
が空っぽだからか、とにかくニュートラルな
イメージをまとっている。しばしば文句を言
いつつも、めげない熱意と根性でスキッパー
の座を狙う。

2 年
下重智華子

学部：教養学部理科二類
出身：札幌南高校（北海道）
役職：新勧補佐、SNS・カメラ大臣
アカペラサークルにも所属し、いつでもどこ
でも唐突に美声を響かせる。大会のたびにそ
の明るさで人の輪を広げている。名字よりも
「ちか」と呼ばれたいらしいが、一人称は「下
重さん」。痩せれば可愛いとの定評がある。

2 年
横川あみ

学部：聖心女子大学文学部
出身：聖心女子学院高等科（東京）
役職：マネージャー、学連
いかにも親しみやすい雰囲気だが実は小学校
から聖心に通うブルジョワのお嬢様。自転車
にうまく乗れない。とはいえマネージャーと
しての仕事はしっかりこなしており、彼女が
かける起床の合図はパッと起きれると評判。



　　葉山

　小網代

神奈川県

2019 新勧スケジュール
4/1, 2　サークルオリエンテーション
駒場でヨット部について紹介します。1 号館 106
号室で行われます。

4/6, 7, 13, 14　試乗会＠葉山
ヨット発祥の地、湘南葉山での試乗会です。

4/9　新勧コンパ＠渋谷
部員と社会で活躍している OB・OG との食事会
です。

4/20, 21　体験練習＠葉山
部員の普段の練習の体験ができます。

4/28, 29, 5/1, 3　小網代試乗会
ヨット部クルーザー班の本拠地にて、クルーザー
試乗会が行われます。

新勧代表　吉武宗浩
（3 年工学部システム創成学科）

TEL  : 090-7150-2640
Mail : utsailing2019@gmail.com
Twitter : @utsailing2019
部室 : 学生会館 104B の右側

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

試乗会の参加費は無料！集合は駒場正門で、部員が
試乗会の会場まで案内します。ヨットに乗れる貴重
な体験ができるほか、BBQ もあります！毎年大人気
で、来れる人数に限りがあるので、早めの連絡をお
すすめします。

ヨット部 Facebookヨット部ホームページ ヨット部公式 LINE




