
《試合結果》
●７－80　対東洋大
　６月 13 日、本学けやきグラウンド
で、第 10 回関東大学春季大会が開催
された。本学は C グループで東洋大学
と対戦した。
　試合は開始直後から、相手の猛攻を
受ける苦しい展開となった。本学がディ
フェンスの開始２分。22 メートルラ
イン付近で激しい攻防戦を繰り広げる
も、スクラムで押し負けてしまい、相
手のトライで先制点を許した。追い付
きたい本学も相手の勢いのある攻めを
タックルで阻み、ゴールラインへ迫る。
しかし、ペナルティーが続き、得点に
はつながらない。前半はスクラムで勝
ちきれない展開が続き、試合の主導権
を握られた。失点が重なり、前半を０
－ 45 と大差で終えた。
　本学のオフェンスから再開した後半。
両チームでキックパスを用いた長距離
のプレーが続く。ラインアウトからボー
ルを受けた SO 髙島大聖（法律２）が
ゴールラインへ迫り、LO 荒川紘章（物
質生命４）がタックルでボールを奪う

など果敢に攻めるが、相手の守備は崩
せない。トライを重ねられた本学は点
差を広げられていく。しかし、後半 41
分、CTB 糊谷憲信（物質生命３）がディ
フェンスを突破し、ゴールライン近く
まで走り抜ける好プレーを展開。本学
は相手のタックルを受けながらも粘り
強くインゴールに近づいていき、トラ
イに成功する。続く WTB 鈴木康太（経
済経営４）のゴールを合わせ、７点を
決めた。勢いに乗りたい本学であった
が、強固な相手ディフェンスを突破で
きない。終了間近にもトライを決めら
れ、ここでノーサイド。終始攻めきれ
ず勢いに押された本学は、７－ 80 で
黒星となった。　     　（田尻那奈海）

　本学で行われた対東洋大戦。敵陣深
くまで攻め入る場面も見られたが、終
始厳しい戦いとなった。試合後、監督
の池田元さんと副将の平松東悟（経済
経営４）が動画でコメントを発表。試
合の振り返りと今後の意気込みを述べ
た。コメントは以下の通り。
――今回の試合を振り返って

池田監督：今日の試合では、80 分間
を通して相手の激しいディフェンスと
アタックに圧倒されました。本学のや
りたいプレーにつながらず、なかなか
思うようにいきませんでした。
平松：チーム全体として、１on １の
部分で相手を圧倒するという思いを
持って試合に臨みました。しかし、相
手の強いキャリーに終始後手に回って
しまい、自分たちの望む試合展開がで

きませんでした。
――今後の試合への意気込み
池田監督：試合の中で発見できた課題
を持ち帰り、次の試合に生かしていき
たいです。引き続き応援のほど、よろ
しくお願いいたします。
平松：課題にも挙がりましたが、相手
を１on １で圧倒できるようにしたい
です。自分たちのリズムで試合を展開
したいと思います。　　（田尻那奈海）

　近頃「ウマ」に注目が集まっている
のをご存じだろうか。本学にも馬術部
が存在し、部員たちは現在３頭の馬と
生活を共にしている。活動内容を吉田
夕真さん（日本文３）に語ってもらっ
た。
　馬術競技には馬場馬術と障害馬術の
２種類があり、年に３回大会に参加し
ている。馬場馬術では決められたコー
スを歩く美しさを、障害馬術では障害
物を飛び越えるタイムを競う。吉田さ
んは、初めて障害物を飛んだ時の感動
は忘れられないと振り返る。また、同
部の魅力は動物と触れ合えることだ。
普段は馬の運動や餌やり、手入れなど
の世話を 14 人の部員でシフトを組ん

で行っている。部員で一緒に過ごす時
間が長いため、互いを家族のように感
じているという。
　今後は、地域に貢献し馬術の知名度
向上と活性化に力を入れていく。そ
の一歩として今年３月には、公益財団
法人武蔵野生涯学習振興事業団と協力
し、小学生向けの乗馬体験を行った。
例年行う桜祭や欅祭での乗馬体験に加
え、本年度も実施する予定だ。馬と触
れ合うことが、人と人とのつながりを
生んでいる。　　　　　　（秋田彩夏）

　近年、若い選手の活躍が目立つゴル
フ。本学ゴルフ部の部員たちも日々練
習に励んでいる。そこで、主将の布施
龍さん（経済経営４）に同部の活動に
ついて聞いた。
　活動日は、火曜日と木曜日、土曜日。
火曜日と木曜日は約２時間の打ちっぱ
なし練習、土曜日は打ちっぱなし練習
と９ホールのコース練習に取り組んで
いる。また、合宿を年に数回実施。夏
と冬の全体合宿に加え、代表選考を兼
ねた合宿や新入部員向けの強化合宿も
ある。団体戦形式の春と秋のリーグ戦
や、個人戦形式の関東学生ゴルフ選手

権予選会、朝日杯に向けて鍛錬を重ね
ている。
　同部の特徴は、団体練習に多くの時
間を割いていることだ。大学からゴル
フを始めた人が大半だが、互いに教え
合い、技術を高めることができる。ま
た、ゴルフの上達には技術練習だけで
はなくメンタルの管理も欠かせない。
うまくいかない時に動揺せず、気持ち
を切り替えられるかどうかで試合結果
も大きく変わる。布施さんは「ゴルフ
部の活動を通して、他人との協調性や
社会でのマナーを身に付けることがで
きる」と語った。　　  　（篠田悠斗）

　大学入学後、運転免許を取得する学
生も多い。自動車は交通手段の一つで
あると同時に、趣味や競技としての側
面も持つ。本学においても大学体育館
の裏にあるガレージで、自動車の整備
に汗を流す学生たちがいる。今回は彼
らの所属する自動車部を取材した。
　同部は、年に２度参加する軽自動車
耐久レースでの完走を目指し、日々活
動している。このレースではサーキッ
トを５時間走行し、その周回数で順位
が決まる。昨年は車両の部品がレース
中に破損したため、途中棄権となった。
副部長の楯谷慶氏さん（政治３）は、
今年の８月に行われる同レースでは、
絶対に完走したいと意気込む。
　普段は主に自動車の整備を行う。特

《試合結果》
●２－３　対順天堂大
　６月 12 日、大田スタジアムにて東
都大学野球春季リーグ戦（３部）が行
われた。４部への入れ替え戦出場を避
けるための重要な一戦。相手は前回６
－３で勝利した順天堂大だ。
　本学は初回、二死からチャンスをつ
くるも無得点。守備では、先発投手の
甲斐秀聖（現代社会３）が直球を軸と
した投球で三者連続三振を奪う。続く
二回、三回も両チームの投手が直球と
変化球で打者に的を絞らせず打ち取
り、序盤を互いに無得点で終える。試
合が動いたのは四回裏。一死からヒッ
トとエラー、そして四球で満塁のピン
チを迎えると、外の変化球をライト前
に運ばれ２点を失う。続けざまに左中
間に二塁打を打たれ、０－３と突き放
される。差を縮めたい本学は、五回表
に二死から連打で二、三塁の好機をつ
くる。しかし、相手投手を打ち崩せず

得点には至らない。その裏、２番手の
飯塚洸太（政治１）が二死一、三塁の
ピンチを背負うも、力のあるストレー
トで三振を奪い無失点に抑えた。
　六回表に連打で一死満塁と一打逆転
の場面をつくるも無得点。六回、七回
を三者凡退で抑えると、八回表にこの
回先頭の４番上原和浩（システム３）
のヒットをきっかけとし、一死一、三
塁の好機を迎える。このチャンスに

７番仲田亮太（総合経営２）が、甘く
入った直球を逃さず左中間へ二塁打を
放ち、２点を返す。その後もチャンス
は続くが相手投手が粘り、この回は２
点止まりとなる。九回表、１点ビハイ
ンドとなり何とか追い付きたい本学で
あったが三者凡退。２－３で試合終了
となった。
　試合後、副主将の小林駿也（経済経
営３）は「勝負どころの集中力が相手
の方が上だった。投手はよく抑えてい
たが、守備のミスが失点につながった。
入れ替え戦では自分たちの力を発揮し
必ず残留する」と語った。　
 　　　　　　　　　　　( 齊藤睦典 )

　部活動やサークル活動などで、運動を
長期間継続して行う学生は多い。しか
し、生理的な疲労が十分に回復しない状
態でトレーニングを続けると、オーバー
トレーニング症候群に陥る危険性があ
ることを知っているだろうか。
　オーバートレーニング症候群とは、運
動の質と量が過剰なために、疲労が十分
に回復しないまま蓄積して起こる慢性

疲労状態を指す。軽症の場合は、競技成
績の低下や強度の高いトレーニングを
こなせない程度の症状にとどまる。しか
し、中等症になると、筋肉痛や関節痛、
睡眠障害、鬱状態など日常生活にも支障
を来す。重症では、ほとんどトレーニン
グができない状態に陥る。
　この病状は練習熱心で責任感の強い
人ほど陥りやすいと言われている。また、
新入部員も不慣れなトレーニングや環
境の変化によるストレスで発症しやす
いため、注意が必要だ。オーバートレー
ニング症候群の回復には休息以外の方
法はなく、完治まで数カ月から数年かか

ることもある。疲労をため込まないとい
う予防意識はもちろん、日頃から体調を
チェックし、異常を見つけたら診断を受
けることも重要となる。
　校医の河合祥雄先生は、予防として行
うべきことに「運動・休養・栄養のバラ
ンスを保つ」「体調をチェックする習慣
をつける」「競技成績低下の原因を安易
に練習不足だと考えない」の三つを挙げ
た。トレーニングは月曜日と木曜日など
週２回、２日間の休養を挟み行うと良い。
練習はうそをつかないというが、やりす
ぎは逆効果であることを覚えておきた
い。　　　　　　　　　　　（外山隼也）

《試合結果》
●７－23　対神奈川大
　５月 30 日、アミノバイタルフィー
ルドにて春季オープン戦が行われた。
本学は２年連続で関東学生リーグ戦２
部 A ブロックを制しており、今期の１
部昇格を目指している。
　開始早々から相手の力強い攻めを受
けた。しかし、これに屈しない守りで
対応し、得点を阻止。試合の流れをつ
かんだ本学は、反撃を開始した。RB
山崎佑介（経済経営３）のランニン
グプレーで 20 ヤード進めると、次の
サードダウンで QB 西山壮流（国際文
化３）が、WR 武井涼（法律３）にロ
ングパスを決める。その後もパスをつ
なげ、ゴールラインまで残り４ヤード
に迫った。相手のディフェンスライン
が立ちはだかるも、じりじりと押し上
げタッチダウン。本学が初得点を挙げ
た。キックも確実に決め、順調な立ち
上がりで７－０とする。先制した後は、
リードに甘んじない粘り強い守りを展

開し、終始相手をけん制。７－３で第
１クオーターを終えた。
　第２クオーターに入っても、攻守に
わたってスピードが衰えない。DL 田
部井孝介（経済経営４）が相手選手に
素早いタックルを決め、陣地を防衛。
しかし、続く攻撃で隙を突かれパスイ
ンターセプトを許す。そのままタッチ
ダウンされ、７－10となった。その後、
懸命なブロックで相手ディフェンスを
止め敵陣に攻め込むが、反則となり攻
守交代。逆転の糸口をつかめないまま
試合は進む。前半終了間際にも失点を
重ね、７－ 16 で試合を折り返した。
　後半、本学は積極的な攻撃を仕掛
ける。15 ヤードのランニングプレー
でゴールラインへと駆け上がるもの
の、得点にはつながらない。隙を逃さ
なかった相手に得点を決められ、７－
23 と点差が広がった。形勢の逆転を
図りたい本学だが、ここで雷雨のため
試合は中断。審判団の判断により、コー
ルドゲームとなった。
　主将の重藤遼（法律４）は「課題だっ
た試合の立ち上がりは良かったが、ス
タミナや技術面に改善の余地がある」
と冷静に振り返る。今後のさらなる活
躍に期待したい。　　　　　（高橋豪）

にレース用の自動車には、耐久性向上
や軽量化のために大掛かりな整備が必
要だ。複雑で大変な作業だが、成功し
た時は達成感がある。また、部でドラ
イブをすると、行く先で他大学の自動
車部の学生に出会うことが多い。他大
学の走行会に誘われることもあり、交
流の輪が広がる。楯谷さんは、車好
きの仲間との会話や整備が楽しいと語
る。車好きの学生は彼らのガレージを
訪れてはいかがだろうか。（三瓶純一）

《試合結果》
△３－３　対青山学院大
　６月12日、第54回東京都大学サッ
カーリーグ戦１部第 10 節が行われ
た。同リーグでいまだに白星のない本
学は、今季初勝利を目標に青山学院大
戦へ臨む。
　開始直後は互いに攻めきれず拮抗し
た展開となったが、前半 20 分に相手
に先制点を許す。さらに、センターラ
インからドリブルで攻め上がってきた
相手選手を倒してしまい、PK で０－
２と点差を広げられた。流れを変えた
い本学は、前半 33 分敵陣ゴール前で
ボールを奪い絶好のチャンスを得る。
シュートを相手 GK に止められるも、
このプレーを皮切りに本学の反撃が始
まった。前半 36 分、敵陣左奥で MF
芥川和志（経済経営３）がゴール前に
絶妙なパスを供給する。アシストを受
けた DF 加島大貴（政治４）がゴール
へ押し込み１点を返した。その後得点
はなかったが、本学のペースのまま前
半を１－２で折り返す。
　後半、本学は前半終了間際の勢いを
そのままに、追加点を目指す。後半６
分、敵陣右奥から上がったセンタリン
グに、MF 大峡龍冴（経済経営３）が

合わせにいくと、相手のファウルで
PK を獲得。冷静に決め、２－２の同
点に追い付いた。本学はボールをキー
プし続け、相手に攻撃のチャンスを与
えない。そして後半 22 分、加島が大
峡のコーナーキックに合わせ相手ゴー
ルのネットを揺らす。３－２と逆転に
成功した。その後も本学は、守備の手
を緩めることなく相手の猛攻を退け
る。しかし、試合終了間際にディフェ
ンスが崩れ失点。同点に追い付かれ、
３－３の引き分けとなった。
　序盤は相手チームのペースで試合が
進み、攻めきれない場面もあった。し
かし、２点ビハインドから逆転すると
いう本学の底力を感じる試合展開と
なった。今後の同リーグでの本学の活
躍に注目したい。　　  　  （田中智也）
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