
 

 小寒の候、新型コロナウイルスの感染拡大が進む中、日々医療の最前線で患者さんの治療に尽力されている

先生方に心から敬意を表するとともに、深く感謝を申し上げます。 

 今年度は新型コロナウイルスの流行により一時部活動の活動を停止し、残念ながら東医体・医科歯科大会の

開催も中止となってしまいましたが、8 月末より活動の許可が下り 5 人の新入部員も迎え来年の東医体を目標に

現在日々練習に励んでおります。 

 新歓コンパや OB レースも開催できず、なかなか OB の先生方にヨット部の活動状況をお知らせできませんで

したが、部活動の活動状況をありがたいことに多くの先生方に気にかけていただきました。ささやかではござ

いますが現在の活動の様子をお届けできたらと思います。 

 

 2020 年２月末、オフ明けを控え春練習の開始に向け各々が準備をしていた時期に新型コロナウイルスの流行

により部活動の活動停止が要請され、オフ明けを迎えることなくヨットに乗ることができない期間が始まりま

した。 

春練習の開始後まもなく予定されていた新歓も延期の後に中止。練習ができず新歓の目途も立たずに不安な

気持ちでいた中、今年度の東医体の開催の中止が４月末に決まりました。東医体、夢の３連覇に向け秋練と冬

オフの自主練に取り組んでいた最中突き付けられたこの異例の決定に、この状況下では致し方ないことだと理

解していてもやるせない気持ちでいっぱいになりました。しかしここで今まで先輩方が代々残してくださった

技術や伝統、ならびにこれまで練習で培ってきたことを絶やさないため、海に出られなくても今できることを

最大限にやろうという目標のもと、オンラインでの筋トレや勉強会を続け North Sails Japan 主催のオンライン

ミーティングに複数回参加しました。 

7 月中旬に、感染拡大防止対策を大学に提出し外部機関の総合安全衛生管理機構の評価を受け審査に通り、亥

鼻キャンパスでの許可を得た上で活動の再開を許可するとの通達がありました。練習前の検温や競技中以外の

マスク着用、食事中は距離をとることなどを挙げた感染拡大防止対策が審査を通り、8 月 22 日より部活動を再

開いたしました。久々に皆に会えた喜びとヨットに乗ることができる喜びはとても大きなものとなりました。 

10 月 3 日に新艇の進水式を行い、10 月 11 日より新入部員も新たに迎えることができました。今年度の東医

体でプレイヤーを引退し、コーチとなる予定だった 5 年生は一緒にヨットに乗ることで後輩にもう少し教えた

いという思いから秋練中コーチをしながらプレイヤーを続け、11 月 21、22 日の千葉県大学生選手権でプレイ

ヤーを引退いたしました。新体制での活動が始まり次の東医体を目指し練習に励んでおります。 
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 １１月２１日、２２日に感染拡大防止対策が定められたもと開催

された千葉県大学生選手権で東医体レースメンバースキッパーであっ

た５年生が引退いたしました。 

初日は一度出艇したものの強風によりレースは中止となってしまい

ました。２日目は順風からスタートし軽風に変わる中、４レース行う

ことができました。 

東医体の中止が決まった中で最後まで走りきった５年生の先輩の姿が

とても輝いて見えました。先輩方が教えてくださったことを胸にさらに

高みを目指して参りたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日頃の先生方のご支援により、かねてより購入を検討していた新

艇を購入することができ練習の再開後の 10 月 3 日に晴れて進水式

を行いました。 

艇番はまだ確定しておりませんが 47 番台になるかと思われま

す。新艇の購入は JPN4581 に次いで 5 年ぶりとなります。  

先生方のご支援なしではこのような素晴らしい船を迎えることが

できませんでした。心より感謝とお礼を申し上げます。また、今十

↑レースメンバーでの集合写真。

前列が３年生、後列が５年生です。 



分な艇数のもと部員全員がしっかりと練習ができているのも先生方がヨット一艇一艇を大切にして引き継いで

くださったおかげだと改めて感じております。本当にありがとうございます。 

先生方が引き継いでくださったヨットの数々とともに、今後も日頃の整備や台風対策などを十分に行い大切

に乗ることができたらと思う次第です。ピカピカの進艇のこれからの活躍に期待が高まります。 

以下、集合写真は撮影のため一時的にマスクを外しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進水式での集合写真。新艇との写真ですがセール番号は JPN4581 となっております 

 

11 月 28 日、29 日にプロセーラーの市野直毅選手を練習にお招きし、コーチングをしていただきました。 

初日は一度出艇したものの強風により帆走禁止となってしまい十分距離をとりつつミーティングを行いまし

た。ミーティングではスライドや動画を用いて講義をしていただき、部員の質問にも丁寧に答えてくださいま

した。二日目は出艇することができ市野選手にもヨットに乗っていただきながら多くのことをコーチングして

いただきました。二日間を通じてプロセーラーの考え方や練習方法を学び、実際にヨットに乗る様子を間近で

見て大変勉強となり、実りのある練習ができました。学び取ったことを今後の練習に生かしていきたいと思い

ます。 

 

 

 

 

  

市野選手との記念写真。 

大変貴重な経験ができました。 



  新入部員の言葉 

部活動の停止に伴い新歓も延期され、新歓コンパも中止せざるを得ませんでしたがSNSによる広報を続け

ヨット部の魅力を伝えるよう務めました。８月末より限られた人数でヨット体験の新歓が可能となり、今

年度医学部ヨット部には男子3名、女子2名の総勢5名の１年生が新たに入部致しました。秋からのスタート

となったものの、遅れを取り戻すという積極的な姿勢で、多くのことを学びとって吸収し急成長しており

ます。 

今後ヨット部をより一層繁栄させてくれるであろう、期待の新入

部員たちの挨拶です。 

 

 

 

赤尾 真歩 （学芸大附属） 

まだまだ初心者ですが、大会に向けて早く一人前になれるように練習頑張ります！ 

岩岡 優太（筑波大附属） 

成長しクルーとしてチームに貢献できるよう、これから先輩たちからヨットの技術を学んでいきたいです。 

植松 嵩太郎 （開成） 

先輩方に少しでも追いつけるよう、自分の出来る限り精一杯努力していきたいと思います。 

坂本 真理 （桜蔭） 

先輩方を目標にして、一生懸命ヨットに取り組みたいと思います。 

三浦 健登 （学芸大附属） 

ヨットが好きです。これからたくさんのことを学んでいきたいと思います。 

 

 

 

 

前列の 5 人が今年度の新入部員です。 



 

5 年間を振り返って 

千葉大学医学部ヨット部令和元年度キャプテン 逢坂 太郎 

 

2020 年 4 月 19 日。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、第 63 回東日本医科学生体育大会の開催中止が決定

され、私たちのレースメンバーとしての活動は終了致しました。 

私たちは東医体 3 連覇、そして我々5 年生は 2〜5 年までの出場した大会全てでの団体優勝に向けて、全日本イ

ンカレ常連校である明海大学と積極的に合同練習をしたり、ナショナルチームの選手にコーチングしてもらっ

たりと、日々新しい刺激を求め、ストイックに練習して参りました。その矢先、東医体中止決定。やり場のな

い悔しさと虚無感が残り、ヨットから少し距離をとりたいと 5 年間で初めて感じました。 

 

その後、活動自粛期間はオンラインで座学や筋トレなどを行い、8 月下旬より感染予防対策を講じながらの部活

動が再開されました。半年ぶりに出る海はいつにも増して輝いて見え、波や風は心地よく、純粋に仲間たちと

セーリングを楽しむことができました。少し距離を置いて、改めて確認することができたセーリングとヨット

部の魅力。だからこそ、この最高な仲間たちと時間を共にし、東医体を闘い、最高の夏にしたかったと強く感

じました。 

 

最後の東医体はなかったものの、私が過ごしたヨット部での 5 年間はとても恵まれていました。セーリングの

爽快感とヨット競技の奥深さを教えてくださり、引退後もヨット部のことを気にかけてくださった先輩。部活

の仕事をこなしながら、若い力でチームを盛り上げてくれる後輩。そして様々な困難を乗り越え、5 年間ヨット

に真摯に向き合い、切磋琢磨しながら共に走り抜けてきた頼りになる同学。また今のヨット部の礎を作り、多

大なるご支援をしてくださる OB・OG の先生方。このような素晴らしい環境の中でヨットにのめり込み、ヨッ

ト部を通して様々なことを吸収したこの 5 年間は一生の財産になることでしょう。千葉大学医学部ヨット部に

関わる全ての方にこの場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございました。 

 

現在のレースメンバーは 13 人と例年に比べて人数が多く、限られた時間・環境の中で、東医体優勝に向けて練

習に励んでおります。現レースメンバーの力に少しでもなれるよう、ヨット部最後の 1 年間はコーチとして後

輩への恩返しをしたいと思います。半年間のブランクがあり、東医体 3 連覇への道のりは易しくないですが、

OB・OG の先生方に来年の東医体で千葉大学医学部ヨット部の真価をお見せできるよう、部員一同邁進して参

ります。今後とも変わらぬご支援のほどよろしくお願い致します。 

 

最後に、依然として新型コロナウイルス感染拡大の影響が続いており、先生方におかれましては大変ご尽力な

されていることと拝察いたします。どうかお体にお気をつけてお過ごしください。 

 

 

 

 

  



 PayPal®導入のご案内 

いつも千葉大学医学部ヨット部に多大なるご支援をいただきありがとうございます。おかげさまで新艇を購入

し充実した練習ができておりますこと心よりお礼申し上げます。 

例年、夏の東医体や各イベント、冬の OB 訪問などで直接ご支援をいただいておりましたが、現在の状況下で

は先生方にお会いすることが難しくなってしまいました。直接お会いしてご寄付をいただくことができない場合

は寄付金の振り込みをしていただきましたが、お振り込みの手間をおかけせず更に簡単にご支援いただける方法

として、先生方からのご意見をふまえ以前より検討させて頂いておりました PayPal®︎を用いたクレジットカード

からの寄付によるご支援方法を新たに設けさせていただきました。尚、PayPal®︎のアカウントをお持ちでなくて

も登録せずに決済が可能となっております。 

 これまで通り、お振り込みでの寄付もご利用いただけます。 

  新たに導入いたしました PayPal®︎でのご寄付の方法について以下詳細をご紹介いたします。こちらは千葉大

学医学部ヨット部ホームページにも記載させていただいております。 

 

① お手数ですが chibamedyachtkaikei@gmail.com のアドレスにお名前と寄付金額をお送りください。あるい

は部員より連絡させていただいた際に連絡担当の部員に直接伝えてくださることでもお受けできます。 

 

②千葉大学医学部ヨット部の PayPal®︎アカウントを介して service-jp@paypal.com のメールアドレスより先生方

へ①で教えてくださった寄付金額をご請求させていただいたご請求のメールが届きます。 

（※アカウントの作成上、大変恐縮ですが請求者の名前が主務：宮川宏佳の個人名となっております。ご了承く

ださい。お支払い内容の詳細に千葉大学医学部ヨット部と記入させていただきます。） 

 

③メールに記載された「今すぐ支払う」ボタンを押していただき PayPal®︎アカウントをお持ちの先生方はそちら

のアカウントより、お持ちでない先生方は「会員登録をせずに支払う」をご選択ください。 

 

④「会員登録をせずに支払う」をご選択の場合、クレジットカード情報、姓名、携帯電話番号、請求先住所をご

入力いただき付していただきご寄付のお支払いが完了いたします。 

 

⑤ご寄付完了後、service-jp@paypal.com よりお支払い完了のメールが届きます。 

 

対象のクレジットカードは Visa, American Express, Mastercard, Discover, JCB となっております。 

 

メール送信のお手数をおかけしてしまいますがオンラインでクレジットカードによってお支払いが可能です

ので、ご寄付の手段の一つとして、よろしければぜひご検討ください。 

 また、寄付の方法や内容などにつきまして、ご不明点やご意見などがございましたら、お気軽に下記アドレス

までお問い合わせください。 

PayPal®︎では、メールアドレスでアカウントを管理致します。お振込みの際は、以下の千葉大学医学部ヨット部の

アカウントのメールアドレスへお願い致します。 

 

アカウント名：宮川宏佳（千葉大学医学部ヨット部主務） 

メールアドレス：chibamedyachtkaikei@gmai.com 



 

Facebook・ホームページにつきまして 

 昨年に引き続きまして、私たちの活動状況や各種行事のお知らせなどについて、Facebook 

に掲載しております。 今後活動状況がどのようになるか分かりませんが、状況が変わり次

第情報を発信していきたいと思います。  

アカウント名 ”千葉大学医学部ヨット部” 

アドレス www.facebook.com/chibamedyacht 

 Facebook のアカウントをお持ちでない場合も、Web で上記 URL を検索していただける

とページをご覧いただけます。アカウントをお持ちでしたら、ページ内の「いいね！」を

押していただけると、ページの新情報をすぐにチェックできるようになります。 

たくさんの「いいね！」をお待ちしております！お時間のある際には、是非ご覧ください。 

 また同内容を医学部ヨット部公式ホームページにも更新しております。よろしければそちらも

ぜひご覧ください。アドレス https://www.chibamedyacht.com/ 

 

メーリングリストにつきまして 

 OB の先生方に活動の報告を迅速にお送りするために、引き続きメーリングリストをイベントの日程が決定し

た際のご連絡などに使わせて頂いております。昨年度より freeml のサービス終了に伴い、Google グループに移

行して今後も情報を発信してまいりますので、ぜひご活用ください。 

移行から一年ほどたちますがメーリングリスト伴い何かご不便やご質問、ご意見がございましたら、お手数です

が、３年主務宮川までお聞かせいただけますと幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。 

千葉大学医学部ヨット部主務 宮川 宏佳 

メールアドレス：chibamedyachtshumu@gmail.com 

 

 

今回は第 36 版の部報となっております。今年度はオフ明けの延期、部活動の活動休止から始まり東医体の中

止という異例の事態となり、やりきれない思いでいっぱいとなりました。そんな中、OB の先生方がたくさん気

にかけてくださり大変励まされました。また同時に OB の先生に支えられて部活動が行えていることを改めて感

じました。心よりお礼申し上げます。部活動ができなかった５ヶ月間を終えた残りの期間は、ヨットに乗れる喜

びを再認識し、さらに新艇を迎え、短くはありましたが濃く非常に充実した楽しい時間をおかげさまで過ごすこ

とができました。長期間練習ができなかったからといって先輩方が代々繋ぎ、残してくださった伝統と技術を絶

やしてしまうことがあってはならないと思っております。今後また練習ができなかったり、大会が中止になって

しまったりすることが懸念されますが、部員一同、前を向き続けできることを一つ一つ積み重ね、精進して参り

たいと思います。 

 医療現場に置かれましては大変な状況が続いていることと拝察いたします。どうかお体にお気をつけてお過ご

しください。 

              

千葉大学医学部ヨット部主務 宮川 宏佳 

あとがき 

mailto:chibamedyachtshumu@gmail.com

