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はじめに	 

今年も連日厳しい暑さが続いておりますが、先生方におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。

私たち千葉大学医学部ヨット部は、今年度も 5 月に新入生を 5 人迎え、今は江の島での合宿期間に

入っております。	 

夏の東医体を控え、部員一同、優勝に向け切磋琢磨しております。このように日々練習に打ち込

めますのも、先生方の温かいご支援のおかげと部員一同感謝いたしております。	 

	 本報では、ヨット部ＯＢ会長山浦先生、顧問清水先生のご挨拶、また千葉大学全学ヨット部の監

督であり、我々医学部ヨット部の監督もしてくださっている斉藤威総監督のご挨拶、今年度入部し

た新入生の紹介、そして今年の夏の東医体レースメンバー挨拶をお届けいたします。	 

 

OB会長挨拶	 「回航（1960.7）－２」 
ＯＢ会長	 山浦	 晶	 （昭和 40 年卒）	 

	 

大学側と部員父兄会の了解をえて、1960年 7月 14日出艇と決まった。 
前日の 7月 13日にはナイトセイリング練習を行った。ディンギークラスは夜間に 
帆走する機会はないので、これも重要な準備の一環である。13 日 20 時 30 分に出向し、第 4 浮き灯台
を回り、14日午前 0時 30分に帰港している。 
14日 23時出航。測候所の情報と 22時の天気図から良好な天候が予想されていた。 
振り返ると艇庫からもれる光の中に残った部員が手を振っている。 
港内は闇が支配していたが、ひとたび港外に出ると川鉄のクレーンが何本も活発に動き、溶鉱炉の火炎

が雲を赤く染めていた。にもかかわらず、全く音がない。昼間のあの陽気な騒音はどうしたのか。やが

て船橋から五井まで見事なハーバーライツが広がっている。出航後 1 時間で第 4 浮き灯台のフラッシ
ュ・グリーン、ついでフラッシュ・レッドを認めた。次第に雲が晴れ、星が見えてくる。進路は南南西

に。わずかにうねりが出てきた。シートを海面に引きずると、ほろほろと無数の光がこぼれはじめた。

夜光虫の歓迎である。安泰なセイリングが続く。空いっぱいに広がる星たち、快い波の音。クルーはし

ばしまどろんだ。 
7 月 15 日 2 時。寒さでまどろみから覚めた。ハーバーライツは全くみえず、海上には漁火一つ見えな
い。３時 45分、月は白み、わずかに明るくなった。風が落ち、霧も発生した。 
5 時、霧が晴れ、そこは木更津沖だった。風がすっかり落ちて、ぷかぷか浮いている状態。案の定現れ



た、スナモグリ（イルカの一種）の群れ。大きな背中を見せ、シューッツという鼻息。8時 30分、微風
が吹いてきた。足の速いスナイプが陸に近づき場所を確認、盤津沖だった。9時 45分、盤津鼻浮き灯台
に全艇をもやい、「くろしお」を待って出発したが、なぎが続いた。17 時になってようやく右手に第 3
海堡、続いて第 2海堡を認め、風をリーチングに受けて快調にすすむ。夕闇が迫る頃、難所の浦賀水道
に入る。巨大な本船が激しく行きかう。19時 30分、日没と同時に、これよりは観音崎の強烈なライト
が唯一の頼りとなる。 
急速にせまる巨船をタックで避ける。衝突したら木端微塵だ！本船の引き波にディンギーは大きく翻弄

された。 
22時、ようやく本船航路を抜けたころ、風はぱったり落ちて、遠くで雷光が光った。 
「オーリングだ！オーリング！」指導艇がどなっている。漕ぎに漕いだ。3 時間ばかり漕いでも、同じ
ようなところをうろうろしている有様。まさに海流にもてあそばれているのだ。 
稲妻が走る。 
15日 1時、雷光の中に見えた陸地は鋸山だ。やがて、ヨットは快調に帆走しはじめた。目的地は近い。
誰かの口から歌が流れやがて合唱になった。渚に寄せる波の音が聞こえる。２時。やがて、センターボ

ードが砂をかむと皆待ちきれずに飛び込んだ。「おーい、着いたぞー！」と寮に駆けて行った。出航後 27
時間、36.5マイルのセイリングであった。 
今振り返ると、しみじみこれは遠い昔の話だと思う。当時にはいささか大きな冒険ではあったが。 
	 

	 

課外活動としての医学部ヨット部のシーマンシップ 
清水栄司	 （平成２年卒） 

 
まずは、今年の第 61 回東日本医科学生総合体育大会ヨット競技大会を千葉大学医学部ヨット部が主幹
ということで、安全かつ円滑な大会運営とともに、閉会式では、千葉大学に、優勝カップを手渡したい

と思っておりますので、皆さん、がんばってください。 
	 さて、私事ですが、今年度 4月 1日から、学部教育委員長という医学部の役職を担当させていただい
ております。昨年度は、学部・学生支援部会長でしたので、引き続き、学部生の皆さんの支援や教育の

窓口です。 
	 昨年度、学部・学生支援部会長の時には、医学部の課外活動としての部活動、サークル活動の支援を

強化するために、従来の顧問の教員に加えて、副顧問の教員の配置をお願いし、基本的に、正副二人で

の指導体制にしております。 
	 医学部ヨット部では、平成 5 年卒の花岡英紀教授（臨床試験部長）に副顧問をお願いしております。
花岡先生は、今年の東医体の開会式でのご挨拶もお願いしております。 
	 また、学部教育委員長として、去る 6 月 23 日土曜日の午後に、亥鼻キャンパスの医学部記念講堂で
開催された医学部後援会（医学生の保護者の方の集まりのことです）に、出席させていただき、昨年度、

実施したメンター制度（昨年度の 1 年、4 年に行ったマンツーマンでの 30 分の教育との個人面談のこ
と、私のメンティーの方、私を選んでいただき、ありがとうございます）について、保護者の方にご説

明させていただきました。その時に、課外活動団体として、亥鼻祭実行委員、運動系の部活１団体、文

科系サークル 1団体の代表がそれぞれ、大勢の保護者の前で、報告をするのですが、今年度は、医学部



ヨット部の篠原雅貴さんが、非常に素晴らしい活動報告をされていました。とても誇りに思います。 
	 医学部の課外活動は、医学部の学部学務係の事務の方々が、支援してくれております。学部学務係の

事務の方々とは、私も学部教育委員長という役職柄、非常に親密に仕事をさせていただいております。

ヨット部の現役の皆さんも、普段から、感謝の気持ちで、事務の方に、接していただきますように、よ

ろしくお願い申し上げます。 
	 遺憾ながら、学部教育委員長という役職上、どうしても、他の運動系の部活動でのアルコールハラス

メントやパワーハラスメントのような不祥事を耳にすることが多くあり、そのたびに、調査や対応をし

ております。社会全体が、コンプライアンス（法令遵守）に対して、非常に厳格になってきており、そ

れが学生のしたことだとしても、容赦なく大きなニュースとして、取り扱われる時代です。医学部ヨッ

ト部の皆さんにおかれましては、レースでの優勝や安全な大会運営ももちろん重要な目標ですが、シー

マンシップにのっとり、海でもオカでも、お天道様の下、堂々と胸を張って、将来の千葉大医学部を背

負ってたつ人材として恥ずかしくない行動を最重要目標の一つとしていただきますように、お願いしま

す。 
 
 

頑張れレースメンバー 
斉藤	 威	 総監督	 	  

 
１年生の皆さん。入学おめでとう。そしてヨット部入部おめでとう。 

そこで皆さんに二つのことを伝えたいと思います。 
一つは「続けること、やめないこと。」一つの部活の中で、自分の考えをもって、自分で創意工夫して、

多くのことにチャレンジすること。 
もう一つは「勝つこと、負けないこと。」これは部活を続けることも含めてですが、勝とうという強い

思いと、勝つための方策とその実践が大事。 
 

	 以上は昨年「頑張れ新入部員」というタイトルでこの部報に寄稿しました。 
今年は「頑張れレースメンバー」というタイトルで、１つは「続けないこと、やめること。」もう一つは

「勝てなくてもいいこと、負けてもいいこと。」という、まるで逆のようなことをレースメンバーにはお

伝えしましょう。 
 
	 まず、続けないこと、やめること。です。 
	 昨今のスポーツ界では指導者のパワハラやセクハラなどといった不祥事のニュースが絶えないとこ

ろで、とても残念です。いわゆる体育会的気質でチームを強化しようとするあまりの出来事で、指導者

は多方面から指摘されても「何が悪い。結果を出しているではないか」とやり過ごそうとしたりしてい

ます。そのことが結果は命取りとなって、自らが築き上げたものをすべて失うことになってしまってい

ます。 
	 皆さんはこのことから何を学びますか。このような指導者を批判するだけですか。私は指導者そのも

のより、そのような考えや行動を容認してきたまわりの人たちと組織の構造にあると思います。選手は

鞭を持って、厳しく鍛えることによって技も力も心も強くなるという考えは時代錯誤です。というか、



これでは真のスポーツマンは生まれません。そしてそのような考えの指導者が頂点にいて、以下コート

もそれに従わざるを得ないような指導体制では、いつまでもそのチームの暗黒時代が続いてしまいます。 
	 振り返って皆さんのチームはそうなっていませんか。上級生が下級生を理不尽な扱いでいやな思いに

させていませんか。レースメンバーは東医体に勝たんとするあまり、身勝手になったりしていませんか。

もし思い当たることがあったら、それは即座にやめるべきです。 
まず皆さんのチームではこのようなことはないかと思いますが、東医体でなかなか優勝できない、勝

ちに持って行けない原因、要因についてはどうですか。 
練習方法からレースでの戦い方まで、何かマンネリ化していることはないですか。やめてもいいこと、

続けない方がいいことはないですか。特にレースメンバーは後輩たちの明日の成長も考え、何か改善し

ていくことはないですか。 
常に考え、改善していくことはやめないで、続けてください。 
 
	 その次に勝てなくてもいいこと、負けてもいいこと。です。 
サッカーのワルドカップ予選リーグ戦のことです。日本の第３戦はポーランドとの戦いでした。後半

早々に１点を取られた日本は絶体絶命でした。この時、同時刻に戦っている同じ組のコロンビアとセネ

ガルは無得点同志でした。このまま引き分ければこの両チームが決勝トーナメントに行けますが、もし

日本が同点に追いつけば、このままではセネガルは敗退となります。しかし残り時間が多いためセネガ

ルは攻めに徹し１点をとりに行きました。コロンビアは負けたら則敗退なので、同じく１点をとりに行

きました。結果はコロンビアに１点が転がり込みました。この時残り時間は１０分少々。日本はこのま

まいけば予選突破となることから西野監督はもう勝たなくていい。負けてもいい。更に１点を取られな

い戦術に出ました。結果は思い通りになりましたが、戦わない日本に国内外から多くの批判も出ること

となりました。 
	 皆さんはこのことから何を学びますか。このようは西野監督の采配をよしとしますか。否としますか。

私は懸命だったと思います。勝とうとしない、負けでいいという不本意な気持ちを押し殺して、次の戦

いに進めることを選んだ西野監督の心の痛みを察したいと思います。つまらない試合だったという人も

いますが、それも戦術、たった１０数分の間だけ。それまでは必死の戦いでした。 
もし、ポーランドの得点が後半終了１０分前だったらコロンビアとセネガルはもっと極端に戦わない戦

術に出たかもしれません。 
	 このことをヨットレースに当てはめてみると、どのようなことが言えるのでしょうか。勝たなくても

いい。負けてもいい。と言うことです。 
一つはスタートです。スタートラインに限って言えば、明らかに上有利。だからまずは上一からスタ

ートする。つまり勝ちに行くと言うことです。 
しかし、スタートラインはもともとイーブンだったのが上有利にシフトしたもの。しばらくすれば元に

戻る。風の振れの周期からすればスター後には下に振れるはず。そして左海面にブローがありそう。上

マークも左側にある。と言うことを考えて、スタートはあえて有利側の上を狙わず、下側からスタート

する。 
このことはスタートでは勝たなくてもいい。負けてもいい。と言うことではないでしょうか。 
	 また、レガッタ終盤、いよいよメダルレース。このレースでは得点が２倍になりますが、この時相手

艇とは３点差で、３点以上負けなければ優勝が決まる。あとの艇とは関係ない点差。という状況を考え

てみましょう。つまり、相手艇に続いてフィニッシュすれば２点は追いつかれるが、優勝できる。つま



り相手艇との間に１艇入られると点差は４点追いつかれ優勝を逃すこととなる。という状況の時にはど

う戦うかです。この時にはスタート時からフィニッシュまでピッタリ相手艇にくっついて走ること。相

手艇との間に１艇も入れないで負けること。という戦術に出ることもあるかと思います。反対タックで

コースを攻めて勝とうとしないことです。負けてもいいので、むしろすぐ後ろで負け続けることで勝ち

が得られるということになります。 
先のリオのオリンピック、女子４７０級でも似たようなケースがありました。イギリスはすでに優勝

が決まっている中でメダルレースを迎えました。一番の心配は思わぬインシデントで失格したり、相手

艇に大きなダメージを与えないことでした。スタートは一番下から遅れて出て、上マークはびりでした。

びりだとインシデントは起こらないので、そのままの順位で走っていました。 
 
	 以上の通り例えは別にして、反対のことを考えたり行ったりすることも時には必要です。時と場合に

よっては、その時の状況を冷静に判断して適切な行動をとりましょう。東医体優勝はもちろんチームの

活性化や成長につながりますが、優勝に向け、優勝するためにレースメンバーが考え抜いたことをチー

ムみんなの財産としましょう。いつも考える集団であり続けましょう。 
 

今年度千葉大学全学医学部ヨット部合同での新歓コンパの様子 
今年も多くの新入生が入部してくれました。 

 

新入部員の言葉  

2018年度新歓コンパにて，医学部ヨット部では、5名（男子4名、女子1名）の新入生が入部いた

しました。	 

夏まではヨットに乗る機会こそ多くはないものの、ヨットという新しい競技に触れて積極的に

吸収しており、今後のさらなる成長に期待しております。	 

これから先もますます大きくなっていくヨット部の原動力となっていってくれると思います。	 

	 それでは新入部員たちの挨拶です。	 



阿部	 哲	 （駒場東邦） 
素晴らしい先輩に恵まれ、少しずつヨットのことを学んでいきたいと思います！ 
 
猪野	 凌太	 （東邦大東邦） 
6年間全力でヨットを続けたいと思います。よろしくお願いします。 
 
小口	 真司	 （海城） 
これからの 6年間、精一杯努力をして、ヨット部に最大限貢献できるように頑張ります！！ 
 
宮川	 宏佳	 （県立千葉） 
先輩方が繋いできてくださったヨット部の一員となることを誇りに、一生懸命頑張ります。 
 
元田	 航世	 （海城） 
微力ではありますが、先輩達と一緒にヨット部に貢献できるように６年間頑張ります。 
 

2018 年 東医体レースメンバー紹介 

今年も、医学部ヨット部の最大の大会である東日本医科学生総合体育大会（東医体）が 

近づいてきました。本戦は、8/3～8/5 に、江の島ヨットハーバーにて行われる予定です。4 日と 5

日には観覧艇も出航致しますので、是非、レースの応援にお越しください。	 

レースメンバー：5 年生 4 名，3 年生 5 名，セールナンバー：4581.4486.4413 で出場します。	 

	 それでは今年のレースメンバーの挨拶です。	 

レースメンバー全9名	 

＠江の島ヨットハーバー	 

左から順に、林、塙、	 

逢坂、凌、小関、渡邊、	 

和田、鵜梶、高橋	 



スキッパー	 

和田	 七海 

自分たちの今までしてきた練習、いろんなことを一緒に乗り越えてき

たクルー、そして、頼りになるチームを信じて、東医体優勝を目指し、

最後まで駆け抜けたいと思います。応援どうぞよろしくお願い致しま

す。 
 

高橋	 誠志郎 

先輩方から受け継がれてきた船を信じ、クルーと力を合わせていい

走りをして参ります。応援よろしくお願い致します。 
 
林	 亮佑 

プレーヤー最後の夏がやって来ました。この東医体には相当な想い

と覚悟をもって臨んでいます。OBの皆様や現役部員、家族や友人全 
ての人々の力があって私達は毎年この舞台に立てます。優勝して報い 
ることができるよう全力を尽くします。応援よろしくお願いします。 
 

凌	 将登 

この 1 年間優勝するために強い気持ちをもって練習してきました。
あとは自分自身を信じて、仲間を信じて前を走っていきたいと思い 
ます。応援よろしくお願いします！ 
 

クルー 

鵜梶	 真衣 

チームに貢献できるよう頑張ります！ 

 

逢坂	 太郎 

クルー2年間の集大成を見せられるように、最後まで全力で頑張りま
す！ 
 

小関	 遥 

千葉医のチーム力で誠心誠意優勝を目指します！ 
 

塙	 夕稀子 

最後までやれることをしっかりやりきって、悔いの残らないように頑張ります。 

 

渡邊	 怜 

チーム一丸となって頑張ります！ 

４４１３ 和田・渡邊 

４３０５ 高橋・鵜梶 

４５８１ 林・塙 

４４８６ 凌・逢坂・小関 



医学部ヨット部の夏の日程                

	 

8/1～8/5	 	 	 東医体（江の島ヨットハーバー）	 

8/1	 	 	 	 	 	 	 プレレース	 

8/2	 	 	 	 	 	 	 女子レース	 

8/3～8/5	 	 	 	 本戦（5日に引退式・幹部交代式）	 

	 

8/7～8/9	 	 	 関東医科歯科学生ヨットレース（江の島ヨットハーバー）	 

8/7	 	 	 	 	 	 	 プレレース	 

8/8～8/9	 	 	 	 本戦	 

	 

8/11～8/13	 	 稲毛合宿（稲毛ハーバー）：1年クルー・2年スキッパ－養成合宿 
	 

	 

2018年度 現役部員名簿 

 

顧問 
6年 
  
 
 
 
5年 
 
 
 
 
 

清水	 栄司教授 
阿部	 照 
遠藤	 雄二 
西川	 侑成 
廣川	 友美 
張本	 英男 
生嶋	 光 
佐藤	 玲子 
高橋	 誠志郎 
林	 亮佑 
凌	 将登 
和田	 七海 
千葉	 えみり 

4年	  
 
	 	 	 主務 
 
	 	 	 主将 
	 	 	 会計 
３年 

榎並  奏 
篠原  雅貴 
志村  和佳 
辻本  慈瑛 
村田  桜子 
八木  はるか 
鵜梶  真衣 
逢坂  太郎 
小関  遥 
塙  夕稀子 
渡邊  怜 

2年 
 
 
 
 
 
1年 

岡本	 和也 
片山	 一志 
川島	 泰世 
菅波	 創太郎 
浜辺	 美波 
森田	 夏希 
阿部	 哲 
猪野	 凌太 
小口	 真司 
宮川	 宏佳 
元田	 航世 



４４６５が来ました！ 

	 昨年10月末に上陸しました台風21号によ

り多くの艇が破損し、１艇が廃艇になる被

害を受けました。これを受けて、平成17年

卒の松村洋輔先生とトヨタ自動車東日本

(株)および日本大学ヨット部コーチの	 

関一人様にご協力をいただき、日本大学か

ら中古艇として4465を譲っていただきまし

た。来年度はレース艇としても活躍する予

定です。	 

	 今回の被害による艇の修理、中古艇の購

入にあたり、多くの先生方にご寄付をいただき、誠にありがとうございました。先生方のお力添

えのお陰で私たちはまた整った環境で練習ができております。この場を借りて厚く感謝申しあげ

ます。	 

	 寄付金の余剰分は、今後に備えて災害対策費として積み立てたいと思います。	 

	 ご質問やご意見がございましたら恐れ入りますが、以下のアドレスまでご連絡いただけますと

幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。	 

	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 

 

あとがき 

現在、私たち千葉大学医学部ヨット部は、東医体優勝に向けての夏の合宿期間に入りました。	 

全９艇を江の島に運び、整った環境で活動を行うことができますのも、日頃からの諸先生方の

ご支援ご協力のおかげと、部員一同、大変感謝しております。	 

今年の夏は私たち千葉大学が東医体の主菅校を務めております。先生方に良いご報告ができま

すよう、部員一丸となり精一杯頑張ってまいりますので、今後とも温かいご声援をどうぞよろし

くお願い致します。	 

９月には稲毛ヨットハーバーにてＯＢレースを予定しております。詳細は追ってご連絡させて

頂きます。ご多忙の折とは存じますが、多くの先生方のご参加をお待ち申げております。	 

	 

私たちの活動状況・レース結果について、Facebookに掲載しております。	 日ごろの活動の様子

が分かる、と多くのＯＢの先生方にご好評をいただいております。	 

www.facebook.com/chibamedyacht	 

	 

千葉大学医学部ヨット部４年主務	 

志村和佳	 

chibamedyacht2017syumu@gmail.com	 
 



	 Facebookアカウントをお持ちでない場合も、Webで上記URLを検索していただくとページ	 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、ページの最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。	 

	 

	 

	 

	 

編集後記	 

千葉大学医学部ヨット部夏の部報も、おかげさまで第32版を迎えることができました。今回の

発行にあたり、ご寄稿いただきました先生方には、この場をお借りして厚く御礼申しあげます。	 

	 本年度は台風被害などもあり、例年にも増して先生方にたくさんのご支援をいただき、ありが

とうございました。至らぬ点も多々あったかと思いますが、私たちの活動を温かくお見守りくだ

さり、心から感謝申しあげます。冬には、今年の夏の大会の結果を載せた部報を発行する予定で

す。先生方に良い結果をご報告できますよう、夏の東医体・関東医科歯科戦ともに部員一同、全

力を尽くしてまいりますので、どうぞご期待ください。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 ４年主務	 志村和佳	 


