
 

 新春の候、先生方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、今年度の東医体は宮城県閖上の地で開催され、今までに前例を見ない二連覇を成し遂げることができま

した。さらには、関東医科歯科体におきましても三連覇を果たし、部員一同とても充実した夏となりました。 

夏の東医体後には代替わりをし、東医体三連覇に向けて部員一同今一度気を引き締めて秋練に臨み、現在はオ

フ期間となっております。 

今回の部報は、夏の東医体、医科歯科の結果を中心にお届け致します。 

 

 今年度の東医体は、レース艇 5 艇、レースメンバー12 人で臨みました。2020 年の東京オリンピックのヨット

競技が例年使ってきた江の島で開催される影響で、初めての宮城県閖上での開催となりました。 

5 月に新歓を終えて７人の新入生を迎え、新体制が始まって間もなくレース艇 5 艇を江の島に陸送し、3 週間土

日に通って短期の合宿を行いました。江の島では、外洋である閖上の海面や風を想定して練習し、関東 470 選

手権予選レースにも出場して大きなフリートでのレース経験を積むことができました。その後は全員で稲毛で

練習を積み、７月末に全 9 艇を閖上に陸送して大会期間を含め 3 週間合宿を行いました。慣れない海に戸惑い

もありましたが、毎日海面や風の傾向をチームで共有し、限られた期間の中で最大の対策を行うことができま

した。 

今年度の東医体は以下の日程で開催されました。 

8/6 東医体プレレース  

8/7 開会式・女子戦(全２レース)  

8/8～8/10 東医体本戦(全 7 レース) 

8/10 の東医体最終日には表彰式・閉会式も行われまし

た。  
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東医体の結果は以下の様になりました。 

 

団体戦 

優勝 千葉大学 35pt 

準優勝 筑波大学 67pt 

３位 横浜市立大学 67pt 

４位 順天堂大学 111pt 

５位 東北大学 123pt 

６位 東邦大学 138pt 

 

個人戦 

優勝  JPN4581 スキッパー：辻本慈瑛             11pt(７レース) 

クルー：川島泰世/森田夏希 

第 3 位 JPN4413  スキッパ―：八木はるか           10pt (4 レース) 

           クルー：岡本和也 

    JPN4305  スキッパ―：志村和佳             31pt (3 レース) 

           クルー：片山一志 

第 12 位 JPN4486 スキッパ―：榎並奏                21pt (4 レース) 

           クルー：浜辺美波 

    JPN4465 スキッパー：村田桜子       58pt (3 レース) 

           クルー：菅波創太郎 

 

女子戦 

優勝  JPN4413 スキッパ―：八木はるか   2pt 

           クルー：岡本和也 

第 2 位 JPN4305 スキッパ―：志村和佳        6pt 

  クルー：片山一志 

第 6 位 JPN4465 スキッパ―：村田桜子        16pt 

           クルー：菅波創太郎  

  

←東医体レースメンバー。 

表彰式にて優勝杯とともに。 

個人戦優勝 

JPN4581 辻本・川島/森田ペア 

JPN4486 榎並/浜辺ペア 

JPN4465 村田/菅波ペア 

JPN4305 志村/片山ペア 

女子戦優勝 

JPN4413 八木/岡本ペア 



   

１日目、閖上特有のうねりのある南風微風のコンディショ

ンで第１レースのスタートが切られました。１上タイムリミ

ットである 30 分に迫る 27 分で JPN4581 が回航し、辛うじて

レースは成立しましたが、振れも大きくある中で風は次第に

落ちていき我慢のレースとなりました。しかし、その中でも

千葉大学の 3 艇は全艇その実力を発揮し、JPN4581 がピンで

フィニッシュしたのに続き、JPN4413 が 2 位、JPN4486 が 4

位でフィニッシュしました。第 2 レース、第 3 レースも大き

な振れに翻弄されるレースとなりましたが、３艇ともに会心の走りを見せ、2 位の横浜市立大学に 23 ポイ

ント差をつけ暫定首位で一日目を終えました。 

1 日目の勢いそのままにさらに差を広げて最終日につなげたいと臨んだ 2 日目は、風待ちを行ったのち出

艇し 4 レース目をスタートしましたが、風が安定せず無情にもノーレースとなりました。 

3 日目は第４レースから第 7 レースまで全 4 レースを行いました。２日目にレースが成立しなかったこと

を考慮し SI が変更されたため、途中でレース艇を入れ替え 5 艇全艇がレース艇として出場しました。接近

してきていた台風の影響か大きなうねりのある海面に加え、閖上ではほとんど経験したことのなかった陸

風で対応力の問われる難しいコンディションでしたが、第 4 レースで JPN4581 が抜群の安定感でピンでフ

ィニッシュを決め、千葉大学に大きく流れを引き寄せました。最終レースとなった第 7 レースは、軽風メ

ンバーで臨みましたが風が吹きあがり、3 日間通して初めての強風でのレースとなりました。しかし 3 艇す

べてシングルでフィニッシュし、悲願の連覇を果たすことができました。 

前年度優勝を果たし、連覇への大きな期待が高まる中で優勝という結果を残せたことは、レースメンバ

ーだけでなく、常に最良を求めて尽力し応援してくれた 6 年生、初めての閖上での合宿を全力で支えてく

れた医科歯科レースメンバー、慣れない環境で一生懸命仕事をしてくれた１年生のおかげであると感じて

います。 

そして何より、日ごろから恵まれた艇数、環境で練習を積むことができているのは、OB の先生方の厚い

ご支援の御蔭です。今回の東医体も、閖上開催にもかかわらず足をお運びいただいた沢山の OB の先生方の

ご声援は、間違いなく私たちにとって大きな力になりました。部員一同、心より感謝申し上げます。 

二連覇を果たした今、改めて気を引き締めて日々の練習に励み、三連覇につなげていきたいと思ってお

りますので、今後とも応援よろしくお願いいたします。来年の東医体でも沢山の先生方にお会いできるの

を楽しみにしております。 

 

 

 

 

 

↑漁船から見守る OB の先生方 



5 年間を振り返って 

千葉大学医学部ヨット部平成 31 年度キャプテン 村田桜子 

 

東北の広大な海で、最後に吹き上がった強風の中、優勝の歓びに仲間と涙を流した時の景色と感情が、今でも

鮮明に浮かびます。今年の東医体は、うねりの強い微風から強風まで、どのようなコンディション下でも実力

を発揮することができるかどうか、試されるようなレガッタでした。3 日間 計 7 レースの末、団体戦優勝、個

人戦優勝という結果を収め、東医体 2 連覇を果たすことができました。 

 

まず、日頃より私たちの活動に目を向けてくださり、ご支援くださっている OB の先生方に深く御礼申し上げ

ます。2 年前の台風 21 号での大きな被害をはじめとし、多くの困難がありながらもそれらを乗り越えて、恵ま

れた練習環境の中でセイリングに向き合い、優勝杯を掲げることができたのは、OB の先生方の心強いお力添え

のおかげです。本当にありがとうございます。 

 

東医体を終えた時、“2 連覇がかかっているという状況でプレッシャーはなかったのか” と問われることが何度

かありました。レーメンスキッパー、そしてキャプテンとしての 1 年を振り返ると、プレッシャーを感じる余

裕がない程に、必死の 1 年間でした。自分のセイリングが上手くいかない時、チーム力に自信を失いそうにな

った時、、、至らぬ自分の姿に心が折れそうになることがありました。それでも最後に、このチームのキャプテ

ンで良かったと心から思えたのは、この部活に心の拠り所があったからに違いありません。いつでも相談に応

じて下さった先輩方、笑顔で私に話しかけてきてくれたり仕事をこなしてくれた後輩達、そして確かなセイリ

ング力と問題解決能力をもって支えてくれた心強い同学がいました。また、5 年間に渡ってヨット部員としての

生活を傍で支えてくれた家族がいました。この場をお借りして、多くの方々に感謝の意を述べさせていただき

たいと思います。 

 

5 年間を通して見てきた様々な景色は、これから先も色褪せることなく、今後の人生の糧になることでしょう。

これから先、何年経っても、“千葉大学医学部ヨット部でセイリングをしていました” と胸を張って言える確信

があります。このような部活を築き継承してくださった先輩方の期待に、自分が現役として少しでも応えたい

という想いがありました。その中で、2 年連続、東医体優勝杯に千葉大学の名を刻めたことを、改めて心より嬉

しく思います。 

 

2 連覇を果たした今、3 連覇に最も近い環境でもあり、また、自分たちの取り組み次第では優勝杯は簡単に逃げ

ていってしまうと思います。世代交代を終えて約 4 ヶ月となりますが、現在のレースメンバーは、常に試行錯

誤しながらストイックに練習に励む姿を見せてくれています。私たちはコーチとして後輩への恩返しをし、2 連

覇から 3 連覇へ繋げるべく、邁進して参ります。 

今後とも変わらぬご支援のほどどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

  

 



 

 

団体戦 

優勝  千葉大学      46pt 

準優勝 東北大学      92pt 

第３位 横浜市立大学    101pt 

第４位 筑波大学      118pt 

第５位 順天堂大学     121pt 

第６位 東京慈恵会医科大学 153pt  

  

 

 

 

 

 

個人戦 

第 2 位 JPN4305 スキッパー：塙夕稀子  クルー：阿部哲 

第 3 位 JPN4486 スキッパ―：逢坂太郎  クルー：川島泰世 

第 4 位 JPN4413 スキッパ―：鵜梶真衣  クルー：元田航世 

第 5 位 JPN4581 スキッパ―：渡邊怜   クルー：猪野凌太 

第 12 位 JPN4465 スキッパ―：小関遥   クルー：宮川宏佳 

 

今年度の医科歯科は台風接近の影響で、すべての日程が

1 日前倒して行われました。予報が安定せず大会の開催

も危ぶまれるような状況でしたが、無事全 6 レースが実

施されました。しかし台風の影響を感じさせる大きなう

ねりの中で、２日間通して微・軽風という非常に難しい

コンディションでのレースとなりました。 

レースが始まると、千葉大学が圧倒的なチーム力と層の

厚さを見せつけ、それぞれのレースで各 5 艇が役割を果

たし、2 位の東北大学の 92pt に大きく差をつけて 46pt

で団体優勝をつかみ取りました。また、個人戦でも

JPN4305 塙・阿部ペアが 22pt で 2 位、JPN4486 逢坂・

川島森田ペアも同点 22pt で 3 位という素晴らしい結果

を修めました。 

個人戦 2 位  JPN4305 塙・阿部ペア 



Facebook につきまして 

 昨年に引き続きまして、私たちの活動状況・レース結果などについて、Facebook 

に掲載しております。 日ごろの活動の様子が良く分かると、多くの OB の先生方

にご好評をいただいております。  

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。 

 

メーリングリスト移行につきまして 

 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。今年度まで使用していた 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。 

移行に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 浜辺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 浜辺 美波 

メールアドレス：minami.h0207@gmail.com 

 

 

 

 

今回は第 3５版の部報となっております。今年度東医体が閖上での開催となり、例年とは大きく異なる状況とな

りました。そんな中、千葉大学医学部が東医体二連覇という悲願を達成することが出来ましたのは、多くの方々

に応援して頂けたことはもちろんのこと、OB の先生方のご支援により日頃から充実した練習の機会に恵まれて

いることの御陰であると感じております。 

部員一同、OB の先生方からの厚いご支援に感謝し、これからの練習も一層精進して参りたいと思いますので、

今後とも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 浜辺 美波 

あとがき 

mailto:minami.h0207@gmail.com

