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ようこそ、慶應義塾大学へ。

君たちは今、これからの大学四年間をどう過ごすか、心を躍らせていることだろう。

そんな君たちに問いたい。
“勝利”を味わった経験があるだろうか―。

我々、慶應義塾体育会端艇部は「日本一」という“勝利”を本気で目指している集団である。
大学で勝ち、日本で勝ち、そして世界で勝つ。
そう思える仲間同士だからこそ生まれる固い絆が我が部にはある。

“勝ち”を知りたい。
君たちの持つその意“志”が、塾端艇部が「日本一」を獲る大きな力となる。

人間、志を立てるのに遅すぎるということはない―。

若き血燃ゆる、精鋭求む。
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ボート界の花形種目であるエイトは8人+コックス1人
でボートを進ませます。実質9人乗りとなるこのボート
は全長約17m、重さは約96kgです。陸上では経験し
得ない、スピードと迫力を体現できます。
エイトの醍醐味は「全く個性の異なる９人のメンバーで
ひとつのものを作り上げ、全員で勝利を目指す」という
ところです。全員が同じ動きをし、力を合わせて勝利を
目指す。まさに、究極のチームスポーツです。
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漕手の他にコックス(=舵手)というポジションがあります。コックスはいわば“司令
塔”です。クルーに声を掛け、鼓舞し、ボートの軌道を修正します。コックスはボー
トを漕ぐことはしないので、小柄な人や体力に自信がない人でも活躍できます。コ
ックスの技量で艇速に大きな影響を与えるので、とても重要なポジションです。

エイト

コックス
一人が一本のオールを持つスイープ種目は、二人乗り、四人乗り、八人乗りの３種類あり、花形
のエイト以外にも、お互いが同じ力で漕がなければ真っ直ぐに進まない二人乗りのペア等、漕手
のチームワークが非常に大事です。また、スイープ種目は高校には存在しないため、全員が大学
から始める種目であり、大学からボート競技を始める人でも日本一を狙うことができます。

一人が二本のオールを持つスカル種目
は、一人乗り、二人乗り、四人乗りの３種
類あり、中でも一人乗りのシングルスカ
ルは個々の技術や体力が試される種目と
なっていて、レベルの高い試合が繰り広
げられます。また、四人乗りのクォドルプ
ルはエイトに匹敵するスピードを出すこ
とができ、8本のオールが揃う姿は観客
を魅了します。

スイープ種目

スカル種目

ボートとは、オールを使って漕ぎ、スピードを競う競技です。
ボートレースは通常2000m、高校生や小規模のレースでは1000m、早慶レガッタでは3750mのタイムを競います。

『究極のチームスポーツ』と呼ばれるボートは選手全員の一糸乱れぬ漕ぎが大きな力となります。
日頃の練習からのチームワークや意思統一が何よりも大事な競技です。
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交番

戸田中学校

戸田ボートコース

郵便局

ファミリー
マート

パーキング

東横イン

ファミリー
マート戸田公園駅前

戸田中学前

戸田公園駅西口

戸田公園駅

至 渋谷

ロータリー

西口

〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園1-46
048-442-4064
048-443-9064
keiorow@hotmail.com
http://www.keiorowing.com

所在地
TEL
FAX
E-mail
URL

慶應ボート 検 索

慶應義塾
体育会端艇部
戸田艇庫

戸田ボートコース

慶應義塾体育会端艇部　戸田艇庫 

戸田ボートコースは幻の1940年東京オリンピックのために造成されました。
全長2400m、幅員90m、水深2.5m、6コースのボートコースに沿って、31棟の大学や実業団等の艇庫が立ち並び、シーズン
中の練習利用者は延べ15万人を超え、名実ともに日本のボート競技の中心となっています。練習は主にこのコースと荒川で行
います。

埼京線戸田公園駅から徒歩5分という好立地に敷地700坪・地上2階建ての艇庫を構えています。
艇庫は2階にホール、ベッドルーム、お風呂などがあり、生活スペースとなっており、1階にはトレーニングルーム、ボート
ガレージ等があります。選手とマネージャーはここで年間300日ほどの合宿生活を行っています。

1 ボートガレージ
慶應義塾端艇部は全大学中トップクラスの約70艇のボートを所有しています。
これだけの数を所有できるのも歴史の長い慶應義塾端艇部ならではの特徴です。

2 エルゴ（ローイングマシン）
ボートの動きを陸でも行えるように作られた機械です。
また、負荷の設定などをすることにより、全身の筋肉を使った有酸素運動ができます。

3 ウェイト
水上練習のみならず筋力アップを目的としたウェイトトレーニングを行います。艇庫内は充実したウェイト器具が揃っており、
ボートをするうえで、重要な筋肉を鍛えることができます。

4 マネ部屋
マネージャーたちは部の円滑な運営や組織強化のため、ここで早慶レガッタなどの各イベントの運営、OBとの連絡、大学及び
他大学ボート部との連携、外部への情報発信、部費の管理といった様々な仕事を務めています。（マネージャーはその他にも
食事作りや練習の動画撮影、タイム計測などの選手のサポートも行います。）部の目標「日本一」の達成に貢献するため、真剣
に仕事に取り組んでいます。マネージャー同士仲が良く、和気藹 と々しています。

5 フロンティアルーム
普段は施錠されており重要なミーティングを行う際にしか立ち入ることができない部屋です。室内には130年以上の長い歴史
を誇る、端艇部の記録写真やオリンピック出場記念品が保管されております。

6 ホール
主に食事をするスペースとなっています。部員同士でコミュニケーションをとる大切な場所です。奥には勉強机もあり、テスト
期間などはここで勉強します。

7 浴室
艇庫の2階には８つのシャワーを備える大浴場があります。コースに面しており、とても開放的で、晴れた日には遠くに富士山
とスカイツリーを見ることができます。練習後に楽しくクルーでおしゃべりしながら、お風呂に浸かり疲れを癒します。

8 対校部屋
対校部屋(選手部屋)には二段ベッドが設置され、空調設備の整った快適な空間で身体を休めることが出来ます。また、睡眠
場所としてだけでなく数少ないプライベート空間でもあるため、部員が思い思いに羽を伸ばせる場所でもあります。

@keio_boat
@keio_row_girls

@keio_rowing
@keio_womens_rowing
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両国駅

浜町駅

両国橋

新大橋

蔵前橋

駒形橋

言問橋

言問橋西

言問橋東

吾妻橋東詰

桜橋

白髭橋

うまやばし

ことといばし

男子スタート地点

女子スタート地点

12：00 第二エイトSTART
14：35 対校エイトSTART

11：00 女子対校START

ゴール

応援席

本所吾妻橋駅

押上駅

浅草駅

蔵前駅
（都営大江戸線）

（都営浅草線）

とうきょう
スカイツリー駅

蔵前駅
（都営浅草線）

（都営新宿線）

（
都
営
大
江
戸
線
）

（
東
京
メ
ト
ロ
半
蔵
門
線
）

墨田区役所
アサヒビール本社

雷門

浅草寺

浜町公園

区立隅田公園

厩橋

（東武スカイツリーライン）

吾妻橋（東京メトロ銀座線）

浅草橋駅

早慶戦
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早慶レガッタは1905(明治38年)の始まりから110年を超す、歴史ある大会です。
野球、ラグビーと並び三大早慶戦と呼ばれ、毎年3万人以上の観客が訪れます。早
慶レガッタは隅田川の春の風物詩として周囲の住民に春の訪れを告げるだけでは
なく、長いその歴史の中に秘められた思いは選手、応援団、観客の声援、さらには隅
田川の情景さえも多くの人々の心に刻み込まれます。
あなたも大観衆の目の前で早慶レガッタの歴史に新たなページを創りませんか？

早慶レガッタ

第88回  早慶レガッタ
2019年4月14日（日）

W
女子対校 

第二エイト

対校エイト

11:00 START 

12:00 START

14:35 START

隅田川 1000m

隅田川 3750m

隅田川 3750m

応援席までの目安
「浅草駅」より徒歩13分
「押上駅」より徒歩14分
「とうきょうスカイツリー駅」
                より徒歩14分
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端艇部　年間スケジュール2019年度

早慶レガッタ

全日本選手権大会

水上運動会 

全日本大学選手権大会

国民体育大会

全日本新人選手権大会

オフシーズン

ニュージーランド留学（予定）

戸田橋花火大会

山中湖合宿

奥只見合宿

シーズン最初の大会でもある早慶レガッタは、
早慶両校のプライドをかけた負けられない戦い

であり、ボート部以外の塾生も一丸となって慶應の勝
利を目指しています。

日本中の大学のボート部が戸田に集まり競い
合う、ボートで最も熱い大会の一つです。この

大会の優勝を一番の目標としている大学も多くあり、
戸田が一年で一番盛り上がる日となります。一昨年、
慶應はこの大会で女子舵手なしペアが優勝するという
快挙を成し遂げました。
今年の4年生は、この大会を以て引退します。

普段は敵となる他大学のライバルと共に、出身
県の選抜チームとして地元の期待を背負って戦

います。県単位でチームを組むため、切磋琢磨し合って
いる慶應の仲間と勝負をすることもあります。

11 遠漕
普段練習する戸田から河をつたって銚子まで
250km漕ぐ4泊5日の大イベントです。普段な

かなか一緒に漕ぐ機会がない部員同士でクルーを組む
ので、親睦も深まります。夜は、銚子三田会の方との会
食もあり、端艇部130年の歴史と伝統を感じられるイベ
ントです。

10月に行われる、新体制発足後の緒戦であり、同時に
冬場のトレーニング期間に突入する前の最後の全日本
級の試合でもあります。一二年生のみが出場することが
でき、同世代の中での自分の立ち位置が分かる貴重な
レースとなります。

シーズン中は乗艇練習メインの艇庫生活を送っていま
すが、オフシーズンは日吉で陸トレを行い、体力や筋力
を鍛えます。
家に帰れる機会が増え、自分の時間を作りやすくなりま
す。また、お正月には有志で正月合宿を行い、仲間と年
越しをし、初日の出を見ながら漕ぎます。

端艇部では、ボート大国として知られるニュー
ジーランドに、１ヶ月間の短期で留学に行くこ

とができます。現地では整った環境で、高い水準での
ボートの練習に加え、語学学校の授業やホームステイ
を通して、英語を学びます。体育会で頑張りたいけれど
も留学もしてみたい…。ボート部にはそれを実現する
チャンスがあります。

3 お花見レガッタ
荒川の土手に満開の桜が咲き誇る中、早慶レ
ガッタの前哨戦として挑みます。

日本ボート界のシーズンで、最も規模の大きな
大会です。全日本大学選手権は大学日本一を

決めるのに対し、全日本選手権は社会人から高校生ま
でのすべての年齢層の選手が出場します。日本ボート
界における真の「日本一」を決める大会です。NHKの
全国放送があり、多くの日本国民の注目が集まります。

6 「海の森水上競技場」完成記念レガッタ
2020年の東京オリンピックに向け竣工された
海の森水上競技場の完成を記念した今年限り

の大会です。日本の大学だけでなく、イギリスからオッ
クスフォード大学、ケンブリッジ大学も参加する等、世
界基準のボートコースとして誕生する海の森水上競技
場に世界が注目しています。

毎年戸田ボートコースで行われる塾生、塾員を
対象としたレガッタ大会です。

大学生から幼稚舎生まで様々な年代の塾生が参加し、
OBや保護者を含めると約８００人が参加するとても大
きな大会です。このような大会を開催することができる
のも慶應義塾特有の強いつながりがあってこそと言え
ます。

慶應艇庫は花火大会の特等席です。この日は戸
田が熱気であふれ、高揚した気分を味わえます。

慶應ボート部員もこの日は練習を忘れ、浴衣を着たり、
屋台に行ったり、花火を楽しみます。

一年生の夏に山中湖で行われる3泊4日の陸トレです。山
中湖での陸トレは肉体、精神も鍛えると同時に、一年生
同士の絆を深めるきっかけにもなる合宿です。

全日本大学選手権大会に向け新潟県の奥只見で行われ
る合宿です。
普段とは違う環境で練習ができ、また新潟の美味しいご
はんを食べリフレッシュすることもできる非常に有意義
な合宿です。
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部員紹介
漕手/女子主将　青木 遥南

ボート部に入部したこと、絶対後悔
させません。女の子待ってます！！

①法学部法律学科　②慶應女子　③164cm

漕手/副将　宮嵜 裕之

何か一つでも夢中になれるものを。
僕からはボートを薦めます。

①法学部法律学科　②慶應志木　③178cm 
漕手　三輪 崇

走り続けようとする僕に誰かが言ったあなたは強い人怖
いものはもう無いでしょうそんな訳ない違うよ
僕は止まるのが本当は怖くて何もかもが一緒に止まって
しまいそうでまだ終わらないでくれって祈るように走って
いつか起きる奇跡を信じて

①商学部　②慶應志木　③181cm

漕手　小宮山 息吹

ボート部には強くなれる環境が
揃ってます！

①経済学部　②慶應義塾　③185cm
漕手　遠藤 佳奈

一緒に濃い4年間過ごしましょう
女の子大歓迎です、来てください！

①商学部　②豊島岡女子　③161cm

漕手/主将　新井 勇大

水の上でしか得られない最高の
喜びを！！！

①経済学部　②慶應志木　③188cm

漕手　浦 敬太郎　①経済学部　②攻玉社　③178cm

※①所属学部・学科 ②出身高校 ③身長

4年 3年

漕手　松原 佳代子

一緒に熱くなろう！
①商学部　②東京女学館　③164cm

漕手　田村 直親

マジで楽しいよ！
①法学部政治学科　②慶應義塾　③180cm

漕手　中島 大輔

一緒に楽しもうよ！
①商学部　②慶應義塾　②174cm

漕手　根岸 彩子

女子で三大早慶戦に出れるのはボート部だ
けです！！
熱くてカッコいいボートを一緒に漕ぎま
しょう！

①法学部政治学科　②白百合　③168cm
漕手　古谷 高章

一緒に日本一になろう！
①商学部　②慶應志木　③169cm

漕手　流石 章代

一緒にがんばりましょう！
①総合政策学部　②県立吉田　③157cm

漕手　鈴木 魁

本物の體育會になりたい方は
端艇部をお勧めします

①経済学部　②慶應義塾　③158cm

漕手　三浦 治樹

ボートほど応援がありがたいと
感じる競技は、他に無いと思い
ます

①商学部　②慶應義塾　③171cm

これまでに経験したことのない新鮮
な日々が待っていると思います。ぜひ。

COX　向井 新

とりまPV観て！
①経済学部　②慶應義塾　③163cm

漕手　村上 廉太郎

教科書に書いてあることだけじゃ
分からない大切なものがあります。

①法学部政治学科　②慶應志木　③181cm
COX　森田 大陽

この写真が僕です！
①商学部　②慶應志木　③170cm

漕手　安本 壮瑛

大学生は暇です。一緒に有意義
な時間にしませんか？

①経済学部　②慶應義塾　③173cm
MGR　吉田 迅

朝起きる度に俺の未来が始まる 
-Miles Davis 

①経済学部　②慶應志木　③182cm

ボート部候補生の皆さん入学おめでとう。

ボートって、お金を賭けるやつ？それ競艇です。海で風に乗る？それヨットですね。あっ！スプーンみ
たいなやつで漕いで川下るやつ！？ごめんねカヌーだわそれ。

ボートは賭け金も風もスプーンも要らない。必要なのは脚力と熱い心。ってなんだかダサいけど、勉
強や部活で叶わなかった目標・未練、まだ抱えてない？それですよ必要なのは。次こそ壁を突破して
やろう。この4年間がきっと最後のチャンス。

未経験だから自信なんてなくて当然。支えてくれる人がこれだけいるから、まずはボート乗りに来
い！！

漕手　永田 大智　①環境情報学部　②清風　③174cm
新入生の皆さん、御入学おめでとうございます。丁度2年前、僕はボート部に入部しました。理由は
高校時代に僕が一回も勝てない中、同期が全国優勝を成し遂げ、目の前で悔しい思いをし、大学で
こそ日本一を取りたいと心から思ったからです。そしてそれを実現する環境が慶應のボート部には
あります。それを証明するように昨シーズンのラストレースでは高校時代のボート未経験者4人、ボ
ート経験者4人を乗せた8人乗りのチームがメダルまで後少しの4位になることができました。この
未経験者、経験者がお互いに足りないところを補い最強のチームになるのが慶應ボート部の強みで
あり伝統です。高校時代の部活では悔いが残ってしまっている人、運動はしてこなかったがやる気
がある人、皆さん大歓迎です。8人乗り以外にも様々な種目があり多くの人が活躍できる場があり
ます。共に日本一を目指しましょう！

漕手　コントレラス ピート 遥介

ボート部に入って骨格筋量が増
えました！

①経済学部　②東京都市大学付属　③182cm
COX　福原 涼介

悔いの無い4年間を
①経済学部　②慶應志木　③168cm

MGR/主務　堀 優作

どうも主務です。やあ。
①商学部　②浦和　③182cm

漕手　堀江 直人

頂きへの道を見つけたなら
ただ"登る"

①経済学部　②慶應志木　③165cm
MGR　長谷川 侑香

ボート部には色々な人がいます。
一度艇庫に来てみてください。

①経済学部　②大宮　③163cm

漕手　貴舩 隆介

頑張ろう！！！
①商学部　②慶應志木　③170cm

漕手　栗野 稜平

強くなった分だけパワフルになれる！
強くなりたい君は端艇部へ！

①法学部政治学科　②慶應志木　③179cm

MGR　村川 祐亮

戸田に来てみて一度ボートを漕い
でみたらいいと思います

①商学部　②慶應義塾　③173cm
漕手　八木 志洋

ボートってすごくすごく楽しい
スポーツだよ！！

①文学部　②逗子開成　③174cm

MGR　前田 翼

熱くなれる場所がここにはあります。
①文学部　②高輪　③175cm

漕手　桝野 太朗

あのジャスティン・ビーバーも端
艇部の出身らしいです。

①経済学部　②慶應義塾　③175cm

漕手　荒谷 大地

ボート部で1番成長できる4年間
を送ろう！

①経済学部　②慶應湘南藤沢　③178cm 
漕手　兼杉 春輝

開拓精神パイオニア　大地に根ざした教えあり
日々の行い たゆまぬ努力　実る成果が 我が義塾
切り開け耕せ　慶應ボート部

①法学部政治学科　②城北　③163cm 
漕手　王田 恭之

乾杯、今君は人生の大きな大きな舞台に立ち
遥か長い道のりを歩き始めた君に幸せあれ

①商学部　②慶應義塾　③181cm
漕手　鍛冶田 有史

水上ライフ、どう？
①法学部政治学科　②慶應義塾　③180cm

MGR　桒原 侃生

一度戸田に来てください
きっと漕ぎたくなります

①法学部政治学科　②慶應志木　③173cm

COX　水谷 智咲

SFC生待っています！

①環境情報学部　②小林聖心女子学院
③161cm

漕手　鈴木 魁　①経済学部　②慶應義塾　③175cm

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。
僕も3年前の今頃は新入生でした。そんな新入生の僕が端艇部に
入部した理由は、端艇部が多様な種類の人が存在する場所である
と感じ、そこに魅力を感じたからでしょう。
端艇部員の中には、勉学に優れた者もいれば一日中ゲームをして
いる者もいて、日本代表水準の練習をこなす人もいれば初心者か
ら始めて日々の練習をこなすのが大変な人もいます。また、僕のよ
うに性格は平凡な学生だけど体格だけいい人もいたり、その逆も
然り、個性的な人もたくさんいます。
そんな様々な人が入り混じった端艇部に興味が出てきたという人
は、ぜひ一度端艇部員と話してみてください。自分との共通点を見
出せるかもしれません。

漕手/女子副将　江藤 祐実　①経済学部　②吉祥女子　③161cm

一年生のみなさん、こんにちは。ご入学おめでとうございます。
パンフレットを手にとってみたものの、ボートを知らない人がほとんどだと思
うのですが、私も高校までは全く知りませんでした。ボートはとても奥が深い
スポーツです。頭も使いますし、とても体力も使います。また私にとってボート
は乗ってるクルーとの信頼があってはじめて上手くいくスポーツで、そこが難
しさであり、面白さだと思います。
女子部員は未経験からはじめた人がほとんどですが、みな切磋琢磨しており、
早慶戦勝利、全国大会で優勝を目標に掲げています。
もちろん、ボート競技以外の部分である寮生活も、ボートと同じくらい楽しい
です！みんなとご飯を食べたり、このパンフレットを作ったりする広報班が
あったり、食事の準備をしたり、一緒に勉強をしたり、掃除をしたり、と毎日が
本当に充実します。
大学をぼーっと過ごすのはもったいないかなーと感じてる人や、体育会の寮
生活って怖そうだけどちょっと興味はあるかも！という方は是非話を聞きに
来てください。ボート体験会、ボート早慶戦観戦ツアーもやってます、マネー
ジャーも募集してます！

漕手/合宿所長　本多 進之介　①経済学部　②慶應志木　③182cm

端艇部は“日本一になれる部活“です。
これは僕が端艇部に入部を決めた理由の１つです。
慶應義塾志木高校からの内部進学で、ボートやっていましたが、日本一になる
という目標を達成する事が出来ず、部活を引退しました。
僕のように、高校時代の部活に悔いが残っている内部生、また受験勉強に専念
するためにやむを得ず部活を辞めてしまった外部生は多いと思います。そんな
方に端艇部をお勧めしたいです。僕は高校時代からボートを漕いでいた身です
が、大学端艇部には実に様々な運動部歴を持った人間がいます。またレース競
技なのでタイムを見る事で、自分の成長を実感でき、練習をすればするほど上
手くなるスポーツなのです。大学からボートを始め、早慶戦の勝利や全日本の
大会で勝利をおさめた先輩方は数多くいらっしゃいます。
そして何より慶應端艇部には日本一になるという熱い志を持った部員がいま
す！
僕は皆さんに是非これを知ってもらいたい！
どんなに苦しい練習も彼等がいるから、彼等のためなら歯を食いしばれる。死
んでも漕ぎ切る。そのように思える仲間が集う慶應端艇部を僕は1番魅力に感
じます。
貴方の大学生活を捧げる価値がこの部にはあると思います。
熱い気持ちを持った皆さんが仲間に加わってくれる事を楽しみにしています。

PICK UP!

PICK UP!

MGR　穂刈 美賀　①文学部　②田園調布学園　③160cm
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

体育会って大変そう…大学生活はのんびり過ごしたい…そう考えている人もいるかと思います。私も入学当初はサークルに入
って普通の大学生活を送ろうと考えていました。でも、そんな生活に物足りなさを感じ、一度きりの大学生活、せっかくなら一
つのことに打ち込みたい、成長したい、この先も誇れるような充実した4年間にしたい、と思いボート部に入りました。

ボート部は部員同士の仲が良く、皆優しくて面白くて熱くて個性豊かです。そんな仲間たちと生活を共にし、同じ目標に向かっ
て切磋琢磨することで得られる絆は半端なく強いです。まさに一生もののかけがえのない仲間ができます。

ボートは大学から始めても日本一を狙える競技です。実際に大学から始めた部員も活躍しています。三大早慶戦の一つ、早慶
レガッタがあるのもボート部の魅力です。お互いのプライドをかけた全身全霊の真剣勝負は激アツです！他では味わえない
心揺さぶる感動を味わえます！ボート部への入部を考えている人もそうでない人も是非観戦しに来てください！

マネージャーも大募集しています。頑張る選手たちをサポートするのはとてもやりがいがあり、成長していく姿を見て喜びを
感じることができます。マネージャーの仕事を通して、将来役立つ知識、経験も得ることができます。ボート部のマネージャー
はおすすめです！

私はかなり悩んだ末に途中入部しましたが、皆優しく迎え入れてくれました。ボート部に入って毎日が楽しく充実していて、入
部して本当に良かったと思っています。肝心なのは最初の一歩を踏み出す勇気です。一味違った最高の4年間を一緒に送りま
しょう！

PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!



OBからのメッセージ

端艇部OBの進路先例

運輸
全日本空輸(株)
(株)日本航空
ルフトハンザ・ドイツ航空(CA)
日本郵船(株)
(株)商船三井
東日本旅客鉄道(株)

金融
(株)三井住友フィナンシャルグループ
(株)三菱UFJフィナンシャルグループ
(株)みずほフィナンシャルグループ
野村證券(株)
東京海上日動火災保険(株)
日本生命保険(相)
プルデンシャル生命保険(株)

広告
(株)電通
(株)博報堂

慶應端艇部卒業生は1000人を超え、世界中で活躍しています。

商社
三菱商事(株)
三井物産(株)
住友商事(株)
伊藤忠商事(株)
丸紅(株)

メーカー
キリン株式会社
サントリーホールディングス(株)
アサヒビール(株)
トヨタ自動車(株)
日産自動車(株)
本田技研工業(株)
パナソニック(株)
(株)東芝  
ソニー(株) 
(株)資生堂 

インフラ
(株)ＮＴＴデータ
東京電力(株)
東京ガス(株)

不動産
三井不動産(株)
三菱地所(株)
住友不動産(株)
野村不動産(株)

マスコミ
(株)フジテレビジョン
日本テレビ放送網(株)
(株)テレビ朝日
(社)日本放送協会(アナウンサー)
(株)読売新聞社
(株)日本経済新聞社
(株)朝日新聞社

その他
東京大学大学院進学
司法修習生
法律事務所
宇宙開発事業団
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流石 揚子
平成29年卒/総合政策学部出身

(株)電通勤務

『完璧じゃない自分を見つけにいかないか。』

晴れて慶應義塾大学の学生になられた皆様、
ご入学おめでとうございます。

これから始まる大学生活楽しみですね。
自分で選択できることが今まで以上に増えますね。
授業に、友達、バイト、彼氏彼女。。。

大学在学中の沢山の選択であなたは出来上がっていく
ことでしょう。
その中に、「体育会」、そして「端艇部（ボート部）」という
選択肢を。

きっと完璧じゃない自分に出会うことができます。

ボートという競技、そして慶應端艇部という環境が、
今までの飾られきった自分を削ぎ落とし、限界の自分に
してくれます。
楽しいことや簡単なことをするだけでは、決して出会う
ことのできない
「一生ものの自分と同志」を手に入れることができるは
ずです。

私の後輩をお待ちしております。

細田 外嗣
平成30年卒/法学部法律学科出身

三菱商事(株)勤務

入学おめでとうございます！
大学生活で何をすれば良いのか、本当に迷う選択だと
思います。
自身も、様々な部活動にサークル活動、留学など、多く
の選択肢を前に呆然としたことを鮮明に覚えています。
その中で、端艇部を選んだのには3つの理由がありま
す。
1つ目に、4年間で本気で日本一を目指すことができるこ
とです。努力次第で頂点に立てると聞いた時には内心疑
心暗鬼でしたが、今振り返ると、これほどに努力が結果
に直結する競技はないと確信しています。
２つ目の理由は、どの組織よりも学生の裁量が大きく、
自由であることです。部活といえば、厳しい指導の下、
耐えながら頑張る姿を想像してしまいますが、端艇部で
は目標達成に向け、自ら考え、実行することができま
す。また、海外留学生の受入れやニュージーランドへの
留学など、部活をやっていれば犠牲にしなければならな
い多くの経験をすることができました。
３つ目は、生涯の仲間ができることです。4年間同じ目
標に向け挑戦し続けた仲間との関係は、何にも代え難
い大切な財産だと思っています。
これからの大学生活に悩んでいる皆さんは、本気で何か
を成し遂げたいと思っている証左です。少しの勇気で大
学生活が大きく変わることをお約束します。ご連絡をお
待ちしています！

寺坂 僚太
平成30年卒/経済学部出身

東京海上日動火災保険(株)勤務

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
そして今、これから始まる大学生活に希望を持ってい
る時期かと思います。

大学生活は皆さんがこれまで通ってきた学生生活と
比べて自由な時間が非常に多くなります。
皆さんは、その自由な時間を何に使いますか？
勉強、サークル活動、アルバイト、ボランティア等様々
な選択肢が皆さんの前には広がっています。
私も当時皆さんと同じように悩んでいました。そして、
私は體育會端艇部に入部することを選びました。正
直、かなり迷ったことを覚えています。しかし、引退し
今振り返ると本当に良い選択だったと感じています。

端艇部で過ごした4年間は自分を一回りも二回りも
成長させてくれました。
ボート部は自主性が非常に高くそれぞれが考え実践
することが求められます。「どうしたら効率よく艇を進
められるのか」「どうしたらもっとうまく漕げるように
なるのか」そして「どうしたら日本一になれるのか」こ
のように自分たちで考え行動することは自分自身を大
きく成長させてくれました。

この冊子を手に取っている皆さんは何かの縁だと思
います。
ぜひとも端艇部に入部し、一生付き合える最高の仲
間とともに大学生活を過ごしませんか。熱い思いを持
った皆さんの決断を期待しています。

漕手　佐藤 晴信

ボートでしか味わえない楽しさが
ありますよ！！

①経済学部　②慶應義塾　③170cm

MGR　佐野 紫遥

最初で最後の大学生活、ボートに
捧げてみませんか？一生ものの仲
間に出会えます！

①文学部　②県立竜ヶ崎第一　③153cm

漕手　七條 怜史

勝とう！！
①法学部法律学科　②慶應義塾　③174cm

漕手　萩原 秀賢

4年間をあまりなく使い切ってみ
ませんか？

①商学部　②慶應義塾　③169cm
漕手　弘田 千乃

理工学部待ってます！
①理工学部　②豊島岡女子　③156cm

漕手　亞厂 拓海

ボート部めちゃくちゃ楽しいよ！
①経済学部　②慶應義塾　③175cm

2年

COX　梅津 貴大　①文学部　②慶應志木　③170cm
新入生の皆さん、こんにちは！
このパンフレットを手に取って僕の書いたこの文章を読んでくださっているということはすこしでも
興味がありますね！
皆さんが持っているボートへのその小さな好奇心を捨てないで、まずは端艇部の艇庫に足を運んで
みてください！もし億劫なら、YouTubeで「早慶レガッタ」や「Rowing Olympic」などと検索して
みてください！
皆さんの中にある好奇心の塊は少し大きくなりましたか？
僕たちが端艇部に入り、寝食を共にし、毎朝目の前のコースでボートを漕ぐ理由は、その画面に映る
最後のワンシーンのため、勝利のためです！
早慶レガッタで勝ちたい！歓声を浴びたい！あの船に乗りたい！そんな思いで僕はこの部活に入りま
した。皆さんも、今、その小さな好奇心の塊をエネルギーに変えて、この部活で同じ目標に向かって
汗を流しましょう！

漕手　笠原 万緒　①法学部政治学科　②慶應女子　③169cm
一年前の私は今自分がボート部で漕手として毎日漕いで、そしてこのパンフレットに少しピックアッ
プして頂けるなんて全く想像もしていませんでした！未知の世界すぎて、寮だし、ボートって何
や？。。。でもパンフレットを見て、試乗会にも行き、先輩方の優しさと面白さと何より熱い想いにグ
ッと心を掴まれたのを今でも覚えています。他の体育会とも色々悩んでいましたが、一番ボート部の
温かくて落ち着く雰囲気が好きで、自分が部の一員として活動しているのを想像できるのがボート
部でした。

寮生活が少し引っかかるというみなさん、私は本当に好きです！艇庫ライフ！家以外にも自分の居
場所があるんです。反抗期の妹と毎日喧嘩せずに済みます。そして家族のような同期たちがいつも
あったかく支えてくれます！最高です。

ボート部の魅力は、一緒に練習して同じ(最高に美味しい)ご飯を食べ、寝ることによって生まれる他
の体育会にはないめちゃめちゃ強い絆です。戸田公園で待ってます！！

漕手　勝野 健　①経済学部　②慶應義塾　③173cm
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！！

ボート競技はカレッジスポーツで、大学から始める人が多く、言い換えれば誰でも努力次第で日本一を取る
ことが出来る競技です。もちろんそう簡単に取れるものではありません。ですがチーム一丸となって全員が
「漕ぐ」という単純なスポーツに全力で取り組み、合宿生活を通してほとんどの時間を一緒に過ごしながら
日本一を目指すという環境は他の部活やサークルではなかなか味わうことが出来ないです！

また、「究極のチームスポーツ」と呼ばれるボート競技は仲間との信頼関係がスピードに直結します。辛い時
も苦しい時も絶対に近くにいてくれる仲間の存在の大きさは他のどんなスポーツにも負けないと思います！

この冊子を手に取ったという事は、少なからず大学生活という4年間をどう過ごすか迷っているという事だと
思うのですが、一つ言いたいのはどんな生活をしても「楽しい」のは間違いないという事です。勉強、バイト、
サークル、部活のどれを頑張ったって新しい出会いがあり、その仲間と沢山思い出を作ることは楽しいと思い
ます。ですが、楽しいだけで4年間を終わらせたくない、何かを得たいという人には全力でこの慶應端艇部を
オススメします！

是非一度艇庫に遊びに来てみて下さい！

PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!

漕手　下田 浩奨

一緒に全国目指そう！
①法学部政治学科　②慶應義塾　③173cm

漕手　武岡 大雅

「本気」で日本一を目指しましょう！
①法学部政治学科　②慶應志木　③164cm

漕手　田上 諒

とりあえず戸田に来てみてくださ
い。後悔はさせません。

①経済学部　②慶應義塾　③176cm

漕手　四元 美南

強くなれるよ！
①商学部　②東洋英和女学院　③159cm

漕手　宮之本 伶奈

ボート部に入って本当に良かったです！
①経済学部　②慶應女子　③164cm

漕手　山崎 絢乃

毎日がとても充実している！

①法学部政治学科　②東洋英和女学院
③151cm

漕手　山田 幸奈

SFC生たくさんきてね！

①環境情報学部　②東洋英和女学院
③157cm

漕手　兼子 佳恵

とても熱く、楽しく、新鮮な日々が皆を待って
います。肌で感じて欲しいので、是非一度戸
田にお越しください！！

①法学部政治学科　②慶應湘南藤沢
③162cm

漕手　足利 海知
①商学部　②桐蔭学園　③179cm

漕手　朝日 捷太

4年間一緒に頑張ろう！！ ボート意外と楽しいです。
①経済学部　②慶應義塾　③179cm
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新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
厳しい受験の競争を勝ち残ってきた皆さんはひと息つきたいところだと思
いますが、大学生活の４年間は思いの外、あっと言う間に過ぎてしまいま
す。既に皆さんは人生の選択とも言える決断をしなければなりません。
将来のやりたいことに向けてとことん学ぶのか、気楽に楽しく趣味の世界
でエンジョイするのか、バイトに明け暮れるのか、留学するのか、様々な選
択肢があると思います。
ただ、冷静に考えてください。それは本当に「今」しかできないことなので
しょうか？

慶應義塾體育會では学業と競技活動を両立させることを目指しますが、皆
さんが塾生としてどのように成長し、社会に羽ばたいて行くのかを考えた
とき、最善の選択は「端艇部」だと思います。
練習は厳しく、合宿生活も長い、そんな制約の中で、仲間たちと共に学び、
楽しみ、切磋琢磨することで、将来社会に出た時に必要となることが身に
付くのです。

ボート競技は「究極の団体スポーツ」と言われ、一糸乱れぬオール捌き
で、全員で一つの艇を進め、最速を競うスポーツです。採点競技ではな
く、全員が同じ動きでタイムを競うという唯一の団体競技です。そこでは
「個」の強さに加えて、仲間たちへの強い「信頼」が必要となります。

「一艇ありて一人なし」
まずは「個」を鍛え、それを集めて一つのボートを進める。きれいごとでは
なく、練習でもレースでも、仲間を信頼し、またその仲間の信頼に応える
ために苦しくても漕ぎ止めず、一つのチームとして、一つのクルーとして、
更に上を目指す。この繰り返しがボート競技です。
このボート競技での勝利を目指し、厳しい練習を共に乗り越えることで培
う仲間との信頼関係、これこそ端艇部で皆さんが得られる貴重な経験、宝
物となります。

創部１３０年という歴史の中で、社会で活躍する１０００人を超えるＯＢ・
ＯＧが、今も現役学生を熱くサポートしてくれています。これも大学時代に
一つのクルーとして信頼しあえる仲間と築いた「絆」の証だと思います。

「練習は不可能を可能にす。」
1933年（昭和8年）から1947年（昭和22年）まで塾長を務め、その後、
当時の皇太子の教育責任者を務められた小泉信三先生の言葉です。小泉
先生は庭球部の部長を務めるなど體育會の発展にも尽力しました。
我々端艇部は、高校時代にあまり運動をしていなくても、ボートの経験が
無くても大丈夫です。ボート競技は、全日本クラスの選手となるために幼
少期からの英才教育が必要な他の競技と異なり、大学から始めることが
ハンディキャップにならないスポーツです。未経験で入部して全日本タイ
トルを獲得したり、日本代表になられた先輩が沢山います。創部以来引き
継がれるその育成ノウハウは短い期間で一人前のボート選手に育てること
を可能にします。まさに小泉先生の言葉を実践できるスポーツだと思いま
す。

また、カレッジスポーツの華である対校戦も春の風物詩「早慶レガッタ」と
して隅田川で毎年４月に行われており、オックスフォード・ケンブリッジ、
ハーバード・イエールと並ぶ「世界三大レガッタ」と言われています。
皆さんもまずはこの早慶レガッタを見に来て下さい。
１９０５年（明治３８年）から続くこの伝統の一戦は、慶應義塾體育會の
シーズンを通して最初の早慶対校戦であり、また、公共の河川を借り切っ
て行う特別なレースです。
隅田川に集まる数万人の観客が見守る中、皆さんの先輩たちが好敵手早
稲田と熱く、美しく戦う姿を是非見てください。必ず心が揺さぶられる感
動があると思います。
皆さんの「今」しかできないことがそこにあります。
まずは体験からで良いと思います。入部を心からお待ちしています。

慶應義塾体育会端艇部

監督　神山 亮弘  (平成9年卒)

日本一

主将挨拶
4年
新井 勇大

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
慶應義塾體育會端艇部130期主将の新井勇大です。

今、皆さんの目の前にはたくさんの選択肢があると思います。これから始まる大学の4年間、明
確な目標と確固たる意志を持って、何かを成し遂げて、胸を張って卒業して欲しいと思います。

我々慶應義塾體育會端艇部は「日本一」を目標に、日々練習しています。
数ある大学スポーツの中でも、ボート競技は経験がなくても努力次第でレギュラーになれる、
数少ないスポーツです。
他のスポーツからボートを始める選手、内部の高校でボートを経験してきた選手、はたまたス
ポーツ経験のない選手。慶應端艇部では様々な背景を持った選手が活躍しています。

手足の感覚が無くなるほど厳しい冬の早朝練習、灼熱の太陽の下で肺と筋肉がちぎれそうにな
るほど激しい夏のレース、共に日本一を目指して日々闘う「仲間」と乗り越え、何事にも代え難
い人生で最高の、表彰台の頂点からの景色を共に眺めよう。
君の熱い気持ちさえあれば、必ず日本一は手に届く。

まずは4月14日に隅田川で開催される早慶レガッタを観に来てください。
来年、隅田川で3万人を超える観客の大声援を浴びながら、早稲田に先着し、歓喜するのはあ
なたです。

誰よりも熱い、誇れる4年間を！

女子部主将
４年

青木 遥南

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！
慶應義塾體育會端艇部130期女子部主将の青木遥南です。
今皆さんの目の前には、4年間の過ごし方の選択肢がたくさん広がっていると思います。
勉強に打ち込んで資格を取る、バイトに明け暮れる、サークルで楽しく過ごす、留学して語学
力を磨く…
ぜひこれらの選択肢の他に「ボート競技で日本一になる」という選択肢を考えてもらいたい
です。
ボートは、ゴールに背を向けて進む、精神的にも肉体的にもきついスポーツです。
でも、寮生活を通して四六時中同じ時間を過ごし、日々の練習を共に乗り越え、レースで熱
い瞬間を共有する仲間は、大学のどこを探しても見つからないほど大切で、信頼を置ける、
生涯の仲間になります。
また、ボートは大学から始める人が多いカレッジスポーツです。運動経験の有無は関係あり
ません。競技に打ち込む全員に日本一になるチャンスがあります。
體育會端艇部は、たった四年間の大学生活で確実に自分自身が成長でき、かけがえのない
仲間を得ることができる場所です。
スポーツしてみたいから、仲間をつくりたいから、日本一ってかっこいいと思ったから
きっかけはなんでもありです。
熱い気持ちを持った皆さんの入部を心から待っています。
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創部から130年、慶應義塾端艇部は数々の輝かしい成績を残し、日本のボート界の先駆者として、
多くの有能な選手を輩出してきました。
5回のオリンピック出場も果たし、その他の世界大会にも多くの人材を派遣しています。

端艇部は明治22年（1889年）に創設されました。その年にお
こった出来事といえば、大日本帝国憲法発布、チャールズ・
チャップリンの誕生、パリ万博の開催などと正に現代からすれ
ば「歴史上」の時代でした。

端艇部の道のり

1893

1932

1952

1956

1957

1959

1964

1979

1984

1990

1993

2003

2016

2017

2020

銚子遠漕開始

ロサンゼルス五輪出漕

ヘルシンキ五輪出漕

メルボルン五輪出漕

嵐のボートレース

全日本エイト 三連覇

東京五輪出漕

早慶レガッタ 隅田川復活

ロサンゼルス五輪出漕

創部100周年 全日本エイト 優勝

戸田艇庫 改築

全日本大学選手権 エイト 優勝

早慶レガッタ 五連覇

全日本大学選手権 女子ペア優勝

東京五輪 

1889 創部
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