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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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マネージャーは部活を影から支える存在です。基本的な仕事は部員の朝・昼・夜のご飯作り、食材の買い出し、練習のビデオを撮影です！
その他は部活動費の管理、車やモーターボートの運転、早慶戦などの部活のイベントの運営をしています。中でも早慶戦の運営は早稲田大学の漕艇部と連携しながら準備を
進めていきます。このように仕事は多岐にわたります。また、他の大学の人やOB、社会人と多く関わるため、社会のマナーを学べたり、人脈を広げられます。

マネージャー

『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。

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。

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。

コックス

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。

スカル種目

慶應端艇部女子には、２つの「唯一」があります。1つ目は、慶應で
唯一部員全員の女子が寮生活をしていることです。練習場と男子
部屋がある艇庫とは別に一軒家の女子寮がありますが、食事は男子
と一緒に食べています。２つ目は、慶應で唯一女子が三大早慶戦に
出場できることです。私達と一緒に歴史を刻みませんか。待ってます！

女子部

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。

スイープ種目
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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 マネージャー部屋
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

13：00 第二エイトSTART
14：40 対校エイトSTART

12：00 女子対校舵手付きクォドルプル
START

ゴール

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

すみだリバーウォーク

07  KEIO ROWING CLUB / 慶應義塾体育会端艇部ボート部門 KEIO ROWING CLUB / 慶應義塾体育会端艇部ボート部門  08

早慶レガッタは1905年（明治38年）の始まりから91回目を迎える、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91回 早慶レガッタ
2022年4月17日（日）

W

第二エイト

対校エイト

12:00 START 

13:00 START

14:40 START

隅田川 1000m

隅田川 3750m 

隅田川 3750m

桜橋までの目安
「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

女子対校
舵手付きクォドルプル 
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端艇部年間スケジュール2022（予定）

早慶レガッタ

水上運動会 

オフシーズン

ニュージーランド留学（予定）

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、一丸となって勝利を目指します。
一年生は早慶戦を観戦し、日吉での陸トレが始まります。

全日本選手権大会
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。5年前、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。

11 遠漕
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133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。

インカレの裏で開催され、社会人と各大学の1年生など
が出場します。この大会が一年生にとって最初の全国
級の大会になり、ボートの楽しさを知るきっかけとなる
大会になります。

シーズン中は試合ごとにクルーを組み、数ヶ月間かけて
乗艇メインの練習をしますが、オフシーズンは試合がな
いため、漕力をつけるための乗艇に加え、ウエイトや陸
トレで体力と筋力を鍛えます。

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。

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。

5 全日本選手権大会
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。
この時期になると1年生は入寮して寮生活が始まります。

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。高校からのブランクがある選手でもこの合宿で体力を
取り戻すことができます。

全日本新人選手権大会

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強度な練習ができ、
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。

戸田橋花火大会
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。

オックスフォード盾レガッタ
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部員紹介

ボートって知ってます？
僕は知りませんでした。
遅くないですよ！！

漕手：女子主将　伊地知 真優　環境情報学部　166cm

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
そして、端艇部のパンフレットを見てくださり、ありがとうございます！
新入生の皆さんは、４年後にどういう自分と出会えることを夢見ていますか。
端艇部に入部すれば、一生誇れる体験をすることができると胸を張って言えます！
「慶應×女子×カレッジスポーツ×日本１」
慶應大学のいち女子生徒が、大学から始めたスポーツで、日本１を取ったら、生涯忘れられない大学生活になる
と思いませんか。
それを実現させる環境がボート部にはあります。
それを共に目指す仲間がボート部にはいます。
このパンフレットを手にしている新入生が、ボート部の門を叩いてくれることを願っています！

マネージャー　宮本 恵里花　法学部政治学科　157cm

入学おめでとうございます！
初めまして、3年マネージャーの宮本です。
簡単に私が入部を決心したことについて述べたいと思います。笑
私は、家族構成や海外で生活したことなども関連して、家族にとても支えられて
きた人生であると思ってます。そこで、支えてもらうだけの人生ではなく、社会人
になる前に、人を支えられる人間になりたい！という気持ちがありました。大学生
活の様々な選択肢がある中で、マネージャーを選んだというより、ボート部のマ
ネージャーを選んだという気持ちが大きいです。どの部活よりも選手に近いとこ
ろで、支えられていると私は思っています！また、マネージャー同士もかなり仲良
く、先輩がいらっしゃった時はお兄ちゃん・お姉ちゃんがいた感じで、後輩はみん
な妹と弟です。そして、何よりも同期マネージャーには心の支えにいっつもなって
もらってます。もう第二の家族ですね。笑
大学生活、様々な選択肢がある中で、とても迷うとは思いますが、絶対に後悔は
しないと思います！戸田で待ってます！！

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！
大学4年間何をしようか、とても悩みますよね。
私もとても悩みました。そこで入部の決め手となったのは、3つ上の同じく慶應ボート部だ
った兄からの言葉でした。「大学4年間ボート部に入らないなんて人生損してる！4年後絶
対ボート部で良かったって思うから！」「寮生活が不安？絶対大丈夫だから。」「新人トレー
ニングが不安？なんとかなるから。」私は、オフにへとへとで帰ってくる兄を知っていたの
で、練習はバカみたいにキツイはずなのに、そこまで断言させるって相当良い団体なんだろ
うなと心が惹かれました。そして、私は今まで個人の成果主義のものに没頭してきたため、
集団で一つの目標に向かって熱くなることに憧れもあり、入部しました。
入ってみて、ボート部の魅力は何よりも人の温かさだと感じました。お互いの個性を認め
合い、高め合い、誰かが困っていたら誰かが手を差し伸べる、そんな部活です。
ボート部では、漕手・COX・MGR全員が日々チームのことを考えて一生懸命頑張っていま
す。だからこそ、学年、性別、役職を超えて家族のようになれる温かい部活なのだと思いま
す。ぜひボート部に一度足を運んでみては？

漕手：主将　石田 新之介　法学部法律学科　181cm

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
慶應義塾大学體育會端艇部133期主将の石田新之介です。
4年間という限られた時間を、皆さんはどのように過ごしますか？
バイト、サークル、留学、勉強。
無数にある選択肢の中から、皆さんには、「情熱を捧げられる場所」を見つけていただきたいと強く思います。
仲間とともに汗を、時には涙を流しながらも、本気で「日本一」を目指す。もがきながらも歩みを進める日々の中で、
気づけば大きな成長を遂げている。それがボート部での4年間です。
想像を超えて「熱い」世界が、水上には待っています。私たちと、まだ見ぬ自分を探す旅へと漕ぎ出してみませんか？

漕手　松尾 麟太郎
理工学部　173cm

君が思ってるより、ボートは楽しいスポーツ
です。

漕手　足利 海知
商学部　178cm

人生で一度は「日本一」の景色を見たく
ないか？

漕手　赤堀 太一
商学部　178cm

待ってるよー！

主務　磯田 大貴
法学部政治学科　175cm

声高に美しき友情を賞賛して甘ったるく
助け合い、相擁しているばかりが友情で
はない。

漕手　大島 諒也
法学部政治学科　182cm

一緒に最高の大学生活にしましょう！
女子高生待ってるよ～！

漕手　伊東 由貴
経済学部　169cm

ボート部に入ったら、
楽しいことしかないよ～

マネージャー　小幡 航平
法学部政治学科　167cm

カッコいい仲間との寮生活、
最高に刺激的です！

漕手　松井 萌
経済学部　165cm

人生変わるで！

漕手　野村 瑛斗
総合政策学部　170cm

入部は本質に先立つ。
入部理由は入部してから考えてください。

マネージャー　植木 康平
法学部政治学科　167cm

ボートまじでカッコイイぞ！

漕手　森本 修平
法学部法律学科　180cm

部活に没頭できる環境です。
熱くなろう！

COX　山中 健吾
法学部法律学科　170cm

探偵と端艇をごっちゃにされる以外、
全部最高の部活です。

漕手　笹生 洪太
法学部法律学科　170cm

一生のうち大学でしかできないこと！
ボート部に飛び込んで本当に良かった！

漕手　三神 真優子
法学部政治学科　166cm

海に抱かれて男ならば
たとえ破れても燃える夢を持とう

漕手：副将　大下 陽士
法学部法律学科　173cm

待ってます

漕手：副将　橋本 健之介
法学部法律学科　178cm

共に高め合い、より速く、より強くなろう！

漕手　田中 理貴
商学部　177cm

マネージャー　村上 瑠音　法学部法律学科　163cm

大学4年間は人生最後の学生生活を楽しめる場です。この4年間をゆっくりと過ごして多
忙な社会人生活のために活力を溜めることに使うのも、体育会に入るのも、資格を取るの
も、全て有意義な大学生活であると思います。しかし、私はどうしても皆さんに体育会に入
って活躍して欲しいと思います。体育会に所属して勝利に向かって直向きに努力すること
は、人生最後の学生生活の場であるこの4年間でしかできません。さらに残念なことに、1
年生の春でないと体育会に入ることは難しくなります。今が決断の時！って感じですね。
ボート部は大変面白い部活です。競技の魅力についてはこのパンフレットを読めば伝わっ
たと思いますので割愛しますが、我らがボート部の一番の魅力は人です。様々なバックグ
ランドを持った人々が、艇庫という屋根の下で共同生活を送っているのですから、面白く
ない訳がありません。そのボート部の人の魅力についてここで長々と書きたいのですが、
文章にして伝えていい事と、よくない事がありますから、興味を持った方は是非中村まで
お問い合わせください。
最後になりましたが、慶應義塾大学への入学本当におめでとう！艇庫で語り合えることを
願っています。

漕手　中村 想人　商学部　180cm

練習する場所で生活する。
この環境なら、一番強くなれる。

マネージャー　川島 壮登
法学部法律学科　176cm

端艇部への入部は正直非常に迷いました。全く縁のなかったボートという競技、初めての
寮生活、8月という遅すぎる入部時期、内部生だらけの環境。しかしここには私の求めるも
のがすべてそろっていました。充実した日々、素晴らしい仲間、安い生活費。意外なことに、
ちゃんと勉強時間も取れます。そして何より、ここには夢があります。早慶戦や全国大会に
出たい、そして勝ちたい。そのためにもっと上手くなりたい、もっと体をデカくしたい。もっ
とエルゴのタイムを縮めたい。こんなに夢をたくさん持てて、生きがいを感じられるのは端
艇部だけです。ここに入るまではバイトとサークルで暇をつぶす“普通の大学生活”を送っ
ていた僕ですが、そんな生活と縁を切ったことに後悔は全くありません。この選択をした自
分を誇りにすら思います。
大学生にもなって部活なんて、正直やらなくてもいいです。普通體育會なんて選択肢に入
りません。楽に遊んで暮らしたほうがいいに決まっています。でもここまで心を熱くするよ
うな体験ができて、24時間誰かと感情を共有できるのは端艇部だけです。ボートという競
技を通してあなたも“馬鹿”になってみませんか？

漕手　三浦 健太郎　経済学部　175cm

艇庫で待ってます！

漕手　大森 琉斗
法学部政治学科　188cm

戸田公園バイブスいと上がりけり

COX　杉森春奈
商学部　155cm

4年

3年

2年

PICK UP!

PICK UP!

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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新井 勇大
令和3年卒/経済学部出身

明治安田生命保険相互会社

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
我々慶應義塾體育會端艇部は「日本ー」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、 スポーツ経験のない選手、
慶鷹端艇部では様々な背景を持った選手が活躍してい
ます。
私の同期にも、ボート未経験から全日本選手権で銅メ
ダルをとった選手がいます。
君の熱い気持ちさえあれば、必ず日本一は手に届きます！
誰よりも熱い、誇れる4年間を一緒に過ごしましょう！

浦 敬太郎
令和3年卒/経済学部出身

三菱商事株式会社

端艇部では自主性が養われます。
寮生活、設備、道具、練習メニュー等、一流の材料は
全て部が整えます。それらをどう使いこなし、どのよう
な道順で日本一を成し遂げるか、壁にどう立ち向かう
か、全て部員の自主性に任されます。大人が委細まで
管理し、ゴールまで手を引くことはしません。自力で殻
を破るまで、ひたすらに自らの頭と体を使います。社会
人になれば先生/監督など居ませんから、この自主性
は最強の武器です。他のtop-down式の部活でも、材
料が限られたサークルでも身に付きません。
就活に於いては、OB/OGが部員各々の特長を捉え、
社会人としての新たな出発点を共に考え、数多の選択
肢を提供します。それをどう活かすか、これも再び部員
の自主に任されるのです。

野方 千裕
平成30年卒/法学部政治学科出身

株式会社TBSテレビ

高校までボート経験ゼロだった私。
社会人になった今、「ボート部を選んで本当によかっ
た！」と思っています。
その理由は…
①一生モノの“出会い”
部員全員寮で寝食を共にするので、家族のような関係
に。なんでも相談できる仲間ができます！
②就活がすごい！
実はボート部、慶應体育会の中で最も長い歴史を持つ
部の１つ。様々な企業に「ボート部愛に満ちたOBの
方々」が大勢いて、手厚くサポートしてくださいます！
③ “目標をどうやったら達成できるか”考える力がつく
ボート部は徹底した学生主体！「勝つために何が必要
か」自分で考え提案するうちに目標達成に向け考える力
が身につきます。これが社会人になって、とても役立ち
ます！
みなさんの入部をお待ちしております！

一緒に日本一を取るしかない

漕手　竹峰 颯健
経済学部　179cm

Do, or do not. There is no “try”.　

漕手　岩田 琉聖
法学部政治学科　169cm

四年間死ぬ気で頑張ろう！

漕手　岸本 共平
商学部　169cm

大学生活は端艇部で活躍してみませんか！

COX　中島 祥貴
経済学部　171cm

今よりも大きい自分になりたくはありませ
んか？端艇部に入部すれば肉体的にも精
神的にも大きく進化できます！ぜひ体験
にいらしてください！

漕手　佐野 怜
商学部　176cm

ボートの魅力、乗れば分かります。

漕手　深川 大地
法学部政治学科　171cm

最後の学生生活、馬鹿みたいに一つのこと
を頑張ってみたらかっこいいやん！

漕手　久松 真麻
経済学部　160cm

ボートより全力になれるスポーツ他にあり
ません！一緒に濃い4年間にしましょう！

マネージャー　日原 一樹
商学部　166cm

普通の大学生では味わえない、
めちゃくちゃ濃い生活が待ってます！

漕手　朝倉 慶明
経済学部　180cm

よく考えたら入らない理由なんてないです

漕手　藤枝 憲昭
法学部政治学科　180cm

料理はパッションだ！！

マネージャー　浅見 悠成
経済学部　175cm

最後の青春をボートに捧げましょうや

COX　井染 竜之介
経済学部　171cm

初めまして、端艇部一年の山村瑛です！pick upを任されて久しぶりに人から頼
られたなと思いました(汗)
僕は塾高時代アメフト部に所属していましたが、同期だった奴らはそのまま続け
たり、留学するために英語の勉強をしたり、野球に転身したり、サークルに入って
毎晩遊んだり、はたまた痛いインスタアカウントになってたり、、つまり大学では
本当に進む先が沢山あります。もちろんどの選択肢を選ぶかは個人の自由です。
僕も色々試しました。色々試した結果ボート部の試乗会の部員の雰囲気が忘れず
に入部しました。
といっても僕は迷いに迷っていたのでみんなより1ヶ月くらい遅れてボート部に入
部しました。今でもその時のこと覚えてますが夜眠れないくらい悩んでたことを思
い出します。
けど今は一切後悔してません。そゆことです。では皆さん生ローでお待ちしており
ます。

漕手　山村 瑛　法学部法律学科　183cm

最後の学生生活、無駄にしたくない、後悔したくない人たちへ。

高3の頃から、私は体育会の体験には10回以上、ボート部の試乗会には4回行き
ました。迷いまくって悩みまくって他の部活に決めたと思ったけどボート部のゴー
ルデンウィーク合宿に参加してみたら気づいたらボート部に入部していました。
たしかに精神的にも肉体的にもきついことはありますが、後悔はありません。
練習は辛いときもあるけど、その代わりオフが最高に楽しいです。ボート部は慶應
生の中で一番充実した生活を送ることができると思います。
まだ私は1年しか経っていませんが、ボート部での4年間は人生の宝物になること
は確信があります。
新しいことに挑戦し、家族みたいな仲間と4年間ボートに打ち込んでみません
か？

漕手　笠原 万維　商学部　164cm

この競技の魅力は、水上において自分と艇
しかないという孤独な状況で、己と対話し
ながら強くなっていくことです。一緒に強く
なりましょう！

漕手　神山 瑞樹
経済学部　180cm

Anything is possible！

漕手　神代 泰生
法学部法律学科　184cm

PICK UP!

PICK UP!



10:00 学 校

15:00 学 校

16:00 午後練開始

18:00 午後練終了

18:30 風 呂

19:00 自 由 時 間

21:00 掃 除 開 始

21:30 消 灯

22:00 就 寝

06:30

07:00

09:00

06:00 起 床

準 備

練 習 開 始

練 習 終 了
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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。皆さんには人生の選択とも言える決断をしなければならない時が来て
います。
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
を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、新型コロナウィルスの影響で、学生生活を巡る環境は大きく変わっ
ています。一生懸命に学生時代をかけて打ち込むことを探すことはとても
難しい状況です。あなたは本当に「今」しかできないことを見つけられてい
ますか？

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年を超える歴史の中で、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今年で90回目を迎えま
す。慶應義塾體育會にとってシーズン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。

慶應義塾體育會端艇部

監督　神山 亮弘  (平成9年卒)

朝は乗艇がメインです。練習時間はクルーごと
に決めています。それぞれの時間に合わせた練
習が可能です。

放課後、午後の練習はエルゴやウエイトトレー
ニングで体を鍛えます。

みんなで夜ご飯を食べたり、勉強したりする時間
です。スポーツ中継を見ている時は、特に盛り上
がります。

学校の課題や資格の勉強をする人もいます。
皆が頑張っているため集中でき、勉強が捗り
ます。授業のわからないことをすぐに聞けるの
も大きなメリットです。

部員の誕生日には同期や同じ掃除場所の仲間
でお祝いします！！

それぞれが割り振られた掃除場所を毎日15
分間掃除します。1年生はローテーションで各
掃除場所を回るので、上下関係なく親しくな
ります。

１・２年生は日吉へ、３、４年生は三田へ通います。
艇庫から皆で学校に向かいます。

学校

誕生日

掃除

朝

午後練

自由時間

消灯後

詳しくはこちらの
QRコードから！

部員の1日
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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

2021

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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