
 

  



 

 

  

ご挨拶（早稲田） 

早稲田大学ホッケー部長 中村 信男 

恒例の慶早ホッケー定期戦が、今年も無事開催されること

に、心よりお慶びを申し上げます。今年も、昨年から続いて

いる新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、部としての活

動や恒例行事に制約が科される状況に変わりがありません

が、それでも、本日、伝統の定期戦を途切れさせることなく

実施する運びとなり、両校ホッケー部の交流の場を設けるこ

とができたことは、本当に幸いです。これも、ひとえに両校

ホッケー部の関係者およびOB，OGの皆様方のご尽力の賜

物と思います。まずは、慶應義塾ホッケー部の関係者の皆様

方と、早稲田大学ホッケー部のOBおよびOGの方々に心よ

り御礼と感謝を申し上げます。 

周知の通り、今年は 1年遅れでオリンピック・パラリンピ

ックが開催され、ホッケー競技にも人々の関心が多少なりと

も集まったと思います。日本チームの戦績が満足のいくもの

ではありませんでしたので、盛り上がりに欠けた面がありま

すが、徐々にではあれ着実に高まりつつあるホッケー競技へ

の人々の関心を何とか持続させ、できれば拡大させたいもの

です。慶應義塾大学および早稲田大学という全国的に名の通

った大学のホッケー部の選手の皆さんが切磋琢磨し、一層活

躍するようになれば、これまで以上にホッケー競技の魅力は

広く伝わるものと思います。本日の定期戦も、そうした活動

の一環ですので、最後まで手に汗握る好ゲームを展開される

ことを切に願う次第です。 

最後に、この定期戦を困難な時代にあっても継続し、両校

ホッケー部の親睦が益々進むこと、および、両校ホッケー部

の関係者の皆様のご健勝を心より祈念申し上げます。 

早稲田大学男子ホッケー部 主将 村上 和亮 

本日ここに第 95 回慶早ホッケー定期戦を迎え、大変嬉しく

思います。開催にあたり、新型コロナウイルスの感染拡大の

状況下、開催にご尽力いただきました両校 OB・OG の皆様、

また大会関係者の皆様に早稲田大学ホッケー部一同を代表い

たしまして深く感謝申し上げます。 

 この伝統ある慶早戦でプレー出来ることに誇りを持つとと

もに、猛練習の成果を存分に発揮し、1 年間の集大成としてチ

ーム全員で勝利を掴み取ります。 

最後になりましたが、関係者の皆様に厚く御礼を申し上げま

すとともに、今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いい

たします。 

稲門ホッケー倶楽部 会長 和田 明仁  

 男子 95 回、女子 2９回慶早ホッケー定期戦の開催を心から

お慶び申し上げます。 

今年こそは新型コロナウィルス感染症も終息し、東京オリン

ピックの熱気がそのまま慶早戦へ突入し、多くの観客がスタ

ンドを埋め尽くし素晴らしい定期戦になると期待しておりま

した。しかしながら未だにコロナウイルス感染症の先行きが

見えず、東京オリンピックも無観客試合となり何か気が抜け

た大会になってしまったように思います。一方でこうした環

境下、オリンピックのアスリート達は日々厳しい練習を継続

し素晴らしいプレイを展開し結果を出し、我々に感動を与え

てくれました。又、サポートをしてくれたボランティアの人達

も暑い中、大変だったと思います。頭が下がります。 

伝統ある慶早ホッケー定期戦は今までにも困難なことがあり

ましたが、９５年の長きにわたり継続してまいりました。今年

も制約のある中、開催が危ぶまれましたが、皆様のご尽力によ

り開催に漕ぎ着けることが出来ました。応援も懇親会も限定

されますが、慶早戦がその歴史を繋ぎ継続して執り行われる

ことは大変喜ばしいことです。 

選手諸君には練習の成果を精一杯発揮し、両校の名誉をかけ、

いつもながらスピードのある激しい試合を見せてくれること

を期待しております。 

最後になりましたが幹事校である慶應義塾體育會ホッケー部

並びに三田ホッケー倶楽部の皆様の一方ならぬご尽力に重ね

て感謝と敬意を表するとともに厚く御礼申し上げます。 

早稲田女子ホッケー部 主将 堀山 夏帆 

本日ここに慶早定期戦を迎え、第 29 回女子定期戦に参加さ

せていただき大変嬉しく思います。コロナ禍において開催に

ご協力いただきました両校ホッケー部の諸先輩方、関係者の

皆様に心より感謝申し上げます。 

この伝統のある試合で仲間とともに闘えることに誇りを持

ち、今までの日々の練習の成果を存分に発揮したいと思いま

す。女子部 30 年の歴史と先輩方の思いを胸に、チーム一丸と

なり必ず勝利を掴み取ります。 

最後になりましたが、関係者の皆様に厚く御礼申し上げます

とともに、今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し

上げます。 



 

 

  

ご挨拶（慶應義塾） 

慶應義塾體育會ホッケー部 部長 大東 一郎 

今年も恒例の早慶ホッケー定期戦が開催されますことに、

心からお慶びを申し上げます。早稲田大学と慶應義塾大学と

の間でのホッケー定期戦も、今年度で男子は第 95 回、女子は

第 29 回となります。本日、伝統ある早慶ホッケー定期戦が無

事に開催され臨席できますことを、たいへんうれしく光栄に

感じております。 

今年の早慶定期戦も、昨年同様、両校の選手や関係者の健

康を損なうことのないよう、新型コロナ感染対策に細心の注

意を払い慎重な努力を継続して行われます。この歴史的な困

難の中でも、さまざまな工夫を重ねて練習を積んできた両校

の選手と指導者の皆さんホッケー競技への情熱と不屈の精神

に、心から敬意を表します。また、両校ホッケー部ＯＢ・ＯＧ

の皆様、選手のご家族など応援の皆様には、試合を現役戦に

限定する措置や会場への入場者数の制限などにご理解とご協

力を賜り、たいへんありがたく、厚く御礼を申し上げます。 

早慶定期戦は、選手の皆さんにとって、春・秋リーグ戦とは

違った特別な思いの込められた重要な機会であることと思い

ます。本日の早慶戦でも、「フェアプレーの精神」のもと、勝

利への強靭な意志力をもって全力を出し切る試合をしてくれ

ることを、心から期待しています。「素人は攻めているときは

威勢が良いが、一旦守勢に回ると、腰砕けになる。その点、プ

ロの守りは筋金入りである。」という言葉があります。劣勢の

ときこそ、今日まで自分たちが積んできた努力と鍛錬を思い

出し、最後まであきらめずに力の限りを尽くす試合をしてく

ださい。4 年生は、これが最後の試合です。早慶の選手が、チ

ームの仲間や相手校選手への敬意を抱き合えるような素晴ら

しい試合が行われることを、心から祈っています。 

早慶定期戦にあたり、両校ホッケー部 OB・OG や部員のご

家族の皆様より賜っております多大なご尽力と温かなご支援

に、厚く御礼を申しあげます。今後も引き続き、格別のご厚情

とご支援を賜りますよう、心よりお願い申しあげます。 

慶應義塾大学男子ホッケー部 主将 飯室 隼 

はじめに、第 95 回早慶ホッケー定期戦の開催にあたり、新

型コロナウイルスの感染拡大の状況下という厳しい局面の

中、開催にご尽力いただきました両校 OB、OG の皆様、大会

関係者全ての皆様に部員一同を代表致しまして深く御礼申し

上げます。 

早慶戦のピッチで試合ができる事を誇りに思い、日々の練習

の成果を発揮し、慶應義塾の名にふさわしいプレーをお見せ

できればと思います。そして、必ずやこの舞台で勝利を掴み

取ります。 

最後になりましたが、関係者の皆様に厚く御礼申し上げると

同時に、今後ともご指導ご鞭撻の程宜しくお願い致します。 

三田ホッケー倶楽部 会長 松本 光弘 

   昨年のコロナ禍のなか、想定外の事象を乗りこえて、早稲

田大学・稲門クラブの皆様の多大なるご尽力により無事早慶

戦をおさめることが出来ました。 

   その時は次回はコロナもおさまり例年と同じような形で

早慶戦が開かれると思っていましたが、第 3 波・4 波・5 波と

続き、波ごとに感染者の数は増大し、オリンピック・パラリン

ピックに関しても、色々なご意見のあるなかではありました

が開催され、画面を通じ各選手の活躍ぶりを観戦し、試合後

の皆様の感謝あふれるコメントに清々しさを感じました。 

   5 波はおさまりつつあるとはいえ、まだまだ余談をゆるさ

ない状況ではありますが、幹事校として万全の対策を施しな

がら、男子 95 回・女子 29 回の早慶戦を執り行うことが出来

ることに、ご関係の方々のご支援・ご指導に深く感謝を申し

上げる次第です。ただこのような時ですので、種々の制約・規

制があることをお許しいただきたく存じます。 

    このような中、伝統ある早慶戦が執り行われることは大

きな喜びです、選手の皆様には、開催に向け支えてくださっ

た方々に感謝の気持ちをお持ちいただき、その思いを込めて、

気力・体力・知力を存分に発揮し素晴らしいプレーをしてい

ただきたく存じます。 

   最後になりますが、なにかと不行き届き、ご迷惑をおかけ

する点があるかと思いますが、何卒ご理解のほどよろしくお

願いいたします。 

慶應義塾女子ホッケー部 主将 佐藤 玲  

本日ここに早慶定期戦を迎え、また第 29 回女子定期戦に参

加させていただき大変嬉しく思います。ご協力下さいました

両校ホッケー部の諸先輩方、関係者の皆様に心より感謝申し

上げます。 

この伝統ある早慶戦で、TEAM2021 のチームスローガン

「One for all, for the win」のもと、部員 30 人の力を合わせ、

最後の一分一秒まで戦い抜き、必ず勝利を掴みとりたいと思

います。 

最後になりましたが、ご多忙中にも関わらずご来場下さいま

した皆様に厚く御礼申し上げますと共に、今後ともご指導ご

鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 



 

 

 

 

 

 

 

  

早慶戦対戦結果（男子） 

早慶戦対戦結果（女子） 



ホッケーとは 1 チーム、フィールドプレーヤー(FW,MF,DF)10 人とゴールキーパー1 人の計 11 人がス

ティックを使い、小さなボールを相手ゴールに入れ合う団体競技。試合は 15 分×4Q 行われ、間の休憩は 

2 分、ハーフタイムは 10 分間 である。 

 

 

 

 

 

 

早稲田大学男子部 ホッケーについて 

 

フィールドは 60yd×100yd の長方形。 

ゴール前にサークルと呼ばれるシュー

トゾーンがあり、サークル内でのシュー

トのみが得点となる。 

1 ゴール 1 得点で、得点を多く入れた

方の勝利である。 

 

 

ホッケーには数多くの反則がある。また、カードはレッド(即時退場)、イエロー(一時退場)、グリーン(警

告)の 3 種類。ボール のスピードや試合展開が早いので審判のシグナルを見ると試合が理解しやすい。 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

村上 和亮 主将 FW #9 

政治経済学部 4 年（早大学院） 

早稲田一の俊足が主将として駒沢に

帰ってきた。天は三物を与えるの

か。しかしこのパーフェクトヒュー

マンは決して驕り高ぶらない。日々

の練習にもストイックに取り組む。

特に毎日同じ時間の電車・車両を利

用するルーティンは、他の選手の模

範となっている。  

黒川 理希 副将 MF #19 

先進理工学部 4 年（早大学院） 

今年愛する彼女と別れ、ますます調

子を上げている彼。部活外でホッケ

ースティックを使わなくなったこと

が影響していると言われている。そ

んな彼だが、院試で数ヶ月抜けたこ

ともあり、１年生からは体験入部だ

と思われている。もぉなんなのぉー

(；ω；) 

 

岩井 怜太 DF #2 

政治経済学部 4 年（早大学院） 

ド S な性格で後輩をいじり、特にオ

ツンの行動を裏で操っているという

噂あり…SNS でよく匂わせ投稿をし

ているが、本命は別にいるらしい。

ナンパした子に慶應生だと嘘をつい

た過去がある。今日だけは早稲田の

ホッケー部として、がんばれ岩た

ん！  

本橋 大地 DF #6 

スポーツ科学部 4 年（飯能南） 

早稲田の頼れるスイーパー大地。女

子マネージャーが体験に来ると積極

的に話しかけ、勧誘を試みるが逆効

果のようだ。今日の早慶戦では 100

ヤード以上飛ぶスクープで、慶應を

翻弄すること間違いなし。頼れる我

らがムッツリスイーパーに今日も期

待だ！ 

 

和田 翔太 FW #8 

教育学部 4 年（早大学院） 

早稲田の夏男こと翔太です。長い手

足から繰り出すリバヒで撃ち抜いた

ゴールは数知れず。最後の夏を超え

て過去最高の夏男になった彼。最後

の早慶戦は 11 月だって関係ない。真

夏のように早稲田を熱くさせるプレ

ーで皆さんを魅力します。It's 翔太

イム！！  

大森 悠人 MF #16 

政治経済学部 4 年（早大学院） 

ゆうとです… 試合中、「ゆうと！戻り

足！」と怒号が飛びますが、私ではありま

せん… 

大森です…「大森ナイスキー！」…それも

私ではありません… 

ゆうとです…「笑い声デカすぎて居場所す

ぐわかる」とよく言われます… それは私

です…ゆうとです…ゆうとです… 

早稲田大学男子部 

部長 中村 信男       監督 原 聡        コーチ 藤本 一平     コーチ 鵜飼 慎之介 



  

 

満留 優太郎 DF #4 

政治経済学部 3 年（早大学院） 

可愛らしい笑顔の裏側にムキムキの筋

肉とキレキレの頭脳を兼ね備える早稲

田のウルトラマン。彼女に LINE をピ

ン留めされ、その愛にご満悦の様子。

最難関とも言えるプリンセスをものに

した僕にできないことはないっ！今日

もゴールを守って奪って彼女の目を釘

付けにさせちゃうゾッ！  

大島 新 主務 FW #5 

商学部 3 年（早大学院） 

御茶ノ水から東伏見へ主戦場を移し

た彼。西武線からニヤニヤして女子

部の姫と降りてくる姿がよく目撃さ

れる。一緒に仕事をしていることが

自慢らしくアピールが激しい。 

「このいじり女子部に寒いって言わ

れてますよ？」 

一番寒いのはお前の自慢やぞ＾＾ 

 

平岩 佑利 FW #10 

スポーツ科学部 3 年（天理） 

自慢の眉毛を武器に女遊びに明け暮

れていた平岩くんだが、最近は本命

の子ができ女遊びをキッパリやめた

らしい！？(頼むそうであってくれ) 

そんな意中の子のためにダイエット

にまで成功してしまったゆうとのギ

ャンギャンなドリブルから目が離せ

ない！  

東郷 将史 広報 FW #11 

スポーツ科学部 3 年（淳心学院） 

早稲田の快速 FW、おれの名は東

郷。試合中も休憩中も沢山コミュニ

ケーションを取るんだぜ。このコミ

ュ力で多くの女を落としてきたんだ

ぜ。3 度目の早慶戦、昨年発揮でき

なかった自慢の必殺技を駆使して慶

應ゴールを脅かしてやるぜ！ 

 

山形 真大 DF #13 

スポーツ科学部 3 年（夕陽丘） 

ほんわかした口調と豊富なエピソー

ドトークでみんなを癒す、早稲田の

癒し担当。好物はみたらし団子(たぶ

ん)。そんな穏やかさとは裏腹に、2

日に 1 回近所の公園で 1 人懸垂をす

るという一面を持つ彼。鍛え抜かれ

た肉体から繰り出されるプレーに乞

うご期待！  

岡田 凌弥 DF #17 

スポーツ科学部 3 年（明和） 

「オツン」という愛称で親しまれて

いる。実は彼、滑舌の巨人になるこ

とができる。噂では巨人の状態でな

ければ流暢に話せないらしい。 

おいオツン！これ（早慶戦）はお前

が始めた物語だろ 

この戦いを終わらせるため、オツン

の活躍に目が離せない。 

 

西本 京平 学連 GK #23 

スポーツ科学部 3 年（大阪星光学院）  

見た目、雰囲気ともに愛嬌がある、

ゆるキャラにしもん。早稲田のゴー

ルを圧倒的センスで守ってくれるリ

アル円堂守。 

最近、大人の階段を一歩登ったとか

登ってないとか。守るものはゴール

だけにしといてな！俺たちの希望で

あれ！にしもんっ！！！  

永澤 由衣 TR 

スポーツ科学部 3 年（釜石） 

早稲田を支える凄腕トレーナー由衣

さん。夜中までバイトがあろうが、

ワクチンを打とうが、体調崩さず部

活に来る選手以上にタフな部分も。

その姿は、後輩スタッフ陣から人間

じゃないと言われるほど…今日もど

んな怪我にも動揺せず、選手のサポ

ートをします！ 

早稲田大学男子部 



  

 

小比類巻 周 DF #3 

政治経済学部 2 年（早大学院） 

視野の広さと心の広さは部活 No.1。 

得点数は DF ながら堂々の 3 位。 

ホッケーでは守備も攻撃もこなすオ

ールラウンダーな彼だが、プライベ

ートでは女子相手に不器用な面もあ

るとか… そんな彼の、スピードある

ドリブルで相手を翻弄するプレーに

注目です！  

和田 風馬 DF #7 

法学部 2 年（早大学院） 

早稲田ホッケー部の｢エレン・イェイ

ガー｣である彼の趣味はフィンランド

の伝統スポーツ｢モルック｣である。

また彼には諜報員的役割も与えられ

ている。兄カップルの機密情報も所

有しているらしいので是非聞いてみ

よう！彼の持ち味である一番騎に乞

うご期待！ 

 

中島 丞一郎 MF #12 

スポーツ科学部 2 年（石動） 

彼は日本屈指のホッケープレイヤ

ー。幼い頃から磨きあげられた巧み

な技術でボールを捌き、チームの中

心として活躍している。そんな激ア

ツの彼は現在彼女がいないようだ。

そこのあなた、彼女ができてしまう

前に彼に声をかけてみよう！ 

 

竹内 聡志 DF #14 

商学部 2 年（早稲田本庄） 

ホッケー部の陽キャといえばこの

男。大学から始めたとは思えない巧

みな技術で相手をことごとく骨抜き

にする。積極的な仕掛けを得意とす

るが、邪心がミエミエなのが玉にキ

ズ。それでもお得意のスクープを披

露すれば女の子はみんなメロメロ

だ！ 

 

林 聖真 GK #15 

社会科学部 2 年（早大学院） 

早稲田に登場守りのエース 

スーパーセーブでチームをエール 

トレーニングはすぐエスケープ 

弟の面倒見るのはタスク 

人中の髭はめっちゃ濃いいな 

女優が大好き、カモンバンビーナ 

慶應の FW シュートかりーな 

俺の存在 like ウォール・シーナ  

大多田 一真 DF #18 

政治経済学部 2 年（早大学院） 

二年生ながら早大ホッケー部の DF

陣をまとめる守りの要。部員が帰っ

た後に一人で部室のエアコンを掃除

する献身的な彼、誕生日が 1/8 だか

ら背番号を 18 にする可愛い一面も持

つ彼、なんて素敵な男。そろそろ報

われて欲しい。この紹介で誕生日覚

えた方、誕プレ待ってます。 

 

山田 和輝 MF #20 

創造理工学部 2 年（早大学院） 

部内一のあざとい系男子やまだ。そ

の計算され尽くした笑顔の裏側には

真っ黒な人格が隠されている、なん

て事は無くて普通にいい人(多分)。

しかし、コート内では明るい笑顔で

相手を油断させ大量得点を奪う偽善

者。今日も慶應の皆さんを欺きま

す！！  

戸川 晴貴 FW #21 

スポーツ科学部 2 年（立命館） 

おつん軍団の団員。女性には

「ジェントルマンな対応する

わ」と意外にもキザな一面を持

つ彼は"みのり"の秋ということ

で、早慶戦でもきっとたくさん

のゴールをみのらせてくれるだ

ろう。 

早稲田大学男子部 



  

 

加藤 航太 MF  #22 

政治経済学部 2 年（早大学院） 

好きなことは 1 人カラオケ、1 人映

画に 1 人旅行。複数人で出掛けると

必ず 1 度はいなくなるなど協調性は

全く無し。練習中には誰彼構わず、

ちょっかいを出し続ける。けれどや

っているのはチームスポーツ。そん

な彼が見せるチームプレーに着目せ

よ。  

上野 里恩 FW  #24 

政治経済学部 2 年（早大学院） 

留学のため休部中 

 

池田 大翔 副学連 DF  #28

商学部 2 年（早大学院） 

早稲田の点取り屋、池ちゃん。普段

は自分のルックスを生かしたプレイ

ボーイだが、常に 1 番遅くまで残っ

て自主練する努力家でもある。部内

1 の俊足を生かしたドリブルと華麗

な 3D ドリブルは誰にも止められな

い。また、彼のリバースヒットは観

客を虜にするだろう。  

土師 香澄 MG 

教育学部 2 年（新宿） 

早稲田が誇るほんわか小悪魔マネー

ジャー。彼女の特徴はなんといって

も、人との距離がとてもとても近い

ところ！気を抜いてるとかわいい上

目遣いに本当にころっと好きになっ

てしまう。被害にあった男子部員た

ちは数知れず、、。慶應の皆様お気を

つけて！！ 

 

大森 友貴 GK #1 

法学部 1 年（早大学院） 

今年入部したばかりの期待の新人キ

ーパー。手足の長さを活かしたセー

ブが特徴だ。表向きは真面目な性格

だが、実は女の子との出会いを望む

が実らず。夏にやった草むしりで培

ったメンタルで、今日も彼の背後に

はボールを女の子も通さない。 

 

金岩 祐太朗 DF #25 

政治経済学部 1 年（早大学院） 

１年生離れした安定感抜群のディフ

ェンスで攻撃の芽を摘む期待の新人

ディフェンダー。誰よりも真面目そ

うに見えるのに、同期初の粗相者と

なる一面も。慶應 FW 陣を絶望させ

る粘り強いディフェンスで汚名返上

を狙う。 

 

岩本 捷汰 FW #26 

スポーツ科学部 1 年（星光学院） 

僕は早稲田大学ホッケー部で一番か

わいい！時々サイコパスって言われ

るけどそれも計算してるよん！今日

まではかわいさで女の子を落として

来たけど早慶戦ではカッコいいスト

ライカーとしての一面も見せちゃお

うかな！ 

 

三ツ川 慶 MF #27 

人間科学部 1 年（星光学院） 

単位はギリギリを攻めるし、自転車

のサドルはバカ高いし、日焼けしす

ぎだろと思わずツッコみたくなるよ

うな髪色でパッとみ大阪のやんちゃ

男だが、実は男も惚れる気遣いので

きる優男。強めのメンタルとギャッ

プ萌えできっと慶應もイチコロ

さ！！ 

早稲田大学男子部 



  

 

保坂 航希 MF #30 

政治経済学部 1 年（早大学院） 

無表情・無感情のミステリーボーイ

と思いきや、女の子関係では積極的

な姿勢を見せる前早大学院主将。

時々魅せるミラクルタッチが印象的

だが、恋愛でもストロングポイント

「分析力」を活かして奇跡のゴール

なるか？！恋愛同様、早慶戦でも積

極的なプレーに期待！  

塚谷 朋香 TR 

スポーツ科学部 1 年（順天） 

カナダからやってきた期待の敏腕ト

レーナーつかちゃん。迅速、丁寧な

処置と持ち前の優しさで選手からの

評価も非常に高い一方でラントレで

はペースが遅いとちょっと怖い一面

をみせる。今日はどっちのつかちゃ

んが見れるのか？乞うご期待。 

 

瀬出井 香穂 MG 

人間科学部 1 年（下妻第一） 

茨城からやってきた敏腕マネージャ

ー。持ち前の明るさと高いコミュ力

で部員だけでなく他大学のマネージ

ャーともすぐに打ち解ける。一時期

元ヤン疑惑が浮上し、本人は否定し

たもののまだ疑惑は晴れていない。

早慶戦ではそんな彼女の本当の顔が

見られるかもしれない…。  

小宮 瑞生 MG 

社会科学部 1 年（早大学院） 

ホッケー経験者でありながらマネー

ジャーを務め主に試合分析を担当す

るなど部内で唯一無二の役割を果た

す男。練習終わりには男磨きの一環

として逆立ちを熱心に練習してお

り、なんとも早慶戦で披露してくれ

るとか……。今年の早慶戦はマネー

ジャーの彼に大注目です！ 

早稲田大学男子部 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

飯室 隼 主将 DF #3 

経済学部 4 年（慶應義塾） 

頼れる我らが主将。強力なストロー

クと、鉄壁のディフェンスを持ち合

わせた彼はチームを幾度となく救っ

てきた。また、ストイックすぎるが

故に、フリックシュートを体で止め

て嬉しそうにしている。気持ち悪

い。そんな彼が今日もチームを勝利

に導くだろう。  

小川 慶人 副将 GK #2 

経済学部 4 年（慶應義塾） 

チームが誇る守護神でムードメーカ

ー。いつも明るく、試合では大きな

声でチームを鼓舞するが彼女には敵

わず、尻に敷かれている。それでも

ピッチに立てば大きな体でチームの

ピンチを救ってくれる頼もしい存

在。そんな彼から目が離せない。 

 

田畑 智哉 副将 MF #11 

法学部 4 年（慶應義塾志木） 

お願いマッスル めっちゃモテたい 

お願いマッスル めっちゃ痩せたい

YES お願いマッスル めっちゃモテ

たいから ウー！(キレてるよ！) 

ハー！(キレてるよ！) 

筋肉にお願い！ 

ヒップレイズ！サイドベント！(腹筋 

6LDK かい！)  

中山 正暉 FW #4 

経済学部 4 年（慶應義塾） 

毎回、授業の課題の答えをもらう側

だった中山さんが、最後の課題で逆

に答えをくれた。ありがとう。だけ

ど間違ってたから、参考にはしなか

った。ごめんなさい。U21 日本代

表。 

 

高橋 駿 DF #5 

法学部 4 年（慶應義塾） 

高い手元の技術とホッケーIQ でチー

ムを支える大型 DF。いつも笑顔で優

しい駿 T だが、瞳の奥が笑っていな

いこともしばしば。そもそも人間が

嫌いという噂も。 

 

村上 慧 FW #9 

法学部 4 年（慶應義塾） 

「早稲田が村上慧を止めるには？」

キレキレの読みで相手ディフェンス

を翻弄する頭脳派 FW。お得意の論

理的思考でなんでもこなす完璧男。

今日は最後の早慶戦にかける情熱も

加わり、頭脳プレーに磨きがかか

る。よって彼を止められる人はいな

いといえる。 

慶應義塾男子部 
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渡 啓太 FW #12 

法学部 4 年（慶應義塾） 

四年生の中で唯一の大学からホッケ

ーを始めた新進気鋭の大型 FW。試

合をコントロールするフォアバック

共に強打のストローク、ゴール前で

の正確なボレー、相手の虚を衝くサ

ーブアンドボレーには注目だ！ 

 

辻井 凱武 MF #14 

法学部 4 年（慶應義塾） 

高いボールキープ力と冷静沈着なプ

レーで相手を魅了する MF の辻井。

表情を何一つ変えず高いスキルを駆

使する彼のプレーはチーム内外問わ

ず注目を集めている。早慶戦当日は

辻井の華麗なプレーに誰もが魅了さ

れるだろう。 

 

森 翔平 FW #30 

法学部 4 年（慶應義塾） 

三浦翔平？？ 大谷翔平？？ そん

な奴ら俺の敵じゃないね。俺の名前

は、、森翔平！！というわけで観客の

皆様、芸能事務所に知り合いがおり

ましたら是非『森翔平』を紹介して

ください。宜しくお願い致します。

p.s ホッケーも上手いです。 

 

大場 美波 主務 MG 

法学部 4 年（渋谷教育学園幕張） 

姉から勧められたアイスホッケーを

フィールドホッケーと勘違いし、入

部した彼女。でもこれはきっと天の

思し召し。テキパキとした仕事ぶ

り、周囲を気遣う力、そしていつも

部員全員の味方でいてくれる彼女は

部に欠かせない存在。今日もチーム

を全力で支えます！ 

 

坂巻 直都 DF #6 

経済学部 3 年（慶應義塾） 

昨年、MF から DF に転向するも、

視野の広さを武器にすぐさまスタメ

ンを獲得する器用なやつ。いつもニ

コニコして本性を見せず、6 年付き

合っても印象がない。本戦では感情

を爆発させたゴールパフォーマンス

をするらしいので、見守ってあげて

ください。  

藤代 茜利 FW #7 

経済学部 3 年（慶應義塾） 

生粋のドリブラー藤代は身長は

160cm 程度と非常に小柄だが態度は

人一倍でかいことで有名。しかし彼

は、後輩への熱烈な指導や常にチー

ムに対する声かけを欠かさない熱血

ホッケープレイヤーとしての一面も

持っておりチームに欠かせない存在

である。 

 

福田 洸輔 DF #15 

法学部 3 年（慶應義塾） 

1000 年に 1 度の天才フリッカーであ

り、慶應の最終ラインを守る頼もし

い DF。そんな彼も就活という強敵に

は敵わず、夏インターンは全滅。練

習後は高校部室でこそこそと面接練

習をしているらしい。試合中は就活

を忘れてプレーに集中して頂きたい

ところ。  

池田 拓未 学連 MF #16 

経済学部 3 年（慶應義塾） 

池田拓未。「ピン」の愛称を持つ。趣

味は脱毛、特技は論破。できれば池

田くんと言い争いはしたくない。「そ

れ間違ってますよ、へへ」が口癖の

池田くん、今日も魅力的な論破で勝

利をもぎ取れ。 

慶應義塾男子部 



  

 

割石 翔太 MF #17 

法学部 3 年（慶應義塾） 

その持ち前のつぶらな瞳から可愛い

系男子の名を欲しいままにしている

翔太くん。しかしホッケーや女の子

のこととなると獣のように追いかけ

回す。そんな彼のギャップにも今日

は注目していただきたい。 

 

浦山 大希 GK #18 

経済学部 3 年（慶應義塾） 

強靭な四肢を持つ巨人型のポケモ

ン。巨大かつ屈強な体躯に見合うパ

ワーを持ち、「縄で縛った大陸を引っ

張って動かした」という伝説が残

る。また、普段は眠っているが、こ

れらの創られた巨人が集うと存在を

感じ取って目覚めるとされている。 

 

大島 樹 副務 FW #19 

経済学部 3 年（慶應義塾） 

慶應 NO.1 の攻撃力を誇る FW。ス

ティックを自由自在に扱った攻めが

特徴。自他共に認めるヒットシュー

トの申し子。一対一では多彩なテク

ニックで相手を跪かせる。美男美女

カップルが慶應にアベック優勝をも

たらす。 

 

三宅 智菜 副務 MG 

経済学部 3 年（慶應義塾女子） 

笑顔がかわいくて人懐っこいちなち

ゃん！朝が弱いので朝練の前は機嫌

が悪いかと思うほど無口だけど、実

は遅刻 0 のしっかり者。ずっと末っ

子キャラでしたが、今では後輩も増

えて、部活中すごく気が回る頼りに

なる存在です！ 

 

小川 隼弥 DF #1 

経済学部 2 年（慶應義塾） 

彼は、顔の大きさに全振りした GK

慶人の弟・隼弥。足の速さを捨てた

ディフェンダーの彼だが、持ち前の

スクープ力と落ち着いたプレーで、2

年生ながら公式戦でチームを支えて

きた。そんな彼が力強いディフェン

スで活躍する姿をご覧頂きたい。 

 

齋木 壮之介 FW #10 

経済学部 2 年（慶應義塾） 

慶應でもっとも危険な男、齋木壮之介。ゴ

ールを愛し、ゴールに愛された彼は鋼のメ

ンタル、鋼鉄の肉体、最強の頭脳を持ち、

早稲田ゴールを脅かす。一度もバイトをし

たことがない、マイカーがある、末っ子な

ど部内随一のおぼっちゃまでもあるそうの

すけ。そんな彼の熱いプレーから目が離せ

ません！ 

 

新井 渓太 FW #13 

経済学部 2 年（慶應義塾志木） 

何にも負けぬ、棒のような体とスピ

ードを持ち、欲はあり、いつも「学

生生活で何が残せるか」を考えてい

る。東に酒の誘いあれば行って浴び

るように飲み、西に女の匂いがすれ

ば行ってその掌を掴む。次に狙うの

はどのマネージャーか。それとも早

稲田のゴールか。  

安部 優志 MF #20 

経済学部 2 年（慶應義塾） 

高校の頃『咬み殺すよ？』とか言っ

て対戦相手の DQN とタイマンし

た。その時のことあんま覚えてなく

て聞いた話ではｸﾌﾌとか笑いながらス

ティックで相手をボコボコにしてた

らしい、、、、それ以来裏番とか呼ばれ

るようになった ww 俺オタクだけど

www 

慶應義塾男子部 



  

 

竹之内 慧 DF #21 

経済学部 2 年（慶應義塾志木） 

最強のストローク力を誇る慶應のフ

ルバック。この一年で、最も成長し

た選手といっても過言ではない。そ

の力強いボールは、チームに良い流

れを引き寄せてくれる。今日の試合

でも、慶應のピンチを救ってくれる

こと間違いないだろう。 

 

小林 翼 副学連 DF #23 

経済学部 2 年（慶應義塾志木） 

ディフェンスに定評があるオシャレ

ディフェンダー。普段はオシャレな

服を纏い、オープンカーに乗ってブ

イブイ言わせているイケイケくん。

ホッケーでもオシャレプレーを狙う

もたびたび失敗。イケてるがお茶目

な翼、今日はオシャレなプレーで観

客を沸かす！ 

 

澁谷 友輝 GK #26 

経済学部 2 年（慶應義塾） 

軽快なフットワークを活かしスーパ

ーセーブを連発する期待の 2 年生キ

ーパー澁谷。同期の中ではボス的存

在らしい。フットワークを恋愛にも

活かすが未だ成果は得られず。口癖

は「俺女友達多いんで。」 

 

玉置 麻美子 MG 

法学部 2 年（神奈川学園） 

笑顔弾けるムードメーカー。部員想

いで、どんな仕事も卒なくこなしま

す。中高茶道部で培った集中力は誰

にも引けを取りません。そんな彼女

のエネルギー源は、某韓流アイドル

と辛ラーメン。今日もこの 2 つでや

る気充分な彼女が、ベンチから慶應

を盛り上げます！ 

 

福島 諒太 MF #22 

法学部 1 年（慶應義塾） 

高いホッケーのテクニックとリーダ

ーシップにより昨年度は慶應義塾高

校のキャプテンを務めていた。彼の

ホッケーに対する熱意は人一倍強

い。DF と MF の両方をこなす彼は

早慶戦でも存在感を発揮すること間

違いなし。 

 

北村 玲 FW #24 

経済学部 1 年（慶應義塾） 

彼を一言で表すと「ネタキャラ」。語

尾に必ず「〜っす」が付き先輩にも

ネタにされている。そんなネタ要素

が強い彼だが、グラウンドに出ると

キリッとした表情と持ち前のヌルヌ

ルしたドリブルで相手を簡単に抜い

てしまう。今日の早慶戦では彼の活

躍から目が離せない。 

 

坂上 開道 DF #25 

経済学部 1 年（慶應義塾） 

何も考えてなさそうで何も考えてい

ない。思い出し笑いをしてニヤつい

ているところをよく見る。竹之内さ

んの弟子でストロークが最近上達し

てきている。 

 

南 龍之介 MF #27 

法学部 1 年（慶應義塾志木） 

全国小学生けん玉大会高学年の部優

勝、江東区青少年百人一首大会準優

勝など華々しい経歴を持つ男。そん

な南もホッケーではタイトルを獲得

したことがない。いざ、けん玉で鍛

えた器用さと百人一首で鍛えた反射

神経を活かして早慶戦勝利のタイト

ル獲得に臨む。 

慶應義塾男子部 



  

  

 

前田 海 FW #29 

経済学部 1 年（慶應義塾） 

強靭なフィジカルとスピードを持ち

合わせたストライカーで敵の DF を

粉砕するほどのパワーを持ってい

る。しかし屈強な肉体を持つ反面、

たびたび鼻血を出したりお腹を壊し

たりするといった病弱な一面も。そ

んな彼の活躍に期待！ 

 

花尻 満里恵 MG 

商学部 1 年（雙葉高等学校） 

持ち前の真面目さで、丁寧に仕事を

覚え成長中！心配性な彼女は人一倍

慎重に仕事を頑張ります。いつも笑

顔で明るい彼女ですが、実は好きな

タイプは坊主の人というなかなか変

わった一面も。今日はそんな彼女が

チームを支える姿に注目です！ 

慶應義塾男子部 



  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

  

             

 

堀山 夏帆 主将 MF #12 

教育学部 4 年（早稲田実業） 

我らの絶対的主将！根っからのしっ

かり者であり、彼女が話すとそこは

まるで学校。部員たちは生徒と化

し、小学生時代を思い出すことも。

堀山学級の誕生である。（笑）さあ、

そんなクラスをまとめあげ、早慶戦

でも早稲田に勝利をもたらす姿に乞

うご期待！  

國岡 千乃 副将 DF #9 

政治経済学部 4 年（桐蔭学園） 

穏やかでチーム全体を包み込み、場

を和ませてくれる欠かせない存在。

その優しさとおっとりとしたキャラ

クターで、ホッケー部の癒し担当♡

しかしいざ試合となると、冷静な判

断と粘り強さを兼ね備えた DF を魅

せる。そんなギャップに目が離せな

い！大注目！ 

 

森田 桜 DF #3 

政治経済学部 4 年（Greengates） 

やって参りました！みんなのゆるキ

ャラ的存在。その名もサクラモリ

タ！！！ちょっとプーさんみたいで

いつもニコニコしている。そんな彼

女であるが、今日は華麗な DF で慶

應を圧倒しちゃいます。ゆるキャラ

だと思って油断しないでねっ(ハー

ト)  

加藤 清香 FW #7 

法学部 4 年（早稲田実業） 

リアクションが大きい人ランキング

でトップを独走している、スタイル

抜群の絶対的エース！早慶戦でも、

全力プレーとゴールパフォーマンス

でチームを盛り上げること間違いな

し！シュートを外して転げ回る姿は

もう見たくない！我らのエースに乞

うご期待！ 

早稲田大学女子部 

コーチ 山下 翼    S&C コーチ 坪田 依真  トレーナー 斉藤 裕美  学生トレーナー 野田 泰介 

部長 中村 信男  監督 安岡 裕美子 コーチ 石倉 花恋   コーチ 原 聡   コーチ 藤本 一平 



  

 

川村 日南 MF #17 

国際教育学部 4 年（日本女子大学附属） 

「ウ゛ォオオオ゛！！！」こんな雄叫びをフィー

ルドで聞いたことありません？声主はほぼ確では

るなさん。仲間の私もちょっと引く^ ^普段はち

ゅるるんアヒル唇とキュートな顔面で皆を惑わす

魅惑のオ・ン・ナだけどホッケーになると闘牛に

ミラクル仰天チェーンジ    全身全霊でボールに

喰らい付く執着心は折り紙付き、、いつかボール

か人を食べると予想。部員から愛される天真爛漫

なはるなさんに今大会乞うご期待あれ！ 
 

足立 夏保 主務 MG 

国際教育学部 4 年（同志社国際） 

「自分に厳しく、他人に優しく」をモットーに美

意識は欠かさず、マネージャーでありながら選手

のラントレやウェイトにも参加し、部員一人一人

をサポートしてくれます。そんな夏保さんの最近

のマイブームは帽子。キャップやバケットハット

を新しく購入し、部活着とのコーディネートに挑

戦中。たまに出る関西弁がまた可愛い。トレーニ

ング中に「ラスト⤴︎フォイト⤴︎やで〜⤵︎」と言わ

れたらいくら疲れてても最後頑張れないわけがな

い。そんな夏保さんが支えるチームはいつも明る

く雰囲気が良い！ 

 

山口 永恋 GK #1 

国際教育学部 3 年（洗足学園） 

髪色が明るいのは、たまごパンばっ

か食べているからだろうか。ピンク

のズボンを履きまくるのは、バレン

タインに生まれた使命感からだろう

か。普段は決して口数の多くない彼

女の、シュートを決められた時に発

する唐突な暴言。君は不思議だ。だ

けどそんな君がとっても素敵だ。  

髙橋 佑瑠 広報 DF #5 

教育学部 3 年（早稲田本庄） 

真面目な話してても、その美しさに

話が入ってこない…マツエクです

か？と言いたくなるほど長いまつ毛

…フィールド上で見惚れてまう〜。

そんな高橋佑瑠の声のデカさは部内

一   食べる量も部内一    フィール

ド上でたまに見せる鬼のような顔に

も注目です♡ 

 

原崎 ひかり 学連 FW #15 

創造理工学部 3 年（早稲田本庄） 

女子ホッケー唯一のザ、リケジョ！

しかもさすがは学連、スーツ姿がカ

ッコいい。こんなにかっこいい要素

が詰まっているけどいつもニコニ

コ、優しさで溢れている。長期のケ

ガからの回復後、覚醒した彼女は誰

も止められない。早慶戦での大活躍

に期待！  

亀田 菜月 副務 MG 

スポーツ科学部 3 年（鹿児島中央） 

部内屈指の kpop ファン。密かに韓国

で合宿を行いたいと考えていたりす

る。そんな彼女のサポートは計り知

れない。持ち前の優しさでチームを

支えている。慶應に勝って、コロナ

が落ち着いたら韓国遠征実現させち

ゃいましょうや( ^ω^ ) 

 

吉野 真啓 副将 DF #4 

スポーツ科学部 2 年（石動） 

高い GPA、お洒落なインスタ、バイ

ト掛け持ちに、ハイセンスな髪色。

全てが完璧なザ大学生。もちろん本

職(?)のホッケーでは、コート全体を

見渡し、華麗なドリブルとパスでゲ

ームを作る早稲田の絶対的存在。頼

むからその富山弁は東京に染まらな

いでくれ。  

鈴木 千心 副学連 FW #6 

社会科学部 2 年（学芸大学附属国際） 

綺麗な髪と写真映えするお顔の持ち

主で、陸上部時代に鍛え上げた俊足

と驚きの体力をも持ち合わせる彼女

は、2 月からの入部ながら絶賛活躍

中！早慶戦をボーッと観てるとチコ

ちゃんに叱られる⁉︎（ちなみに早稲

田のチコちゃんの口癖は「大丈夫そ

⁇」） 

早稲田大学女子部 



  

 

安藤 桜 FW #8 

政治経済学部 2 年（早稲田実業） 

近年の早実出身とは一味違う清らか

な心の持ち主。一度あんちゃんスマ

イルを浴びると誰もが浄化されてい

く。ただし良い子時々毒舌注意。 

空を仰ぎ指を折り呪文を唱えていた

頃とは違う！入部 2 年目にして初早

慶戦、「あんちゃん」ラストマッチで

点決めちゃうぞ！  

小川 紗知 MF #13 

スポーツ科学部 2 年（日比谷） 

第一印象、クール！かと思いきやイ

ンスタの投稿は面白い投稿ばかりの

彼女！審判も思わず笑ってしまうほ

どの転びを見せることも(笑) でも

早慶戦では持ち前の足の速さでボー

ルを運んでくれるでしょう！そのま

まゴールも！でもこけないでくれ

〜！ 

 

石原 梨子 FW #10 

国際教育学部 1 年（実践女子学園） 

彼女の最大の特徴はなんといっても

まっすぐなところ。入部当初から誰

にも負けない通る声で「はい！」の

返事をすることはもちろん、携帯の

待受画面は自分を追い込むなかなか

の衝撃もの(笑)圧倒的な足の長さが

武器の彼女の活躍を見逃すな！ 

 

鈴木 悠 DF #11 

スポーツ科学部 1 年（向陽） 

名古屋からやってきた癒し系愛嬌女

子。可愛らしい笑顔に思わずドキッ

とします。普段はニコニコ笑って部

を和ませてくれる存在だが、コート

内では強打という武器で周囲を驚か

せている。そんなチームに欠かせな

いディフェンダーのギャップ萌えに

要注意！ 

 

伊藤 凪沙 FW #14 

政治経済学部 1 年（早稲田本庄） 

言わせてほしい。この人、変顔がレ

ベチだ！普段のキャラからは考えら

れない。ギャップにもほどがある

よ！そんな彼女のプレースタイルは

「猪突猛進」。味方の声は届いている

のか、いないのか、一心に突き進

む。そのパワフルなプレーを早慶戦

でも見せてくれ！  

山下 天海 MF #19 

スポーツ科学部 1 年（須知） 

スーパールーキー ヤマシタアマ

ミ。丹波の国で培った広い視野、速

い足、正確なストロークを遺憾なく

発揮しチームを牽引する。長身だら

けの 1 年生の中で一際目を引くアマ

ミだが、ピッチ上での存在感の大き

さは誰にも負けません〜ニヒヒヒ

ヒ。 

 

三宅 美由紀 FW #23 

スポーツ科学部 1 年（川越女子） 

彼女をみると「後輩とは」の模範解

答。 

足の長さも首の長さもキリン級。そ

して準備のスピードも、返事のスピ

ードも、ボールを拾うときのスピー

ドもキリン級に早い。この速さをホ

ッケー中でも活かして欲しい、、切実

に、、  

矢澤 花奈 FW #25 

国際教育学部 1 年（成蹊） 

期待の新人。1 年生なのにしっかり

者すぎてもう頼りにしてしまってい

る、部に欠かせない存在。怒られな

くなったら終わりってこの時期に悟

ってて、私の３倍肝が据わってる。

体重気にしてるみたいだけど、体重

申請はマイナス 3kg までね☆(笑) 

早稲田大学女子部 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

佐藤 玲 主将 MF #17 

商学部 4 年（成蹊） 

誰よりも熱いホッケーへの愛情と志で慶應

女子チームを引っ張るのが我らが主将りん

さん。サングラスと大型車がお似合いなイ

ケイケな彼女の自由人すぎる生き様には誰

もが一回は驚いた事でしょう。そんな彼女

の予測不能で華麗なボール捌きと相手チー

ムにあだ名で呼ばれてしまう程長けている

「レバヒ‼︎」でコート中心を駆け回る姿は

皆さんの虜となる事間違い無し        

萩原 和夏 副将 MF #7 

商学部 4 年（横浜雙葉） 

わかしゃん     後輩のメンタルに寄り添う天才✨

優しくて面倒見は部内でもピカイチ     しかし PC

になると 1 番騎で突っ込んでくサイコパスに豹変

する     さらに努力によって培われたパス能力に

大注目   待ってれば絶対いいパス飛んできます

       最近は左えぐりやドリブルなどプレーの幅が

広がってますます活躍の場が増えたわかしゃんに

乞うご期待      サイコな中盤和夏をよろしくねっ

     

 

飯塚 美里 GK #1 

法学部 4 年（慶應義塾女子） 

プニプニほっぺとくりくりお目々が

ぺこちゃんのような美里さん。そん

な彼女は１年間で急成長を遂げ、正

真正銘慶應のマスコットとして活躍

中    ではなく、守護神として慶應の

ゴールを死守している。早稲田の行

手を阻む大きな壁、彼女の活躍で慶

應の無失点は間違いない。  

谷水 理子 主務 MF #2 

経済学部 4 年（慶應義塾女子） 

ひだまりのような笑顔、誰もが羨む

ようなモデル体型のりこさん！ 

長い手足を活かした広いリーチは、

コート内だけにとどまらず、部内で

の後輩に対する広い心と態度にもリ

ンクしている。最後の早慶戦、持ち

前の走力を活かして勝利へと導いて

くれることでしょう! 

慶應義塾女子部 

部長 大東 一郎     監督 青樹 茂彰      コーチ 遠藤 錬 

コーチ 阿曾沼 路加    コーチ 大久保 遼    コーチ 児島 沙也佳 



  

 

小泉 怜衣 DF #3 

法学部 4 年（慶應義塾湘南藤沢） 

これが慶應自慢のレフトバック。 

インターセプトも任せろ安定トラップ。 

ずっとニコニコでも汗でびしょびしょ。 

みんなが和むたまに天然なボケ。 

れんしゅうで響く可愛くて高い声。 

いざという時も頼れる、最高な先輩です。 

そんな Rey さんに注目です     

 

島崎 つきみ FW #5 

法学部 4 年（東洋英和女学院） 

ニコニコ笑顔でスタイル抜群！みん

な大好きつっきーさん     部室では踊

って周りを笑顔にしてくれるつきみ

さんですが、コート上では安定感の

あるプレーと前線からの声かけでチ

ームを引っ張ってくださいます。早

慶戦でも大活躍間違いなしです！ 

 

根岸 日奈子 MG 

経済学部 4 年（慶應義塾女子） 

女子ホッケー部唯一のマネージャー

ひなこさん！小動物のようにかわい

くてトーク力の高いひなこさんはテ

ーピングスキルが高く怪我した選手

はたくさんお世話になっています     

いつもチームのサポートありがとう

ございます！ 

 

石田 紗英 学連 DF #4 

経済学部 3 年（慶應義塾湘南藤沢） 

いつでも安心感抜群なさえ。小柄な

がら低い守備でピンチも冷静に守り

切る彼女は、練習内外でとても頼れ

るしっかり者で、年上の私も甘えて

しまいます。そんなさえも順調に愛

を育んでいる I.O の前では甘えん坊

だとか♡早慶戦でも安定感を発揮し

てくれるでしょう！ 

 

西村 未八 FW #8 

法学部 3 年（慶應義塾 NY 学院） 

慶應が誇るポイントゲッターの残すクセ強

伝説は数知れず。某フルーツパーラーの御

令嬢にして、当の本人はフルーツが食べら

れない。歳上だけど自称バブ検定準一級。

苦手なことはソーシャルディスタンス。弛

まぬ努力で培った予測不能なドリブルで相

手を惑わし、チームを勝利へ導いてくれる

でしょう…！  

加藤 ひより DF #9 

環境情報学部 3 年（東京学芸大学附属） 

力強いストロークで、SW として部

を引っ張ってくださる、ひよりさ

ん。初めて PC 練を見た時は、その

強烈なヒットに衝撃を受けました。

練習中も的確なアドバイスをしてく

ださるので、嬉しいです。ホッケー

愛が強くて、プレイする姿が本当に

かっこいいです！ 

 

丸山 菜穂子 副務 DF #10 

理工学部 3 年（東京学芸大学附属） 

背が高くてスラっとしているスタイ

ル抜群のなおさん！普段はクールで

すが、フィールドでは力強いディフ

ェンスを見せてくれます。プレー中

は冷静な判断をしていてカッコいい

なおさんですが、目があった時に見

せてくれる笑顔はとっても可愛い先

輩です       

陶山 知佳 FW #11 

法学部 3 年（田園調布雙葉） 

プレー中もプライベート中も魅力盛

り沢山のともかさんは、後輩みんな

の憧れの先輩です。可愛さもかっこ

よさも兼ね備えて fw として活躍され

る姿に、誰もが魅力されること間違

いなしです。持ち前の足の速さを活

かしたスピード力あるプレーにご期

待ください！ 

慶應義塾女子部 



  

   

 

山田 里紗 FW #12 

商学部 3 年（慶應義塾女子） 

満面の笑みで、部の雰囲気を一気に

明るくするりささん！英語を混ぜて

いつも楽しくおしゃべりしますが、

フィールドに立つと一転、周りに指

示を出しながらボールを確実に取り

きります。ボールを操る華麗なステ

ィックさばきに目が離せません！ 

 

水本 彩巴 FW #14 

経済学部 3 年（国際基督教大学） 

明るい笑顔と気さくな人柄が魅力の

あやはさん！今年 DF から FW に転

向し、今まで培った堅い守備に加

え、持ち前の持久力を活かした力強

い走りでコートを駆け巡り、相手を

抜き去る姿には目が離せません。FW

としてさらにパワーアップしたあや

はさんの活躍に注目です！ 

 

栗岡 満里奈 DF #15 

経済学部 3 年（Plano West） 

英語と日本語がペラペラなバイリン

ガールのまりなさん！慶應の DF 軍

としていつもチームを引っ張ってく

れています。屈強そうなディフェン

スをするが繊細なメンタルをもつギ

ャップ萌えする一面を持つ彼女の早

慶戦での活躍に目が離せません！ 

 

津田 美友佳 MG 

理工学部 3 年（立命館） 

関西弁を話すとっても可愛いみゆか

さん！ 

ホッケー経験者のみゆかさんは、そ

の知識と経験を活かして私たちに多

くのアドバイスをしてくださいま

す！チームに必要不可欠な存在で、

早慶戦勝利へと導いてくれるでしょ

う！！ 

 

楫野 彩貴 MF #16 

法学部 2 年（国際基督教大学） 

プレー中は丁寧なアドバイスをして

くださり、練習以外では気さくに話

しかけてくださる優しいさきさん！

そんな可愛らしい笑顔からは想像で

きない機敏なドリブルで相手を交わ

していくプレーをぜひご覧ください

‼︎ 

 

久保田 夕雅 GK #18 

経済学部 2 年（慶應義塾湘南藤沢） 

高校までの部活で培ったフットワー

クを武器にキーパーとして活躍

✌︎✌︎ 

一年生の頃からゴールの前に立つと

絶対にボールを寄せ付けない存在感

を放っていたゆま。ゆまの好セーブ

に注目です！ 

 

峰岸 未来 FW #19 

経済学部 2 年（慶應義塾女子） 

夏も冬も関係ない！グラウンドで輝

く肌の白さは部内 1！！そんなみく

さんの白さにみんなぞっこんです！

ぞっこんするのは肌の白さだけでは

ありません。コート内での正確なリ

ード、華麗なスティックさばき、皆

さんもみくさんにぞっこんしてくだ

さい♡  

坂田 絢音 副学連 DF #20 

経済学部 2 年（慶應義塾女子） 

どんな雨の日でもきっちり前髪をキ

ープするあやねさんは、ライン際の

ボールキープもピカイチです。そし

て誰よりも努力家で、いつも真剣に

練習に取り組んでいます。前髪キー

プもプレーも見習っていきます！ 

慶應義塾女子部 



  

   

 

齋藤 由希子 MF #21 

経済学部 2 年（慶應義塾女子） 

笑顔がとても可愛いゆきこさん。フ

ィールドでは、小柄な姿で軽やかに

走り回り、しなやかな動きでパスを

繋げます。若干 2 年生ながらも、す

でに MF のスタメンとしてチームを

支える凄い方です！いつも後輩を気

にかけて下さり後輩一同毎回助けら

れています         

大平 梨花 FW #13 

総合政策学部 1 年（Christian academy） 

新入部員第一号のリカは、すばしっ

こくコートを駆け回り、先輩にも果

敢にドリブルで仕掛ける FW。わず

か入部 2 ヶ月後、日焼けで顔が真っ

黒に。その姿はまるで、ガングロた

まごちゃん。最近まつ毛をパワーア

ップさせたいみたいだけど、その小

顔には十分だと思うよ？♡ 

 

村岡 咲音 MF #22 

商学部 1 年（慶應義塾女子） 

しっかりしてる一方、明るくて優し

さ溢れてるみおん     フィールドに立

つと 1 年生とは思えない安定感のあ

るプレー！彼女の確実なリードと圧

倒的体力は誰にも欠かせない。そん

な努力家なみおんは、日々チームに

いい刺激を与えてます！今後のプレ

ーに期待大！  

曽我部 千紗 FW #23 

法学部 1 年（Fleetwood Park Secondary） 

帰国子女・体力抜群・美人・努力家

…悪いところが見つからないゆるキ

ャラを見かけたらそれは千紗！しか

しポケットに手を突っ込みながらグ

ラウンドに登場するヤンキーのよう

な一面も。ケガと戦いながらも日々

成長して強くなっていく千紗の活躍

に期待です！ 

 

山岡 怜奈 DF #24 

法学部 1 年（Dwight School London） 

みんなの恋のキューピッド。 

あだ名はヤンキー。 

実は純粋な乙女な女の子。 

将来有望の DF。 

顔がうるさいとよく同期に言われる

らしい。 

裏を返せばムードメーカー。 

 

山口 夏実 FW #25 

経済学部 1 年（慶應義塾女子） 

元気あふれる一年生のなつみ！おし

とやかに見える一方で、意外とおし

ゃべりでお茶目な一面を持つ可愛ら

しい子です☺︎人数の少ない練習の日

でも声をかけ、盛り上げてくれま

す！ボールとスティックが密着して

いる彼女のプレーに期待です！ 

 

金子 桃子 DF #26 

法学部 1 年（田園調布雙葉） 

ソフトボールで培った足腰とパワー

で 1 年生ながら安定感抜群のストロ

ークを繰り出すもも。しっかり者か

と思いきや、某日焼け止め塗り過ぎ

の先輩に触発されて顔を真っ白にし

ていたり、家庭菜園について延々と

話し続けたり、クセの強い一面

も、、！？  

斉木 はるな GK #27 

経済学部 1 年（慶應義塾女子） 

とても真面目なはるなはバトミント

ンの経験者！そのおかげか華麗なス

テップでゴールを守ります！ 

明るく誰よりも大きな声で練習中周

りの士気を高めてくれます！ 

普段はしっかりしているけれどたま

に謎な発言も？！そんな期待の新人

にご注目ください！ 

慶應義塾女子部 



  

  

 

久井 玲香 MF #28 

商学部 1 年（Dwight School London） 

イギリス帰国のインナーカラーがお

しゃれさん      一度しゃべればたくさ

ん話してくれるかわいい後輩。夏に

毎日練習したかきなら誰にも負けな

い    怪我を乗り越えたれいかは止め

られない！噂によると一年生のママ

ポジらしい      みんなも話しかけてみ

てネ★  

大出 琴以 FW #29 

法学部 1 年（慶應義塾女子） 

ラクロス部からやってきた元気で笑顔が可

愛い女の子！特に愛犬の話題になるとニコ

ニコが止まらないほど溺愛している様子

       実はかなり抜けているところもあるが

そこもまた可愛らしいところである。そん

なこといですが、日々メキメキと力を伸ば

しており、チームにいい刺激となっていま

す      今後の活躍に期待です！ 

 

笹山 美由希 MF #30 

法学部 1 年（桐光学園） 

一見おとなしそうなみゆきは、意外

にもよく喋ります。熱狂的なベイス

ターズファンで、球場にもよく足を

運ぶ彼女は、根っからのスポーツ好

き。ホッケーでも、緩急のあるドリ

ブルやヒットで、センスの良さを見

せてくれます。今後の成長に期待で

す！ 

慶應義塾女子部 



 

 

 

 

 

3 年  2 年  1 年 

周 世浩  新見 蓮  加藤 結大 

杉山 悠  小林 聖  三浦 康太郎 

吉岡 駿希  滝 真吾  平出 健 

古本 海翔  舟橋 慧起  井上 至道 

井上 真之  豊田 悠介  井上 蒼大 

川口 諒    森 凌亮 

黒田 悠磨    中濱 理玖 

保坂 太陽    森脇 和英 

今井 陽太郎    安藤 哲平 

仁科 恒星    島村 航太 

児玉 慶    三木 陽斗 

安間 佑太    三木 味到 

伊藤 浩太    稲邑 拓海 

 

  

早稲田大学高等学院 



 

 

 

 

 

3 年  2 年  1 年 

原田陽一郎  大富陸矢 朝倉慶歩  大森鴻介 細井開 久保田敦也 

米村淳  三谷己太郎 岡本遼一  鈴木一成 青木遼太郎 山口瑛 

加藤颯人  岩熊優空 山口洸明  須田淳也 磯貝琉音 小野史晃 

西浦大道  奈須野竜基 中川諒  髙橋智也 澤﨑舜哉 増田昊世 

内田武志  後藤航大 島内匠汰  二宮怜 細井瞭 三村侑平 

地主知丘  潮崎一徳 江口怜志  請井優哉 宮井大希 服部桂太 

火丸怜  橋本一希 吉川凜太朗  榎本貴一 大山慶 蒲川遼太 

岩田周真  渡邉悠汰 森村悠太郎  大岡拓未 小楠健太 梅田瑛人 

髙栁勇斗  小田克也 會田幸大  荻野大地 佐藤孝紀 清水歩武 

中村健人  湯山祐希 島田風或  奥村高宇 濱田優哉 川﨑太聖 

石橋悠大  古川航太 臼井一真  高市竜之介 朝倉悠介 小林謙太 

橘尚輝  佐伯奏 鳴釜征治  原田翔真 大石隼椰 小倉佑人 

杉山慶悟  高梨賢人 岩田悠吾  小野隆通 佐久間拓也 河野明彦 

三輪拓海     桑原優介 島田穣 原藤直 

中村英太郎     石黒創 浅見遙人 堀口裕生 

村田智哉     津国恒士郎 江川尚輝 御子柴岳 

甲林晟     中西優   

坪田太郎        

大井倭斗        

慶應義塾高等学校 



 

 

 

 

 

3 年  2 年  1 年 

佐藤 優汐  井野口 達也  西坂 学 

逸見 龍瑞  田中 亮丞  池上 陽 

武野谷 龍史    青山 陽真 

中山 日向    高橋 壮哉 

西岡 建人    小林 賢人 

髙田 淳哉    灰原 裕太郎 

兵藤 創    中野 裕太 

浅田 尚希    塩野 陽生 

戸澤 柊作    瀧井 亮介 

    高橋 結都 

    松田 悠哉 

 

 

  

慶應義塾志木高等学校 



 



 


