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

三田ホッケー倶楽部 会長 松本 光弘
「With

Corona」における早慶戦

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

男子 94 回、女子 28 回の早慶戦が開催されるにあたり、本年度の

ケー定期戦も、今年度で男子は第 94 回、女子は第 28 回を迎えま

状況を鑑み、想定外の事象を乗り越えて、無事試合が出来ることに

す。本日、長い伝統を誇るこの早慶ホッケー定期戦に臨席できます

深い感謝と安堵の気持ちを強く感じているところです。

ことを、心よりうれしく感じております。

昨年末中国に端を発した新型ウイルスは、遠い出来事のことと思っ

本日の早慶定期戦は、いまだ新型コロナウィルス(COVID-19)の感

ていましたが、今年にはいり瞬く間に世界に感染し、春先には緊急事

染が終息していない状況で行われます。両校の選手も指導者の皆さ

態宣言・移動自粛要請・３密回避等の対処方針により、日常生活に

んも、この特殊な状況の中で例年にないさまざまな工夫を重ねて練

大きな支障を生じ、経済活動を大幅に悪化させました、この影響はス

習を積んできたことと推察しています。歴史的な困難の中でもホッケ

ポーツ界にもおよび、春の試合全面中止からはじまりインターハイの

ー競技力の向上を期してたゆまぬ努力を続けてきた皆さんの不屈の

取り止め、そしてオリンピックの延期という事態になり、一瞬戦時下の

精神に、心から敬意を表します。また、本日の試合のために COVID-

ように各種競技が全面中止された事がよぎるなか、今年のシーズン

19 感染防止策をご考案くださりました幹事校・早稲田大学の皆様

はどうなるのかと気を揉んでいました。

に、厚く御礼申し上げます。
選手の皆さんは、毎年の早慶戦に、リーグ戦とは違う格別の思いで

いまだ完全抑止までの道のりは見えず、第２波・第３波の恐れのあ
るなか、初夏にかけ若干の落着きが見られ「With

Corona」のもと、

臨んでいることと思います。早慶戦ではリーグ戦での両校の対戦とち

少しずつ気づかいながら、日常生活を取り戻す努力をはじめ、我がホ

がう結果が生じることも少なくないのは、その強い思いが反映されるか

ッケー界も練習を再開し、秋は万全の対策を施し、かなり縮小させな

らでしょう。本日の早慶戦でも、選手の皆さんが練習の成果を存分に

がら、試合・大会をスタートさせて参りました。

発揮し、「フェアプレーの精神」をもって全力を出し切る試合をしてくれ

このような時に種々の制約はあるものも、伝統ある早慶戦が執り行

ることを、大いに期待しています。劣勢のときこそ、最後まであきらめ

われることは大きな喜びであります、選手の皆さまにはこのような中で

ずに力の限りを尽くす強靭な心身の力を発揮してください。早慶の選

も開催に向け支えてくださった方々に、感謝の気持ちをいだきその思

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

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

らしい試合が行われることを、心から期待しています。

いただきたく思います。

本日、この早慶定期戦が無事に行えますのも、両校ホッケー部

最後になりますが、幹事校の早稲田大学ならびに稲門クラブの皆

OB・OG の皆様の多大なご尽力のおかげであると存じます。部員のご

さまのひとかたならぬご尽力に、重ねて感謝と敬意を表するとともに

家族の皆様にも、日頃からホッケー部へのご理解とご支援を頂いて

厚く御礼申しあげます。

おります。これらすべての皆様に、厚く御礼を申しあげる次第です。今
後も引き続き、早慶両ホッケー部の発展のために格別のご支援を賜
りますよう、心よりお願い申し上げます。

慶應義塾大学男子ホッケー部 主将 前多 亮佑

慶應義塾大学女子ホッケー部 主将 森田 真衣

はじめに、第 94 回早慶ホッケー定期戦の開催にあたり、新型コロ

本日ここに早慶定期戦を迎え、また第 28 回女子定期戦に参加さ

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

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

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

部の諸先輩方、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

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。

この伝統ある早慶戦で、TEAM2020 のチームスローガン「全員戦
力」のもと、37 人の仲間と全員で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。

早稲田大学ホッケー部 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。とりわけ、今年は、新型コロナウイルスの
感染拡大の影響で、これまで当たり前のことと思われていたことが当

稲門ホッケー倶楽部 会長 和田 明仁
男子 9４回、女子 2８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。
今年は新型コロナウィルス感染症の為、春のリーグ戦、御王座決

たり前ではなくなっている非常に困難な状況にある中で、色々な制約

定戦もないまま、秋のシーズンに入ってしまい、いつの間にか慶早戦

はあるものの、伝統の定期戦を途切れさせることなく実施でき、両校

の時期になってしまいました。

ホッケー部の交流の場を設けることができたことは、本当に幸いでし

伝統ある慶早戦は、戦争のあった 3 年間を除き、営々と継続され

た。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

てきました。新型コロナウィルスで今年の伝統ある慶早ホッケー定期

方のご尽力の賜物と思います。まずは、慶応義塾ホッケー部の関係

戦を中止にすることは出来ないという思いで開催まで漕ぎ着けること

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

が出来ました。コロナ対策で皆様に御不便をお掛けするかもしれませ

より御礼と感謝を申し上げます。

んがご容赦下さい。しかし、いつも試合を盛り上げてくれる応援部、チ

2020 年はオリンピック・パラリンピックが開催され、その一環として
ホッケー競技にも人々の関心が集まると期待されましたが、それは来
年に持ち越しになりました。また、来年の五輪開催が実現するのか

アリーダーの応援も、そして現役、OB との交流の場である懇親会も断
念せざるを得なくなりました。
今年はオリンピックが開催される予定で、その余韻を残し、さぞかし

も、予断を許さない状況にありますが、このところ着実に高まりつつあ

盛り上がる慶早戦になるだろうと期待しておりましたが延期となり残念

るホッケー競技への人々の関心は、何とか持続させ、できれば拡大さ

です。選手諸君も様々な制約の中で練習も思う様に出来ず、モチベ

せたいものです。そのためにも、両校ホッケー部の選手の皆さんが切

ーションを保つことも大変だったと想像いたします。

磋琢磨し、一層活躍することで、ホッケーの魅力を伝えて欲しいと思

しかし、いつまでもくよくよしていても仕方がありません。練習の成果

います。本日の定期戦は、そうした活動の一環でもあると思われます

を見せる機会が少なくなった分、思い切りこの慶早戦にその成果をぶ

ので、普段とは違う状況ながら、最後まで手に汗握る好ゲームを展開

つけて、この重い雰囲気を払拭し、両校の名誉をかけて、いつもなが

されることを切に願う次第です。

らのスピードのある激しい試合を見せてくれることを願っております。

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

皆様がこの度の苦労を乗り越えて、今まで盛り上げてきたホッケー

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

界を再度盛り上げるような素晴らしいホッケーを見せてくれることを期

様のご健勝を心より祈念申し上げます。

待しております。

早稲田大学男子ホッケー部 主将 清水 拓登

早稲田大学女子ホッケー部 主将 古屋 萌杏

本日ここに第 94 回慶早ホッケー定期戦を迎え、大変嬉しく思いま
す。コロナウイルスの影響がある中、本大会の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、関係者の皆様に深く感謝申し上
げます。

本日ここに慶早定期戦を迎え、また第 28 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。
開催にご尽力いただきました両校ホッケー部の諸先輩方、関係者
の皆様に深く感謝申し上げます。

この伝統ある早慶戦でプレーできることを誇りに思い、今まで積み

今年は「愛されるチーム」をモットーに、全員でホッケーとひたむき

上げてきた練習の成果と全力で勝利を目指す姿勢で、ここまで支え

に向き合い、チーム力を高めてきました。本年度の集大成として、一

てくださった皆様に感動と勇気を与えたいと思います。

人ひとりの力を出し切り、この伝統ある慶早戦で必ず優勝を掴みとりた

最後になりましたが、ご多忙にもかかわらずご来場いただきました
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。

いと思います。
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。
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昭和45

47
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1-0

昭和14
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4-1

昭和46

48

1-1

平成15

77

2-3

昭和15

17

3-2

昭和47

46

5-1

平成16

78

4-3

昭和16

18

2-1

昭和48

47

3-1

平成17

79

3-1

昭和17
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1-1

昭和49
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昭和18
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0-1
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49

0-2
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0-6

昭和19
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戦争のため中止

昭和51
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1-1

平成20
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1-3

昭和20
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戦争のため中止

昭和52

51

0-2

平成21

83

2-1

昭和21

23

戦争のため中止

昭和53

52
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84

1-2

昭和22

24
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3-1
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85
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昭和23

25

0-0

昭和55
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1-2

平成24

86

1-1

昭和24
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2-0

昭和56

55

3-1
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5-2

昭和25
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4-3

昭和57

56

3-2

平成26

88

1-3

昭和26
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1-8

昭和58

57

1-0

平成27

89

2-2

昭和27

29

0-0

昭和59
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2-3
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90

0-6

昭和28

30

4-1

昭和60
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1-3

平成29
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1-3

昭和29

31

0-3

昭和61
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1-3

平成30
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2-2

昭和30
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2-2

昭和62
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1-3

令和元年

93

2-2
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回

慶應対早稲田

年代

回

慶應対早稲田

年代

回

慶應対早稲田

平成5

1

3-0

平成18

14

2-1

令和元年

27

1-2

平成6

2

0-2

平成19

15

1-3

平成7

3

0-0

平成20

16

1-4

平成8

4

2-1

平成21

17

1-2

平成9

5

3-0

平成22

18

1-4

平成10

6

3-1

平成23

19

0-1

平成11

7

4-1

平成24

20

1-3

平成12

8

0-4

平成25

21

1-2

平成13

9

1-0

平成26

22

1-6

平成14

10

0-1

平成27

23

1-3

平成15

11

1-2

平成28

24

0-3

平成16

12

3-0

平成29

25

0-1

平成17

13

3-2

平成30

26

0-1

女子部

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。

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。

部長 大東 一郎

監督 山﨑 智雄

コーチ 大川 達哉

前多 亮佑 主将 FW ＃10

コーチ 岡田 寛

コーチ 福谷 亮太

安田 武大 副将 MF ＃5
法学部 4 年 (慶應義塾)

経済学部 4 年 (慶應義塾)
#幼稚舎出身

#長いリーチと強力なストロークを持つ頼れ

#生粋の慶應ボーイ

るマッチョ

#金持ち

#ムサシの名にぴったりなマッチョ

#お年玉は 200 万

#部室にダンベル寄付する程器の大きいマ

#最寄り駅は妙蓮寺

ッチョ #集まった時何も喋ること考えてない

#電話番号は 08013080×××

マッチョ

#インスタの裏垢の ID は otodokeshimasu

#ハマトラデートがお気に入りのマッチョ
#筋肉しか勝たん

望月 慎之介 副将 DF ＃6

藤井 貴士 FW ＃1

経済学部 4 年 (慶應義塾)

経済学部 4 年 (慶應義塾)

慶應の大黒柱。力強いストロークと体を張

絶対に奪われないスワーブ力とディフェン

った豪快なプレーが持ち味。練習は日によ

ス力が持ち味。迫力のあるプレスで相手デ

ってモチベの差が激しく、逆鱗に触れた 2 年

ィフェンダーのミスを誘うのが上手い。今回

割石は何度か殺されている。勝利に何より

の早慶戦でも活躍してくれるに違いない。

こだわった、存在感のある彼のプレーから

普段はイジられるため頑張ってキャラをつく

は目が離せない。

っている。しかし本当は真面目な人間。

寺崎 未来 副務 GK ＃2

片岡 賢治朗 DF ＃7

法学部 4 年 (慶應義塾)

経済学部 4 年 (慶應義塾)

慶應ホッケー部歴代最多寝坊遅刻選手。

いつでも優しく堅実な安心安全の 4 年生。

「駅のトイレに行っていた」「焼肉でお腹を下

彼にマークされたら最後、前に進む事はほ

した」など説得力のない言い訳を繰り返した

ぼ不可能といっても過言では無い。そんな

結果、後輩 GK から呼び捨てにされている。

真面目な賢治朗さんには瓜二つの兄弟が

早慶戦は（寝坊しなければ、、）先輩の威厳

おり、名を悪治朗という。性格が真反対の彼

を見せる最後のチャンスだ。がんばれ！寺

は年に１回グラウンドに全裸で現れるらし

崎！

い、、、

林 直樹 FW ＃12

兵藤 岳也 MF ＃17

経済学部 4 年 (慶應義塾)

法学部 4 年 (慶應義塾志木)

我らが頼れる林のアニキ。ホッケーでは持

「滲み出す混濁の紋章、不遜なる狂気の

ち前の運動量とサムライを駆使して縦横無

器、湧き上がり・否定し・痺れ・瞬き・眠りを

尽にグランドを駆け回る。噂によるとプライ

妨げる 爬行(はこう)する鉄の王女、絶えず

ベート でも サムライを振るっているらし

自壊する泥の人形、結合せよ、反発せよ、

い、、、ニコニコ笑顔に抜刀齊の異名。林直

地に満ち 己の無力を知れ 破道の九十・

樹が早稲田を倒す。

黒棺」ホッケー頑張ります。

山本 壮太郎 FW ＃20

燧 芽実 主務 MG

経済学部 4 年 (慶應義塾)

法学部 4 年 (日本女子大学附属)

部内でもトップクラスのかっこよさと賢さを

仕事も勉強もできる万能なマネージャー！

兼ね備えた小型の FW。サッカーで培ったド

とても物知りなのでわからないことはめみさ

リブルのテクニックは、大学からはじめたホ

んに聞くと何でも解決しちゃいます。普段は

ッケーでも最大限発揮されている。そんな

すごく優しいけど、やらかすと笑顔で毒を吐

彼が最後の早慶戦でゴールを決めるので、

いてくる一面も。最近髪を染めて昨年までと

乞うご期待。

は印象が変わった姿にも注目です！

鈴木 歩実 MG

飯室 隼 DF ＃3

経済学部 4 年 (東洋英和女学院)

経済学部 3 年 (慶應義塾)

普段は冷静でおっとりしている彼女ですが、

誰よりもホッケーに愛と情熱を注いできた

驚いた時はリアクション芸人も顔負けの反

男、ムロ。1 年次から幾多の試練に揉まれ、

応を披露します。みんなの頼みに快く応じ

慶應に欠かせぬ DF に成長した彼はとにか

てあげるような優しい性格ながらも、時々で

く強い。そんなムロの強気なプレーは早稲

るおっちょこちょいな一面が、またみんなの

田にとって脅威となるだろう。

心をくすぐるのでしょう。

中山 正暉 MF #4

村上 慧 FW #9

経済学部 3 年 (慶應義塾)

法学部 3 年 (慶應義塾)

高 2 の時に精神と時の部屋に入り、出た時

省エネプレーを得意とし、常に最短距離で

に重力から解放されて背が伸びた。代わり

ボールを追いかけまわす 3 年生フォワード

に中枢が重力にやられてしまい基本的に愚

昨年のインカレでは立命館大学相手に貴重

か。罰走を毎日走っているくらい愚か。慶早

な得点を挙げるなど勝負強い一面も見せた

戦で空気を読まずに一人で大量得点して

気を抜いているとさらっと点とっちゃうから

試合を壊すくらいには愚か。だが今日はそ

早稲田の皆さんお気をつけて

れを期待。

田畑 智哉 MF #11

辻井 凱武 FW #14

法学部 3 年 (慶應義塾志木)

法学部 3 年 (慶應義塾)

ストイックな万能 MF。鍛え上げた肉体と高

ホッケー部の害虫駆除担当。感情をあらわ

い技術を活かし、攻守両面でチームに多大

にしないことから、サイコパスと呼ばれ、ゴ

な貢献をする。そのストイックさはプライベ

キブリやハチの退治のスペシャリストとして

ートでも発揮され、毎朝彼女のために女子

重宝されている。早慶戦でも相手に隙を見

部練に参加している。実は後輩思いだが、

せないサイコパスシュートが早稲田のゴー

志木高の後輩から怖がられているのが最近

ルに突き刺さるだろう。

の悩み。

森 翔平 学連 FW #15

髙橋 駿 DF #16

法学部 3 年 (慶應義塾)

法学部 3 年 (慶應義塾)

今季から FW に転向した大型ストライカー。

長い手足と強靭な足首が武器の大型ディフ

練習では藤井と並んで後ろの人がビブスを

ェンダー。いわゆる"ツイ廃"である彼だが、

受け取るのを嫌がる量の汗をかくほどのス

別に面白くない。そんな彼のホッケーをして

トイックぶり。今日はそんな彼がゴールで魅

いる姿を見逃すな！

せてくれるだろう。

小川 慶人 GK #18

渡 啓太 FW #25

経済学部 3 年 (慶應義塾)

法学部 3 年 (慶應義塾)

大学で急成長を遂げ、昨年 2 年生で守護神

ホッケーが大すきな少年、元テニス部のワ

に躍り出たダイナミックキーパー。チームメ

タリ。 故郷テニス部をあとにして、ホッケー

イトとは常にコミュニケーションを欠かさず、

部員としての修行の旅に出たのだった。 い

対戦相手に対しては太い声で威圧する。ツ

くたの試練を乗り越えて、早慶戦のチャンピ

ッコミのスタイルは「数打ちゃ当たる」作戦で

オンになる為、最高のプレイヤ―になる為

ギリギリ持っている。声は一人で早稲田の

に、ワタリの旅は今日も続く。続くったら続

総量を上回る。

く。

大場 美波 副務 MG

割石 翔太 DF #8

法学部 3 年 (渋谷教育学園幕張)

法学部 2 年 (慶應義塾)

見た目以上のポテンシャルと真面目さを持

優しそうな見た目とは裏腹に、その屈強な

つ彼女。 テキパキと笑顔で仕事をこなすも

フィジカルで相手を圧倒する炎の DF 割石

のの、暇さえあれば真顔で日焼けした腕を

翔太。一見脳筋のようにも見える彼だが、こ

じっと見ている。最近のお悩みは、本当は

と恋愛においては様々な智略を織り込んだ

頭脳明晰なのに喋り方が馬鹿っぽいと言わ

Snapchat によって女子を翻弄しているとの

れること。それが愛らしさではあるが、今日

こと。そんな彼に酔いしれてコテンと倒れ込

は知的にチームを支えてくれるだろう。

んでしまう者が早慶戦で続出するに違いな
いだろう。

藤代 茜利 FW #13

福田 洸輔 DF #19

経済学部 2 年 (慶應義塾)

法学部 2 年 (慶應義塾)

類まれなドリブルスキルで相手を翻弄する

フ リ ッ ク と い う圧 倒的 な 武 器を 持つ 怪 物

天才ドリブラー。ミスプレイをしたものには

DF。高校時代、1 人山に籠もって修行したと

容赦なく厳しい言葉を浴びせるものの、練

言われているそのフリックは今日もまた誰も

習後には一緒にビデオで分析したりアフタ

止められないだろう。

ーをするなど、人一倍ホッケーに熱く、頼れ
る男だ。今日もドリブルで何人もの選手を弄
ぶこと間違いなし。酔うとものすごくうるさ
い。

坂巻 直都 MF #21

大島 樹 FW #22

経済学部 2 年 (慶應義塾)

経済学部 2 年 (慶應義塾)

若干 20 歳でありながらも既にビールの旨さ

スピードのあるドリブルと凄まじい威力のヒ

に心を奪われた青年ナオト。彼はカフェの

ットを持ち合わせるオランダ、ドイツ、アメリ

アルバイトと部活動に日々精を出しながら、

カの帰国子女。20 歳 FW。部内 1 笑顔が似

プライベートでは NAOTO の名で酒と女を食

合うが、ひとたび勝負の時になるとその眼

い漁る生粋の遊び人。そんな彼の活躍から

差しはまさにフリスビーを追う犬の様。プラ

今後も目が離せない。

イベートも充実している彼のプレーに期待。

池田 拓未 DF #23

浦山 大希 GK #26

経済学部 2 年 (慶應義塾)

経済学部 2 年 (慶應義塾)

1 対 1 のディフェンスでは圧倒的な強さを誇

口癖は「面倒くさい」、「お前やっといて」。生

り、瞬発力を生かしたドリブルで敵を抜き去

気のない顔と、マネージャー陣よりも白い肌

る。無尽蔵のスタミナを生かし、フィールド

から、付いたあだ名は「薬中」。グラウンドで

上のどこにでも顔を出す。また、コート外で

はシュートを決めさせない鉄壁のゴールキ

は学連の仕事を日々こなしている。夜に友

ーパーだが、私生活ではキメまくって

達とゲームしながら通話するのが最高の幸

る！？

せ。

三宅 智菜 MG
経済学部 2 年 (慶應義塾女子)
愛され末っ子キャラこと智菜。いるだけで部
の雰囲気をパッと明るくします！そんな彼
女、コロナ自粛期間に韓国ドラマを 300 話
視聴したそう。韓流をマネージャー内で流
行らせようとするも、どうやら未だ誰も見て
いない模様…。布教失敗。

新井 渓太 FW #24
経済学部１年 (慶應義塾志木)
--親密度 100 で解放--

竹之内 慧 MF #27

小川 隼弥 DF #28

経済学部１年 (慶應義塾志木)

経済学部１年 (慶應義塾志木)

志木高からやってきた長身 MF。努力家な

部内一の食いしん坊。部室で休む姿は OB

彼はアフターも筋トレもこなし帰る時間はい

と間違えられることもあり風格がある一方、

つも最後。積極的にボールに絡む姿勢と低

実はシャイでプレー中には舌出しなどのお

いディフェンスで早稲田を圧倒するだろう。

茶目な一面も。持ち前のがたいから繰り広

積極的なのはプレースタイルだけじゃない。

げられる力強いストロークは今日の試合の

気になるあの子は一個上？！恋のゴール

鍵となるだろう。そんな彼の活躍を見逃す

も決めてください。応援しています。

な！

齋木 壮之介 FW #29

安部 優志 MF #30

経済学部１年 (慶應義塾)

経済学部１年 (慶應義塾)

昨年度慶應高校の主将を務めた一年生ドリ

中盤でふわふわ漂い DF で活躍。いつでも

ブラー。ホッケーのテクニックだけではなくド

どこでもポーカーフェイス。今日も裏アカ稼

ライブのテクニックもピカイチ。先輩を車で

働中。

送ってあげることで信頼を得ている策士。
早稲田の諸君は彼のテクニックに心を掌握
されないよう気をつけてほしい。

小林 翼 MF #31

澁谷 友輝 GK #43

経済学部１年 (慶應義塾志木)

経済学部１年 (慶應義塾)

練習がある日は車で先輩を送り届ける優し

塾高から来た期待の GK。小柄ながらも俊

い一年生。ホッケーも運転も攻めの姿勢が

敏な動きでゴールを死守する。1 つ上の先

持ち味。その一方で、怒られても動じない鋼

輩 GK に憧れ、後を追い入部。慶應 GK 界

のメンタルを持っている。今日は最終ライン

では生意気なくせにメンヘラで有名な彼。

から早稲田ゴールへボールを送り届けてく

一部では一年を束ねる首領は彼だという噂

れることだろう。

も…。今日も彼の貫禄ある名コーチングに
注目だ。

監督 原 聡

部長 中村 信男

清水 拓登 主将 MF #3

コーチ 吉川 竜

コーチ 藤本 一平

山下 翼 副将 DF #7

スポーツ科学部 4 年 (伊吹)

スポーツ科学部 4 年 (伊吹)

心の広さ、ルックス、技術...どれをとっても

早稲田の主砲。カッコ良さと可愛さの両方

敵うものはいない、そうそれが我らのキャッ

兼ね備える究極の早稲男。彼の私生活に

プひろと。そんな彼も部屋では後輩からもら

ついては、部員の多くが認知しており、だだ

ったマイメロを抱いて寝るかわいい一面も。

漏れである。そんな彼も、今日が最後の早

最後の早慶戦、ひかりよりも速いひろとのシ

慶戦である。頑張ってね、つばぴょん!

ュートに目が離せない。

依田 星也 DF #14

一色 岳登 FW #20

商学部 4 年 (早大学院)

国際教養学部 4 年 (早大学院)

10 万年もの月日(マンスアンドデイ)を経

空前絶後の ぉぉぉ ！超絶怒涛の マエスト

て、暗黒世界(ダークネスワールド)より蘇り

ロ！

し、漆黒の堕天使(シャドウルシファー)！そ

ホッケーを愛し、ホッケーに愛っされた男ぉ

う我の名は！ せっせっせいや！せっせっ

ぉぉぉ！FG、PC、PS、すべてのゴールの生

せいや！なんなんじゃそりゃ！せっせっせ

みの親ぁぁぁぁ！人呼んで、早稲田のリンク

いや！せっせっせいや！なんなんじゃそり

マ ン ！ そ う 、 我 こ そ は ぁ ぁ ぁ ！ GACKT

ゃ！

ISSHIKI！イエェェェ～～イ！！

金子 みなみ TR

大森 悠人 主務 MF #16

スポーツ科学部 4 年 (前橋女子)

政治経済学部 3 年 (早大学院)

部員から絶大な支持を誇るホッケー部自慢

彼を一言で表すと堅実な男。それは、プレ

の凄腕トレーナ ー。庭師の父の遺伝なの

ーからはもちろん、主務としての仕事ぶりか

か、器用な彼女のテーピング技術は一流で

らも、そしてスキャンダルの気配のないプラ

あり、今日もみんなの筋肉を守る。彼女は

イベートからも窺い知ることができる。今日

宮舘涼太のファンであり、彼の悪口を言う

はそんな彼の堅実なプレーが早稲田に勝

者はテーピングでグルグル巻きにされ転が

利をもたらす。

されるだろう。要注意だ！！

和田 翔太 学連 FW #8

岩井 怜太 DF #２

教育学部 3 年 (早大学院)

政治経済学部 3 年 (早大学院)

「オカンが言うには、長身で色黒らしいね

彼の名前は岩井怜太。修文練武であり甘い

ん」「和田やないか。その特徴は完全に和

マスクで敵味方共に魅力します。そんな岩

田や」「でもオカンが言うには、リバヒが苦手

井さんがゼミの女の子に岩たんと呼ばれて

らしいねん」「ほな和田と違うか。和田は強

いるのは内緒ですよ？留学で鍛えた海外

烈なリバヒを打つからね」「でもオカンが言う

仕込みのホッケースタイルで慶応を一刀両

には、夏…」「和田やないかい(汗)」

断する彼の活躍に乞うご期待です！

本橋 大地 DF #6

村上 和亮 FW #9

スポーツ科学部 3 年 (飯能南)

政治経済学部 3 年 (早大学院)

3K「高身長・高学歴・高収入(将来的に)」を

富・名声・力、この世のすべてを手に入れた

自称している自称モテ男だが、実際プライ

高速ドリブラー。 並外れた運動神経に加

ベートは全然パッとしない。コロナでの部活

え、誰よりも早く来て練習をする努力家な一

動停止期間中に鍛え上げた身体で早慶戦

面も。持ち前の甘いマスクでファンが多く、

では輝いて注目を集められるのか。モテ男

彼にボールが渡るだけで黄色い声援が飛

に！！おれはなる！！

ぶらしい。今日もそんな彼の強烈なシュート
に期待！

黒川 理希 MF #19

大島 新 副務 FW #5

先進理工学部 3 年 (早大学院)

商学部 2 年 (早大学院)

Mr.ポーカーフェイス。その無口さから、部活

「長続きしない男」あっちゃん。愛らしい笑顔

中に彼の声を聞けた者には幸運が訪れると

で女子を魅了することの多い反面、ヘラヘ

言われている。その様子とは裏腹に家では

ラしすぎて怒られる。自粛中に尽力した筋ト

ウサギと妹を溺愛しており、チーム 1 のシス

レの成果は発揮できず、「男らしさ」も不十

コンとして知られている。本日はポーカーフ

分とのこと。「相手は誰でもいい」と放つ彼

ェイスから繰り出される予測不能なドリブル

は、誰にマークされようとフィニッシュまで行

に期待大。

けるはず。

西本 京平 副学連 GK #１

東郷 将史 広報 FW #11

スポーツ科学部 2 年 (大阪星光学院)

スポーツ科学部 2 年 (淳心学院)

早稲田が誇る守護神！通称にしもん。普段

HIMEJI 出身の超高速プレーヤーの東郷。

は先輩後輩からも慕われる癒し系であり、

最近メキメキと上達している彼だが、必殺

後輩に奢るためだけにバイトに励む優男で

技も覚えたらしい。その技は早慶戦本番で

ある。しかし、コート内では気合でゴールを

のお楽しみ。ヒントだけ言うと、相手の聴覚

死守し、味方を鼓舞する熱男に変身する。

を刺激して DF を躱し、ゴールに行くことらし

男のお尻をタッチすることが趣味らしい。

い。しかも超高速で。どんな技やねん。

満留 留太郎 MF #4

岡田 凌弥 DF #17

政治経済学部 2 年 (早大学院)

スポーツ科学部 2 年 (明和)

ハイ！ボクはまんりゅう！ホッケー部では

部内に多くの信者を抱えるモテ男、オツン。

筋肉担当とセクシー担当を任されているん

最近不慮の事故で鼻を整形しイケメン度が

だ！早慶戦もスケスケのボクを見てほしい

増した(当社比)。ちなみにオツンの渾名は

ところだけどユニフォーム姿じゃ無理かなぁ

「滑舌が詰んでる→お詰ん」が由来とか(諸

だから今日は筋肉担当としてのパワフル

説有)。滑舌悪くて言葉が通じなくても心で

なプレーを特別に見せちゃうゾ！お楽しみ

通じあった完璧な連携守備をお見せしま

に！

す！

平岩 佑利 FW #10

山形 真大 DF #15

スポーツ科学部 2 年 (天理)

スポーツ科学部 2 年 (夕陽丘)

ペヤングこと平岩は、英語で曜日を言える

今年の春に入ったばかりの期待の新人。高

ようになるまで半年。苦手科目は英語に限

校からホッケーをしており、安定したストロ

らず、ゴールは取れても単位は取れず。留

ークが持ち味だ。癒され顔からの癒されボ

年レース、ヒットスピード、繋がった女子に

イスは数々の部員を魅了し続けている。彼

DM する早さは No.1。SNS の投稿の多さで

は、美脚と言ったら喜ぶので、是非その足

慶應に弄られるが、早慶戦後は得点シーン

を褒めてみよう！

で埋まるだろう。

永澤 由衣 TR

中島 丞一郎 MF #12

スポーツ科学部 2 年 (釜石)

スポーツ科学部 1 年 (石動)

キュートなお顔とは裏腹にお仕事中は至っ

富山から来た変態小僧。既に早稲田のマエ

てクールな由衣ちゃん。どんな怪我にも顔

ストロ。石動コンビでハッピーセット。彼が繰

色を変えず、冷静に選手のピンチを救いま

り出すドリブル突破に黄色い声援、熱い視

す。でも一度だけ、ランの測定データが飛

線。都会の女子を虜にしながら、慶應陣地

んだ時、由衣ちゃんは珍しく焦って泣きそう

を優雅に切り裂く。 でも心の底では先輩の

な顔になってたとか...そんな所もめんこいね

チリチリパーマも切り裂きたい。ほんとは

ぇ〜

ね。

小比類巻 周 MF #13

大多田 一真 DF #18

政治経済学部 1 年 (早大学院)

政治経済学部 1 年 (早大学院)

こがらだからと侮るなかれ、キレキレのドリ

早稲田の守備を担う大型ディフェンダー。リ

ブルをご覧いれます！ ひまさえあれば、目

ーチの長さや密着マークが彼の持ち味。そ

で女の子を追う生粋の女好きな俺。 るーつ

のチャーミングな笑顔で皆にはオツンの愛

は青森県。 いつか県知事になって美人秘

称で親しまれている。最近鼻が折れてより

書と仕事するんだ♡ まずは早慶戦でいい

イケメンになったオツン！！早稲田の守備

とこ見せなきゃ。 きょうの主役はこの俺に

は任せたぞオツン！!．．．あ、これ大多田だ

決まり！

ったわ

戸川 晴貴 FW #21

加藤 航太 MF #22

スポーツ科学部 1 年 (立命館)

政治経済学部 1 年 (早大学院)

立命館高校からやってきたイケメンドリブラ

圧倒的コミュ力で先輩達の懐に入り込む早

ー戸川くん。先日の秋リーグでも決勝点を

稲田の情報屋。普段はお調子者であり、他

あげて早速チームに貢献しており、これから

人の粗相を絶対に見逃さない。しかし、そん

の活躍を期待されている。そんな彼だが、

ないつもの姿とは裏腹に、味方を救う粘り

非常に鋭い味覚を持っており、東伏見の定

強く献身的なプレーが彼の武器。チームを

食屋には非常に厳しい評価を下している。

活気づける彼のプレーにご注目！

上野 里恩 FW #24

和田 風馬 DF #25

政治経済学部 1 年 (早大学院)

法学部 1 年 (早大学院)

早稲田のチョロ Q。穏やかな雰囲気とは裏

我、闇の世界から来た者なり。黒い肌、濃い

腹に、走り出したら止められない。得意なプ

眉毛、たまに出すダークな雰囲気、部員さ

レーは PC。自分で出して止めて打つ。今日

えも彼を直視することが出来ない。圧倒的

もゴールのニオイを嗅ぎ付けて慶應を脅か

な DF スキルを持つ彼のテリトリーに入った

します。別に上野を求めてないけど エンジ

ものは抜け出すことが出来ないだろう。今

を見ると思い出す♪

宵、慶応の選手共を闇の世界へ葬ってい
く。

池田 大翔 DF #26

山田 和輝 FW #27

商学部 1 年 (早大学院)

創造理工学部 1 年 (早大学院)

1 年生ながら早稲田の DF を支えるルーキ

我が名は山田。天界より舞い降りし四大天

ー。1 年生で大学での恋愛を捨て、ホッケ

使の 1 人だ。フッハッハ、やっと私が本気を

ーに青春全てを捧げる決意をした。試合前

出せる時が来たようだ。この日のために我

は誰よりも緊張するが、プレー中は誰よりも

の力を極限まで高め、右手の封印を解く準

強い覚悟を持ち熱いハートでチームを鼓舞

備をしてきたのだ。今日はこの力をお前達

する。どんな相手が来たって誰も抜かせね

に見せつけてやろう。くらえ！アトミックフレ

ぇよ！！

ア！

竹内 聡志 FW #28

土師 香澄 MG

商学部 1 年 (早稲田本庄)

教育学部 1 年 (新宿)

本庄からイケメンチャラ男が？！ 'チャラ商

「はぜちゃん」の愛称で親しまれている、笑

'なだけあってプライベートも充実してるさと

顔が素敵な敏腕マネージャー。男子ホッケ

し！そんな彼だがひとたびピッチに入れば

ー部スタッフ陣では珍しい生粋の都会っ子

顔つきが変わる。初心者だなんて関係な

である。ポジティブがモットーの彼女の憧れ

い！抜群の運動神経でみるみると成長す

はティモンディ高岸。今日も笑顔と熱い心で

る、伸びしろしかない今後のさとしに注目！

チームを支えます！！

部長 大東 一郎

総合監督 青樹 茂彰

コーチ 國友 萌果

監督 手嶋 聖奈

コーチ 境 夢見

森田 真衣 主将 FW ＃10

コーチ 高根 智廉

コーチ 大野 結花

コーチ 大久保 遼

コーチ 小野 真由美

花田 ともみ 副将 MF ＃8

経済学部 4 年 (慶應義塾女子)

法学部 4 年 (慶應義塾湘南藤沢)

常に周りを見ていて部のことを１番に考えて

小麦色の肌に真っ白な歯の笑顔が眩しいと

いる我らが主将そらさん。そんなそらさん

もみさん。コートではいつも冷静ですが、普

は、小柄ながらも FW、MF の両方をこなし、

段は 些細な 事でキャッキ ャと 騒いでい ま

試合では攻撃面、守備面のどちらにおいて

す。ギャップ萌えのハスキーボイスでチー

も大活躍すること間違いありません！そん

ムの司令塔として指示を出す姿に惚れてし

な姿に是非ご注目ください！

まう部員も！？センス抜群のドリブルと自
慢の俊足を活かしたプレーに注目！

伊藤 沙らら 副将 スタッフ

高橋 香織 GK ＃1

法学部 4 年 (慶應義塾女子)

経済学部 4 年 (慶應義塾女子)

いつも優しく明るい笑顔の持ち主のさららさ

日吉のうどん屋をこよなく愛するかおりさ

ん！プレイヤー1 人 1 人に対し丁寧かつ的

ん。優しくて真面目かと思いきや、実はモノ

確なアドバイスをくださります！練習中は常

マネも得意なんです！そんないろいろな魅

に声で盛り上げてくださったり、テキパキと

力を兼ね備えたかおりさんは、コートに立つ

練習環境を整えてくださりとチームを支える

と長い手足と俊敏な動きでどんな球もはじ

その姿は部員全員にとって心強い存在で

き返します。慶應の守護神から目が離せま

す！

せん！

安達 理紗 DF ＃2

吉江 莉理子 FW ＃3

法学部 4 年 (慶應義塾湘南藤沢)

経済学部 4 年 (慶應義塾女子)

1 対 1 の DF の間合いを取るのは得意だけ

ドリブルの達人りりこさん！チーム 1 のドリ

ど、後輩との間合いはどんどん詰めちゃい

ブルスキルでみるみると敵を交わしていき

ます。渾身のギャグはみんなを一瞬で笑顔

ます！！(私も何回抜かれたことか

にしてくれます。夏には左膝全十字靭帯の

も後輩想いなりりこさんの一言に救われて

手術も受けました。筋トレを毎日怠らず、さ

る人が沢山います。そんな優しくてかっこい

らにパワーアップしたプレーに注目です！

い慶應の自慢の FW りりこさんの得点に期

)いつ

待です！

中村 愛咲 DF ＃4

小泉 葵 FW ＃5

商学部 4 年 (晃華学園)

法学部 4 年 (清泉女学院)

相手の FW に物怖じしない最強のフィジカル

スタイル抜群の上に美人さんの葵さん！大

の持ち主。どんな状況であってもポーカー

人っぽい印象ですが実はチャーミングな一

フェイスで対処すると思いきや実は内心非

面も。そんな葵さんの細かいボールさばき

常に焦ってっていることが多々ある、、とい

でゴールに向かう姿、スタイルを活かした守

うことを先日知り非常に驚いたところでござ

備には誰もが魅了されてしまいます。フィー

います。誰よりも自主練をたくさんされてい

ルド上でのかっこいい一面もお見逃しなく！

る鉄壁の DF に注目！！

田中 桃香 DF ＃6

野村 茉以 FW ＃7

経済学部 4 年 (慶應義塾女子)

経済学部 4 年 (慶應義塾女子)

笑顔が素敵な美白のももかさん！練習中に

毎日ニコニコ笑顔でみんなに愛されてるま

ももかさんの「ナイス！」に元気をもらってる

いやんさん！チーム全員のハートを掴んで

部員はたくさんいることでしょう。試合では

いる存在！そんなまいやんさんですが、い

体を張って慶應のゴールを守ってくださる

ざフィールドに立つと誰にも負けないスピー

頼もしい DF。そんな魅力溢れるももかさん

ドで攻め上がり、慶應が誇るストライカーで

から目が離せません！

す！是非注目してみてください

上口 華 MF ＃9

齋藤 可奈子 DF ＃11

経済学部 4 年 (慶應義塾湘南藤沢)

経済学部 4 年 (慶應義塾女子)

縦横無尽に駆け回る MF の要。スワーブで

真っ白美人な可奈子さん。とても面倒見が

彼女はいともたやすく相手を置き去りにして

よく、優しくて笑顔が可愛い！そんなところ

いく。サイドを駆け上がってゆくその姿は必

が本当に大好きです

見！ 内に秘めたホッケーへの想いは誰よ

群のコントロールと威力のヒットで今年も D

りも強いのだ！ しかし、実はかまちょさん

F の要として大活躍間違いなし！早慶戦で

な可愛い一面も♡ 闘志溢れる彼女のプレ

の活躍に乞うご期待！！

ーを見逃すな！！

ホッケー面では抜

横山 瞳 DF ＃14

古橋 明佑美 主務 MG

法学部 4 年 (慶應義塾湘南藤沢)

経済学部 4 年 (慶應義塾女子)

いつも明るく元気にキラキラの笑顔で練習

後輩思いの姐さん、そう彼女こそ古橋明佑

の雰囲気を盛り上げてくれるひとみさん！

美。 1 番近い存在として選手をよく理解、ア

辛い練習の時はひとみさんの笑顔に本当

ドバイス声かけ人一倍。 スレスレラインの

に救われています！素早いドリブルをする

トークは巧み、会話も弾み、みんな話すの

姿もとってもかっこいいです！

楽しみ。 つまり？やはり？何が言いたい？
ずばり明佑美さんなしでは部活は回らない
oh yeah

塚本 雪乃 MG

萩原 和夏 MF ＃15

経済学部 4 年 (慶應義塾女子)

商学部 3 年 (横浜雙葉)

部内 1.2 を争う黒さを誇る雪乃さん。名前か

一年生の頃に怠惰キャラランキングで堂々

らは想像のつかない肌の黒さの持ち主で

の一位に不時着したわかも、今では MF の

す。 今年の春にプレーヤーからマネージャ

要として勝利に欠かせない存在。私と名前

ーに転向し、誰よりも選手の気持ちに寄り

の母音が同じなため、どちらかの名前を叫

添え、面倒見の良い雪乃さんのサポートは

ばれると二人とも反応してしまうのが最近の

チームを必ず勝利に導いてくれるでしょう！

悩み。早稲田に勝って、チャミスルで乾杯し
ようね。

谷水 理子 副務 MF ＃16

佐藤 玲 MF ＃17

経済学部 3 年 (慶應義塾女子)

商学部 3 年 (成蹊)

くりくりウルウルな瞳がチャームポイント、ウ

他の 3 年生より一足早くからチームの中心

ェアから伸びるモデルのようなすらりと長い

となってプレーをしてきたりん。普段はのら

手足といえば…りこ！練習中に常に周りを

りくらりとテキトーに生きている彼女ですが、

見て率先して取り組んでいる姿は本当に尊

グラウンド上では華麗なターニングと献身

敬！3 年生として、4 年生が作るチームを 1

的なディフェンスで魅せてくれます。早慶戦

年間支え、さらに引っ張ってくれてありがと

でも頼りにしています！

う！

飯塚 美里 学連 GK ＃18

島崎 つきみ FW ＃19

法学部 3 年 (慶應義塾女子)

法学部 3 年 (東洋英和女学院)

キーパー防具をつけててくてく歩く姿は、ま

綺麗なおでこと長い手足を兼ね揃えた我が

るでドナルドダック。 ひまわりのような笑顔

部のアイドル、TSUKIMI☆「つっきー」の愛称

と屈託のなさで一緒にいるだけでニコニコし

で呼ばれ、部室で音楽を流せばダンスも披

ちゃいます。一方で、去年の早慶戦の直前

露してくれる。そんな彼女は FW として、メキ

からキーパーを始めたとは思えない力強い

メキ成長中。難しいボールも確実にトラップ

プレーでチームの士気を高める美里にご注

し、ゴールへと向かう姿にご注目！

目！

小泉 怜衣 DF ＃20

根岸 日奈子 MG

法学部 3 年 (慶應義塾湘南藤沢)

経済学部 3 年 (慶應義塾女子)

怜衣さんの素敵な笑顔を見ていると絶対皆

いつも優しく可愛いひなこさん！練習中に

つられて笑顔になってしまいます！声も性

怪我をした時のテーピングスキルは部内

格もとっても可愛らしい

ピッチに立つと一

No.1 の敏腕マネージャーでもあります。そ

気に真剣モードに入って、素早いドリブルと

んな頼りになる、でも可愛らしい姿に要注目

速い足で相手をかわすのが本当にカッコい

です！

いです！

津田 美友佳 DF ＃21

加藤 ひより DF ＃22

理工学部 2 年 (立命館)

環境情報学部 2 年 (東京学芸大学附属)

一年生の時から試合に出場していたみゆか

2 年生ながら重要なポジションを任されてい

は、一度 FW を経験しレベルアップして DF

る彼女のあだなは「ひより先生」。どれをとっ

に戻ってきてくれました。ミスコンに出るほ

ても本当に上手でまさに先生的存在。いつ

どのかわいさからは想像できない力強いプ

もお手本にさせてもらってます。ホッケーに

レーにファンはますますメロメロになってし

対する愛もピカ 1✨いつも遅くまで残って

まうでしょう！今年も注目度 NO.1！

練習してます。そんな彼女はピッチ外では
ちょっと抜けてるところもあったり、

彼女

のスーパープレイに注目してください！！

石田 紗英 副学連 DF ＃23

栗岡 満里奈 DF ＃24

経済学部 2 年 (慶應義塾湘南藤沢)

経済学部 2 年 (Plano West)

練習中の声出しもお仕事も全力で取り組む

フィ ジカル NO.1 ！ 黒 さ NO.1 ！家の 遠さ

しっかり者の紗英。先輩後輩とも仲が良く部

NO.1！髪の毛の長さ NO.1！と部内 4 冠を

員みんなから頼られる存在です。 高校時

達成しているまりな！ウェイトリフティングで

代のサッカー部での経験と持ち前のストイッ

培った筋肉を活かして、相手を寄せつけま

クさでめきめき上達中！プレーでもチーム

せん！そんなまりなの圧倒的なディフェン

から欠かせ な い 注目の デ ィ フェ ン ダーで

ス力とボールキープに注目です！

す！

山田 里紗 FW ＃25

西村 未八 FW ＃26

商学部 2 年 (慶應義塾女子)

法学部 2 年 (慶應 NY 学院)

部室で英語が飛び交う輪の中にいるアメリ

落ち着けば可愛いランキング第 1 位。日焼

カンガール。英語だけでなくボールも巧み

け止めで真っ白になった肌や派手な練習

に操る彼女は、ドリブルを武器に、1 年生の

着、変わった言動で周囲を驚かせるのは日

時から A チームで練習する期待のルーキ

常茶飯事。そんなみやもコートに立てば、

ー！練習では苦手にも真面目に向き合う努

予測不能なプレーでゴールを量産します！

力家。これからチームの得点王になってく

誰にもマネできない華麗なドリブルに注目

れるでしょう！

です！

丸山 菜穂子 DF ＃27

陶山 知佳 FW ＃28

理工学部 2 年 (東京学芸大学附属)

法学部 2 年 (田園調布雙葉)

クールビューティななおちゃん！いつも冷静

お嬢様登校で練習に颯爽と現れるともか

沈着ななおちゃんは、みんなが驚くほどフィ

は、ホッケー部の数少ない一般入試という

ールドに立つと体を全力で張るスーパーデ

頭の良さの持ち主です！そんな彼女もフィ

ィフェンスプライヤー！長い手足でどんな

ールドに立てば、持ち前の運動神経と俊足

ボールでも操り、早慶戦でもなおちゃんの

を武器にコートを走り回る FW です。今年は

大胆なプレーに乞うご期待！

怪我に苦しみましたが、今後の活躍に乞う
ご期待！

水本 彩巴 DF ＃29

小松 実央 MF ＃30

経済学部 2 年 (国際基督教大学)

経済学部 1 年 (慶應義塾湘南藤沢)

笑顔がとっても似合うあやはさん！ニコニコ

元気溌剌、とても気がきくみお！1 年生なが

していて可愛いですがコートの中で走る姿

らガツガツしたプレーや、沢山の声かけをし

と英語で話しているあやはさんはかっこい

ていて、とても頼もしいなと感じます。みお

いです！とても優しいので後輩の私たちの

のキラキラ光る笑顔は部員の心を癒してく

ことをいつも気遣ってくださってたくさん助け

れます！グラウンドに響き渡る元気な声が

られています！！

聞こえたら、おそらくそれはみおでしょう！

坂田 絢音 DF ＃31

齋藤 由希子 DF ＃32

経済学部 1 年 (慶應義塾女子)

経済学部１年 (慶應義塾女子)

しっかり者でいつでも真面目に練習に取り

姉の#11 かなこと似てるところランキング、

組む努力家な姿にみんなに日々影響を与

①走る姿②話す時の手の動き③携帯の持

えることが出来る選手！飛び出し

がすご

ち方。ゆっこはポジションやスティックの扱

く上手で急成長中のプレイヤー！

視野も

いが上手で、ゆっこの華麗なインターセプト

広くて冷静な印象ですが、実はコート外で

に何人もやられています。圧倒的な速さで

は素直でお茶目ですごく可愛い後輩

成長しているゆっこに、今後も目が離せま

体力もすごくあって長距離がいつもすごくは

せん！

やい！

峰岸 未来 FW ＃33

久保田 夕雅 GK ＃34

経済学部１年 (慶應義塾女子)

経済学部１年 (慶應義塾湘南藤沢)

いつもキュートなスマイルでみんなを笑顔

強靭なフィジカルを持つ期待の新人大型キ

にするみく！ ほんわかした雰囲気から一

ーパー！キーパー3 人衆の中で最も防具が

転、コート内では抜群なタイミングでリード。

似合い、初心者とは思えない貫禄を放つ。

初心者とは思えないスティックさばきで前進

中学ではバスケ、高校ではダンスと 6 年間

するプレーに目が離せません！日々成長し

磨いてきたステップが強み。そのセンスフ

続けるみくの活躍に期待大です!!

ルなセービングでめきめきと頭角を表しつ
つある。

楫野 彩貴 MF ＃35
法学部 1 年 (国際基督教大学)
一見可愛い＆ナイスバディの完璧少女です
が話せば 5 秒でわかる不思議ちゃん。練習
中、走りながらスティック落としても気付か
ずにそのまま走り続ける姿には鬼コーチも
唖然です。サッカー経験を活かした絶妙な
スルーパスを出す姿には、ギャップ萌え要
注意

部長 中村 信男

監督 安岡 裕美子

コーチ 藤本 一平

コーチ 石倉 花恋

トレーナー 前道 俊宏

古屋 萌杏 主将 GK ＃1

コーチ 原 聡

S&C コーチ 坪田 依真

南家 未来 副将 MF ＃10

スポーツ科学部 4 年 (飯能)

教育学部 4 年 (立命館)

曲者揃いのわせだガールズをまとめる主将

みらいやで。今日の試合、勝つために後輩

もあどん。昨年度チーム内得点王は今年は

を育ててきたんや。時に厳しく、な。でもほ

本業に戻りキーパーで守りまくるゾっ！どん

んまは愛してんねんで。みんな知ってると

な時でも清らかな眼差しと熱い心で皆を見

思うけどな。みらいの華麗なドリブルで切り

守る、包容力の塊、優しさの権化、飯能の

込んでチャンスメイクするの、任しときや。

ムーミン。1 番を背負い早稲田を勝利に導

今日のゲームもやる気まんっまんっよ。

け、もあどん！

橋本 実結 DF ＃11

堀山 夏帆 主務 DF ＃12

社会科学部 4 年 (早稲田実業)

教育学部 3 年 (早稲田実業)

TWICE と NiziU が大好きで、気が付けば歌

しっかり者だが、実は泣き虫。失点したり怪

を歌い、ダンスを踊り、みんなに笑顔を振り

我すると悔しくて泣いてる。声をかけるとさ

まく元気な女の子！☆ 普段はおっちょこち

らに涙が溢れるタイプ。いきなり集合で同期

ょいな一面もあるが、部内随一の運動神経

が好きだと言い出したり、目標宣言をしてく

と DF としての才能を兼ね備えており、仲間

るのは正直反応に困るが、それもまたかわ

からの信頼は絶大である。早慶戦の彼女の

いい。早慶戦では嬉し涙流してやるっ！

活躍に乞うご期待！

國岡 千乃 学連 DF ＃9

森田 桜 広報 DF ＃3

政治経済学部 3 年 (桐蔭学園)

政治経済学部 3 年 (Greengates)

のんびりしていて平和的。とりあえず穏やか

優しさ溢れるバイリンガール。持ち前の明る

な空気が流れている。しかし、頭が良く語彙

さと素敵な笑顔で部の雰囲気を常に和ませ

力豊富というカッコイイ一面も。そんなギャ

てくれる。さらに、コート内のプレーでも安定

ップで周囲を魅了するちのさんは、ゲーム

した DF でチームを支えてくれている。 チャ

でも安定したディフェンスでチームを支える

ームポイントはサラサラな髪と綺麗すぎる

こと間違いなし！！

歯並び。たまに不思議な日本語を話す。

加藤 清香 FW ＃6

川村 日南 FW ＃17

法学部 3 年 (早稲田実業)

国際教養学部 3 年 (日本女子大学附属)

☆清香取扱書☆ 運動神経が抜群なので

キャラ変化が激しい選手である。 彼女は普

気をつけてください。たまにお腹痛くなりま

段真面目だか、部員の普通のプレーに「ナ

す。辛口ですが心は乙女です。ホッケーを

イスゥ〜〜!!」と独特の声掛けをし、ラントレ

始める前は馬に乗っていました。原動力は

中には急にニタニタし始めたりと本当に掴

愛犬のチコちゃんです。犬のようにボール

めない所が多い。

を追い かけ てゴ ール 決め ち ゃいま す。 ワ

点を上げ「ヒーロー」に変化を遂げる時だ。

日南よ、早慶戦では得

ン！

足立 夏保 MG

原崎 ひかり 副学連 MF ＃15

国際教養学部 3 年 (同志社国際)

創造理工学部 2 年 (早稲田本庄)

あれ、この人ワセコレじゃね？そうです！誰

ただただいい子。お母さんもきっといい人な

もが認め る超絶美人！とい うだけ ではな

んだろうなと毎回思う。いつもニコニコ微笑

い！中身も見た目も完璧。まさに才色兼備

んでいて太陽のような存在だが、声が小さ

を体現した者。存在が奇跡。そんな足立夏

すぎてコート上では月のような存在になっ

保が支えるチームがおもしろくないわけが

ている(笑) しかし、人一倍直向きに努力し

ない。笑顔で癒しつつ今日も美人炸裂でス

ているので、早慶戦では太陽のような存在

ーパーサポートかましちゃいます（＾Ｏ＾）

になってくれるに違いない！！

山口 永恋 FW ＃14

髙橋 佑瑠 FW ＃5

国際教養学部 2 年 (洗足学園)

教育学部 2 年 (早稲田本庄)

2 年生の方のフルーツジュース職人。普段

2 年入部の彼女。入部前から噂されるほど

の優しさ溢れる性格とは裏腹に、フィールド

の美貌でホッケー部の顔面偏差値を爆上

上では中高の陸上部で鍛え上げた走りと、

げた。たまにでちゃう群馬弁もまた可愛い。

ガッツのあるプレーを見せる。推しグループ

ただ、食べる量は人の 3 倍です、ご飯誘う

の NEWS のメンバーが減り悲しみに暮れて

男子はお金の用意を。途中入部ながらも持

いるが、それでも彼女はボールを追いかけ

ち前の存在感でピッチを駆け回る彼女の活

る。

躍に期待！

亀田 菜月 副務 MG

吉野 真啓 MF ＃4

スポーツ科学部 2 年 (鹿児島中央)

スポーツ科学部 1 年 (石動)

普段は何事にも冷めてるのに、kpop の話に

ホッケーと共に生きてきた女子。確かな腕

なるとテンションが上がって、目をキラキラ

の持ち主である。フィールド上では真剣な

と輝かせて熱心に語ってくれる。「は〜い」と

顔で華麗なプレーを魅せる。フィールドを出

返事される度に不思議な世界に引き込ま

ると、お茶目な性格と高いコミュニケーショ

れるので要注意！菜月ワールドへようこそ

ン力で先輩同期問わず絡みに行く。可愛い

っ

人と筋肉には目がない。よく食べる子であ

マイペースぶりを発揮し、常に周囲を

驚かせている彼女は果たして運転免許を取

る。

れるのだろうか。

安藤 桜 FW ＃19

小川 紗知 FW ＃13

政治経済学部 1 年 (早稲田実業)

スポーツ科学部 1 年 (日比谷)

その愛らしい顔は片手に収まる小ささ。あだ

一年生のクール担当。フィールドでは常に

名はあんちゃん。白いピチピチな肌、交換し

冷静沈着に走り回るが、たまにへんな動き

てくれ〜！注目すべきは、試合終わりの笑

をして真啓にモノマネされている。同期にご

っているのか泣いているのか分からないウ

飯に誘われて登場する確率は 1 割程度の

ルウル顔です。果たしてこのウルウル顔は

スーパーレアキャラ。大好きな猫の話にな

勝敗をどう語るのか…あんちゃんから目が

ると急にデレデレするような可愛さは、仲良

離せない！

くなった人しか見られない特権である。

藤本 幹 FW ＃8

山下 遥 FW ＃2

社会科学部 1 年 (国際基督教大学)

社会科学部 1 年 (国際基督教大学)

大きなお目目、小さいお鼻、ボンキュッボン

キュートな笑顔と小柄なボディ！そんな可

なバディを持つ早大ホッケー部のバービー

愛らしい彼女に騙されるな！無邪気に笑っ

人形

威厳のある面構えだが、話すと陽

てると思ったら、澄まし顔で強打を打ってく

気で乙女なプリティガール♡腕に潜めた強

る。一体何者だ！高らかに笑う彼女が本当

靭なる筋肉から繰り出されるパワーは末恐

に何を考えているのかは部員にもわからな

ろしい、、皆さん覚悟あれ。

いが、そんなポーカーフェイスプレーは必
見だ！

3年

2年

1年

大森 舜平

白木 智也

足立 啓一

吉川 裕人

成川 遥駿

北村 玲

鈴木 一生

桑原 啓人

長田 優大

福島 諒太

古平 陽太郎

前田 海

小林 幸輔

遠藤 哲太

吉原 達人

五本木 洸輝

了木 淳平

杉山 空

坂上 開道

大久保 信廣

佐藤 孝紀

秋山 紘太郎

森下 駿介

高本 諒

神吉 凌佑

石橋 悠大

中村 健人

甲林 晟

内田 武志

坪田 太郎

大井 倭杜

西浦 大道

橘 尚輝

加藤 颯人

米村 淳

高柳 勇斗

原田 陽一郎

火丸 怜

地主 知丘

杉山 慶悟

中村 英太郎

岩田 周真

三輪 拓海

高橋 祐哉

村田 智哉

岩熊 優空

會田 幸大

中川 諒

臼井 一真

奈須野 竜基

佐伯 奏

朝倉 慶歩

森村 悠太郎

大富 陸矢

宮薗 領

鳴釜 征治

後藤 航大

湯山 祐希

大西 遼

山口 洸明

橋本 一希

潮崎 一徳

吉川 凜太朗

岡本 遼一

江口 怜志

古川 航太

島内 匠汰

渡邉 悠汰

小田 克也

三谷 己太郎

島田 風或

岩田悠吾

高梨 賢人

豊岡

3年

2年

敬人

豊岡 敬人

上田 暁登

岡部 匠汰

大坪 麟太郎

馬渕 太郎

山下 元透

橋本 大芽

下島 舜介

南龍 之介

辻井 悠馬

貞森 友喜

堀 智哉

浅田 尚希

兵藤 創

中山 日向

武野谷 龍史

佐藤 優汐

戸澤 柊作

西岡 建人

逸見 龍瑞

南日 武蔵

高田 淳哉

引用：一般社団法人東京都ホッケー協会

3年

2年

1年

保坂 航希

金岩 祐太朗

大森 友貴

小宮 瑞生

松村 拓宙

山下 孝太郎

浅井 辰哉

岡崎 晴生

西田 圭吾

山本 真寛

手嶋 礁

飯島 敦

小川 洸生

古田 誉

吉田 行輝

安間 佑太

今井 陽太郎

児玉 慶

高橋 一透

保坂 太陽

伊藤 浩大

川口 諒

周 世浩

仁科 恒星

吉岡 駿希

井上 真之

黒田 悠磨

杉山 悠

古本 海翔

小林 聖

新見 蓮

滝 真吾

豊田 悠介

船橋 慧起

