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私たち４年生にとって、最初で最後のインカレという舞台。
先生とチームメイト全員が繋がるようにと想いをこめて
「繋」というリストバンドをつけ、全国大会に挑んで来まし
た。この大会に出ているほとんどのチームが格上であり、
伝統があるチームばかりの中、初出場桐蔭横浜は「初々
しく挑戦者の気持ちで全力でぶつかっていこう」精神で臨
みました。試合は自分達の実力が出しきれず悔しい結果
となってしまいましたが、後輩達にこの想いを託すことが
できたと思います。お忙しい中、遠方の山梨まで応援に
来てくださった保護者の方々、関係者の方々、ありがとう
ございました。これからも全力で突っ走る桐蔭をよろしくお
願いします。
主将４年 佐藤竜登

初めてのインカレ。４年間の思いをすべて込めた試合で
した。チーム一丸となり全員で声をだし、最後まで諦めず
に戦うことができました。結果は負けてしまいましたが、
悔いは全くありません。この４年間辛いことも、嬉しいこと
も、共に過ごしてきた仲間に出会えたことがとても幸せに
思います。今まで、応援していただきありがとうございま
した。
４年 押野達哉

桐蔭男子部として初のインカレということで、出場す
るにあたり期待や不安がたくさんありました。結果と
しては残念でしたが、桐蔭というチームでここまでは
い上がってきたことは間違いなく自分の人生の中で
最高の出来事でした。後輩たちには是非インカレで
勝利という、自分たちや先輩が味わえなかった喜び
を掴みとってほしいです。
４年 佐川央樹

引退すると、意外と早かったなと感じる人が多いと思いますが、
私は逆でした。とても長い４年間でした。辛いこともたくさんあり
ました。多くの仲間を失い、少ない人数での練習が続いたり、
時には自分自身ハンドボール部をやめようと思ったり。そんな
時、いつも仲間が支えてくれました。一部昇格、そして一部で
初勝利、さらにはインカレ出場と私のハンドボール人生におい
て素晴らしい経験ができました。しかし一番の財産は、どんな
辛いことも共に乗り越えてきた「仲間」です。この仲間がいなけ
ればここまで来れなかった。こいつらだからこそ、仲間のため
に頑張ることが出来た。そんな経験が僕を人間として大きく成
長させてくれました。最後になりましたが、これまで応援してくだ
さった方々、本当にありがとうございました。そして、一番近くで
支えてくれた父さん、母さん、ありがとう！これからも桐蔭ハン
ドをよろしくお願いします。
4年 馬場豪

No Rain No rainbow 『虹が見たければ雨を我慢しなくては』 この言
葉で始まった４年間。振り返ると本当にあっという間だった気がしま
す。入替え戦に勝利し、史上最速の創部５年目で１部昇格を果たし
ました。新チームになってからの目標であった、インカレに出場など
多くの素晴らしい経験をさせていただきました。砂浜を走ったり、森
を走ったり、３部練をしたりと辛い練習を乗り越えてきたからこその
ご褒美のような気がします。大さんを始め多くの方に感謝し、出会え
た仲間たちと過ごしてきた4年間は一生の宝物です。本当にありが
とうございました。
4年 前島康宏

大学４年間のハンドボール生活では、高校までのハンドボール生
活とは異なった苦難が多々ありました。その中でも１番大きかった
のが｢考える｣ということです。私は高校を卒業するまでレフトウィ
ングをやっていました。しかし、大学に入ってからはレフトバックへ
ポジションが変わりロングシュートの打ち方すらままならなかった
私は、今まで単にシュートを決めるポジションから流れを考えて動
き、なおかつパスを出しながらシュートも決めるという大変なポジ
ションを任されました。当初は嫌で仕方なかったのですが、だんだ
んポジションにも慣れはじめた時に、｢考えて動く｣ハンドボールの
奥深さを知ることができました。４年間でどれだけ成長出来たか
は分かりませんが、レフトバックに起用してくれた大さんや、頼り
ない私を支えてくれたチームの皆にはとても感謝しています。
色々な経験や成長をし、たくさんの方々に大変お世話になりまし
た。仲間やチーム全体を支えてくださった沢山の方々にも大変感
謝しています。４年間、本当にありがとうございました。
4年 石原直樹

僕にとってハンドボールとは大学生活の全てでした。思
い返せば本当に色々な事がありましたが、いつも僕のそ
ばにはたくさんの仲間がいました。かけがえのない仲間
と過ごした４年間。これは僕にとって一生の宝物となりま
した。たくさんの方に応援していただき支えられてきたか
らこそ最後までやり遂げることができたと感じています。
僕らの叶えられなかった夢は後輩に託しました。ハンド
ボール部はまだまだ走り続けます。引き続き応援してい
ただけたらと思います。感謝の気持ちでいっぱいです。４
年間ありがとうございました。
4年 福下雄太郎
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初の公式戦が間近となり「現状を知るいい機会
だ」という意味をもち練習に取り組みました。練習
中もコミュニケーションを積極的にとり、キャプテ
ンを中心に雰囲気作りをして試合に挑みました。
桐蔭Bチームは日体大相手に点差を離され負け
ましたが、日本トップレベルのハンドボールを体
験できたことが大きな糧となりました。経験値の
少ない自分たちですが、春リーグに向けての小
さいながらも意味のある一歩となったミニミニでし
た。
２年 横野直人
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４年生が抜けてからもう２週間近く経ち、改めて引
退した４年生との力の差を感じました。もちろんプ
レーの面もそうですが、特に感じたのはフィジカル
面です。この冬を通してフィジカル面をもう一段階、
二段階上へとパワーアップしたいです。走練も筋ト
レもひたむきに謙虚に取り組み、桐蔭横浜ハンド
ボール部を自分が底上げしていけるように頑張っ
ていきます。
１年 長瀬広杜

桐蔭として２度目のインカレ！そして私たち４年生
としては最後の試合でした。去年は始めて出場し、
何も出来ず悔しい思いをし、先輩方にもその悲しい
思いをさせてしまいました。だからこそ、先輩方が
見に来てくれるインカレという舞台で勝ちに行くと
決めて頑張ってきました。このチームになってから
辛いことも多くあり、春・秋とリーグはまだチームとしてもまとまりき
れていませんでしたが、それをみんなで乗り越えたからこそインカ
レへと向けてチームはまとまり、最高の状態でインカレという舞台
に立てたと思います。結果は残念だったけど、あの会場では桐蔭
が1番チーム全員で戦ってたと思います。あの時のことは一生忘
れられない時間となりました！今まで４年間支えてきてくれた家族、
先輩、仲間、応援してくれた方、全ての方々に感謝しています！桐
蔭に来て、このような多くの人に出会い、５人の最高な仲間に出会
い、そして可愛い後輩たちにも出会えて本当によかったです！４
年間ありがとうございました！
４年 正木智里
学生ハンドボール最後の大会となるインカレ。今までの４年間の自分自身、
OG、そして応援してくれている方々の思いをかけて戦いました。結果は悔し
く望んでいたものではありませんでしたが、今までにないくらいチーム全員
が一つになれた試合ができたと思います。たくさんの人が応援に来てくださ
り、チームだけでなく、みんなが１点を喜びハイタッチ、ガッツポーズをしあい
本当に楽しい試合をする事ができました。４年間辛い事、悩む事、本当にた
くさんありましたが、この大学に来てそして、桐蔭でハンド
ボールが出来て本当によかったです。どんなことも大切な
仲間が居たから乗り越えられました。このチームでしか経
験出来なかったこと、このチームだからこそ最高の思い出
を作ることができました。桐蔭での４年間は私の一生の宝
物です。桐蔭最高！最後に、今まで応援してくださった方
々本当にありがとうございました。そして、これからも桐蔭
ハンドボール部をよろしくお願いします。
４年 高橋茉里

大学最後の大舞台での試合が終わりました。６０分間の
中でとにかく最後まで笑顔で明るくやり遂げれたと思いま
す！４年間苦しく辛く、キャプテンになってからより悩んだ
事も沢山あったけど、その度に同期が支えてくれて、後輩
たちに元気をもらってやって来ました。辛い事の方が多かったけど、それ
があったからこそあの大舞台で最後自分の思うプレーが出来たと思いま
す！第二の故郷でもある山梨で、結果を出すことが出来ず、ＯＧの方々
との約束を果たすことが出来なく本当に申し訳ない気持ちでいっぱいで
すが、４年間やってきたことに嘘はないって思えるし後悔だけはしていま
せん！応援に駆けつけてくれたＯＧの方々、両親、恩師、沢山の仲間な
ど、沢山の方々に感謝しています。４年間本当にありがとうございました。
そして、これからも桐蔭横浜大学の応援の方をよろしくお願いします。
４年 重信あかね

１年の入学式に初めて仲間と顔合わせをして、お昼ご飯を
食べながら明日から先輩たちと練習だとワクワクしていたの
を良く覚えています。しかし、引退までの４年間は毎日ワク
ワクして体育館に足を運ぶ日ばかりではありませんでした。
走練の日はリポビタンＤを摂って大さんを待ったり、今すぐに雨よ降れ
と願い仲間と雨乞いをしたりしました。そんな思いも虚しく大さんと仲間
と共に４年間走り続けました。外の走りだけでなく、体育館に入ってか
らの練習も楽しく出来たことなんてほんの少しだったと思います。雨
ばっかりの毎日だったかもしれないけど、ほんの少しの虹見たさにみ
んなと一緒に頑張ってこれました。ハンドボールを続けていなければ、
大さんを始めサポートして下さったスタッフのみなさん・応援して下さっ
た学校の先生方・真帆さん・１１人の先輩・１６人の後輩・そして大好き
な５人と出会うことが出来なかったなんて考えると恐ろしいです。私の
大学生活には欠かせない、私の人生を語る上で欠かせない素敵な出
会いが、桐蔭ハンドボール部にはありました。今の私を作ってくれて、
ありがとうございました。ハンドボールに出会えて本当に良かったです。
今ここにいるのは、大切な人がハンドボールの素晴らしさを教えてくれ
たからです。頑張れよって背中を押してくれたからです。これからは私
がみんなの背中を押すことができるように、桐蔭ハンドボール部を応
援していきます。素敵なハンドボール人生をありがとう！素敵な仲間
や大さん・先輩・後輩・河野先生・お母さんお父さん・お母さんお父さん
を産んでくれたおばあちゃん！もうみーーーーーんなありがとう！
４年 西本静

この桐蔭横浜大学に入って４年間プレー出来たことはとても誇りに思います。
楽しいことよりも、辛いことの方が多かったかもしれませんが、ここで一生の仲
間に出会えて最後まで戦える事が出来て良かったです。特に同期の５人と
様々な困難を乗り越え、家族以上に同じ時間を過ごした時間は今となってみる
と寂しいです。最後のインカレでは惜しくも負けてしまいましたが、堂々とチー
ム一丸となって挑めたと思います。お世話になった先生方、応援して下さった
方々、家族、大学までハンドボールを続けさせてくれた母親、ここまで指導して
下さった大さんに感謝の気持ちでいっぱいです。これからは新たな自分の目標
に向かって頑張って行きます。４年間ありがとうございました。
４年 小島彩香
私はこの４年間でたくさんの貴重な経験をすることができまし
た。１部リーグ昇格や１部リーグ初勝利そしてインカレ出場など
普段の生活では味わえない喜びを感じることができました。簡
単には味わうことができないからこそ、その喜びは大きく、その
道のりはかなり厳しいものでした。辛いことの方が多かった４年
間だけど、毎日が充実していてどんな時も一緒に試練を乗り越えてきた最高な
仲間と過すことができた４年間は私の誇りです。桐蔭横浜大学ハンドボール部
に来て本当に良かったと心から思っています！現役の時は嫌だった走練も今
はとても恋しく思います。 最後になりましたが、ずっと近くで支えてくれた家族や
中学・高校の恩師、そして桐蔭横浜大学ハンドボール部を応援してくださったみ
なさん４年間本当にありがとうございました。
４年 鈴木亜里紗

春結果を残すために
４代目キャプテンを務めさせていただく伊藤菜々です。昨年度はイン
カレで接戦の末惜しくも一点差で負けてしまいました。しかしその結
果から全国の舞台で勝つことの厳しさやチーム全員で一致団結して
戦う大切さを学びました。そして来年も必ずインカレに出場し、先輩
方のためにもインカレで勝つんだという思いを強く感じました。これ
からは、先輩方から学んだひたむきにプレーする姿勢を受け継ぎ、
加えてより一人ひとりが自立して判断のできるハンドボールができ
るチームにしていきたいです。初代からの目標で
あるインカレで勝つという思いを原動力に精一杯
頑張っていきます。まだまだ選手として、人として
未熟ですが桐蔭ハンドボールを支えていくため日
々精進していきます。新桐蔭ハンドボール部を今
後とも応援よろしくお願い致します。
新主将３年 伊藤菜々

桐蔭横浜● １３－２４ ○東女体Ｂ
桐蔭横浜● １７－１９ ○日女体Ａ
桐蔭横浜● １４－２７ ○日体Ａ

４年生が引退し新チームでの試合を終えて、たくさん課題の残る
ものとなりました。そして、改めて４年生６人の存在の大きさに気
付づき、今まで４年生に頼ってばかりいたのだと思いました。しか
し、立ち止まっている暇はなく、もう新チームはスタートしています。
ミニミニでは課題が多く残り、結果からも分かるように他のチーム
に遅れを取っています。この差を埋め、春・秋リーグ、インカレで
勝っていかなくてはいけません。「インカレで勝ってメダルを獲る」
という４年生がいた時と同じ目標を果たす為にも、この冬の練習
が大切になってきます。冬は基礎的な練習が多いですが、インカ
レで関西大学に一点差で負けた悔しさをバネに、練習から緊張感
を持って、常に１点に対する気持ちを強く持ち、頑張っていくことが
春・秋リーグ、インカレで勝っていくことに繋がっていくと思います。
そして私達２年生は来年には上級生という立場に
なります。その為にも今まで以上に責任感を持ち、
下級生を引っ張り、３年生を支えていける存在にな
っていきたいと思います。
２年 宮下弘菜

新チームでの初めての挑戦
ミニミニを終えて自分たちのレベルや問題点、課題などがたくさん
みつかりました。一部の上位のチームとやりましたが、まったく自
分達のプレーができず、大差で負けてしまいました。また絶対に
勝たないといけないと言っていた日女にも勝ち越すことができずに
本当に悔しい思いをしました。ミニミニの結果、先輩たちのインカレ
の悔しさを胸に冬、つらい練習もみんなで乗り越えて春に絶対結
果を残せるようにしたいです。またミーティングで出た緊張感を持
ちミスに対して全員が責任をもつことを目標にチーム一丸となって
がんばります！
１年 上坂泉美

