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最⾼ 環境 、友 凱歌 上 。

練習 
駒場コート優先権 
ナイター設備の拡充 
豊富なボールや資金

大会・合宿 
早稲田大学 慶應義塾大学 
京都大学 大阪大学 東北大学 

全国の強敵たち

仲間 
部員同士の活発な交流 

全国に広がるライバル・友人 
東大を共に背負う運動会

Équipe
東京大学運動会軟式庭球部 
関東学生リーグ7部所属 
2018年に創部100年を迎えた伝統 
OBOGによる手厚いサポート

Activité
練習はすべて駒場キャンパスにて火水金土日の週5回 
平日は17:00～(4限後の時間)、休日は10:30～17:00 
授業優先なので学業を束縛しない 
豊富な他校との交流や合同練習・練習試合



‣ 最⾼ 練習環境 提供�

軟式庭球部 練習環境 他⼤学 部活 東⼤内 他団体 ⼀線 画 。�

  ，軟式庭球部 駒場 優先使⽤権 所有 。 ，授業 公式
貸 出 時間帯以外 軟式庭球部 ⾃由 使⽤ 。 良
内 練習場所 ⾃由 使 環境 ，東⼤内 部活・ 充実 。�
 加 ，OBOG組織 寄付⾦ ⼗分 ， 数 豊富 。2018年度 ，積⽴⾦ 使
⽤ ， 設備 設置 使⽤ 時間 拡⼤ 。 電⾞ 乗 継 割⾼
⾦ 払 外部 ⾏ ， 部活 ⼊ 。�

‣ ⼤会 合宿 �

上 最⾼ 舞台 軟式庭球部 揃 。�

 「東京六⼤学 」 ，東京⼤学，慶應⼤学，早稲⽥⼤学，明治⼤学，法政⼤学，⽴教⼤学 6⼤学 対抗戦 ，春
秋 2回⾏ 。 上位 強豪 定期的 試合 東⼤ 特権 。�
 「七⼤戦」 ，東京⼤学，京都⼤学，⼤阪⼤学，東北⼤学，名古屋⼤学，九州⼤学，北海道⼤学 7⼤学 対抗戦 ，
毎年9⽉上旬 ⾏ 。昨年 九州⼤学主幹 博多 ⾏ 、個⼈戦 我 部 準優勝 出 。今年
度 ⼤阪⼤学主幹 開催 。旧帝国⼤学同⼠ 集 ，参加者 全体的 東⼤⽣ 似 境遇 ⼈
，特別 強 訳 様々 ⼯夫 頭脳 体感 。 以外 ，夏 関

東 ， 熱 戦 待 受 。�
 ⼤会 。 ，様々 練習 組 。六⼤学 早稲⽥⼤学 慶應義塾
⼤学 合同練習 ⾏ ，七⼤学 東北⼤学 ⼤阪⼤学 合同合宿 ⾏ 。⾸都圏 ⾼校⽣ 招 ⼤会
合同練習 開催 。 船⽔颯⼈選⼿ 篠原秀典選⼿ 飲 会 。�
 東京⼤学 続 ， 広 世界 駆 回 。�

‣ 切磋琢磨 仲間 �

軟式庭球部 4年間 過 ， 格別 友 出会 。�

  軟式庭球部 部員 。夏 暑 ⽇ 冬 寒 ⽇ ⻑ 濃 時間 共 部員 ， ⾔ 友情
芽⽣ 。時 悔 結果 終 共 涙 流 。 切磋琢磨 ⼼技体 磨 ，勝利 喜
⼀緒 爆発 。�
  ，同 極 同志 輪 全国 広 。⾸都圏 試合 練習 合同
，⼤学 ⼤会 全国規模 。豊富 練習試合 合同合宿 技術 磨 ，
通 交流 深 。�

‣ 充実 ⼤学⽣活 �

決 以外 疎 強制 。�

 学業優先 。練習 授業 授業 優先 。勉強 部活 ⼤変 持 ，
。先輩 優秀 成績 修 進学選択 突破

。 続 。�
  期間 確保 。当然 部員 。彼⽒/彼⼥ 出
， ⾏ ，興味 学問書 読破 ， 時間 何 ⾃由 。「⼊部 時間
何 」 嘘 私 。 練習 時間 励 。中途半端
中途半端 遊 ， ⼤学⽣活 解放 。



小倉 由己
おぐ ら ゆ うき

4回生　常務　シングルス・後衛 
162cm / 58kg 

1999年2月8日千葉県生まれ。 
2017年開成高等学校卒業。 
2017年文科3類進学。フランス語選択。 
2018年文学部日本史学専修に進学。 

プラス思考とフットワークを武器にコートを駆け回る。昨秋リー
グに好成績を収め、実務の面でも部に大きく貢献。また、ポケモ
ン、アイドルなど多趣味である。　＃Pokémon    ＃おひさま 
＃みなさん美玖をお寿司かない　＃軟式庭球部坂道パート　

⼈⼀倍責
任感 持 �

 

写真:関東秋季リーグ戦

⼈⼀倍責
任感 持 �

臨



✓部活はあなたにとってどのような場ですか？ 

　自分の出来ないことに向き合う場です。正直この３年間
で得られたことは多くはないのですが、テニスという競技
の特性上、自分の苦手なことには向き合わざるを得ません。
大学生活の中で、そうやって一つのことに真剣に取り組む
ということは意味があることではないのかなと思っていま
す。 
　また、僕のような内向的な人間にとっては、週5で部活が
あり、オフの日はバイトをするという生活リズムがあるの
が非常に充実感を高めてくれます。 

✓アルバイトや学業との両立は可能ですか？ 

　僕は実家から通っていて、部活に関する費用を稼げれば
よかったので、部活のない日にバイトをすれば十分でした。
バイトも部活もない日というのはほとんどありませんでし
たが、別に遊ぶ友だちがいるわけではないので特に困りま
せんでした。 
　1Sはテスト前にOBOG会などもあり、休日は部活も普通
にやっていたので少し大変でしたが、行きたい学科を決め
て入学しており、点数もそれほど必要ではなかったので特
に困りませんでした。（前期教養では、インフルエンザで
欠席した科目以外で落単はしていないです。） 
　後期課程では、文学部の日本史学専修課程に所属してい
て、主に江戸時代の史料を読んでいます。キャンパスが本
郷に移るとどうしても平日練習には参加しづらくなるので、
そこは大変でした。しかし、3年生になって休日練習のあり
がたみを実感するようになった気がします。 

✓部活のないオフはどのように過ごしていますか？ 

　バイト先が繁忙期になる秋～冬は、基本的に部活がない
日はバイトをしています。春～夏で部活もバイトもない日
は、一人で過ごすか彼女と過ごしています。前述の通り、
友だちが多くないので友だちと遊ぶことはあまりないです。
また、年に数回アイドルのライブに参加しています！（直
近では、昨年末の日向坂46の「ひなくり2019」に行きまし
た！）オフの日の夜はYouTubeを見ていると無限に時間を
溶かしてしまうので、それを改善したいところです。 

✓最近ハマっていることを教えてください。 

最近は新3回生の髙瀨・北岡らに触発され、日向坂46にハ
マっています。中でも、２期生の金村美玖さん（通称おす
し）を応援しています！元々AKB48や乃木坂46が好きで、
小6の時からずっと何らかのアイドルを追いかけてきました。
おすすめ曲としては、乃木坂46「きっかけ」、けやき坂46
「誰よりも高く跳べ！」を挙げておきます。 
　他にはポケモンが好きで、ポケモンのグッズをよく買っ
ています。ゲームに関しては浅くやっていて、次のダウンロー
ドコンテンツが出るのが楽しみです。 

✓最後のリーグに対する意気込みを教えてください。 

　僕が入部してから部が下がり続けているので、ここで昇
格することで今まで迷惑をかけてきた先輩方への恩返しに
なるとともに、あまりいいことがなかった自分の部活人生
を少しは肯定してあげられるのかなと思っています。 
　また、（おそらく）シングルスを任されるということで、
団体戦の中で３本目に勝つか負けるかというところは団体
戦の勝敗に直結してくるところなので、人一倍責任感を持っ
てリーグに臨みたいと思います。 

写真映えするフォームと表情。 
ミスしてもこの笑顔、強靭なメンタル。 

逸材である。 



藤田 将大
ふじ た まさひろ

3回生　副将　後衛 
169cm / 62kg 

1999年5月27日千葉県生まれ。 
2018年千葉県立船橋高等学校卒業。 
2018年理科2類進学。スペイン語選択。 
2019年工学部電気電子工学科に進学。 

縦横無尽に駆け巡り、剛球ストロークに加え、ロブやパスも自在
に操るエース後衛。記憶力に難があり、試合中のカウントが数え
られない。基本は優しいが、地元由来のヤンキー思考が表に出る
こともある。

⽬標 、
⼤会 �

  
。⽬標 、

⼤会 �

全勝
。

写真:春季関東リーグ入替戦



✓この部活に入ってよかったこと、得られたことは何かあ
りますか？ 

　この部活に入ってよかったことは、大きく分けて2つありま
す。まず１つ目は、色々な友達ができるという事です。高校ま
では、部活で出来る友達はせいぜい県内だったと思うのですが、
秋の七帝戦では、北は北海道、南は九州まで、様々な地域の学
校の部員とも友達になれます。また、東京六大学リーグ戦とい
うのもあり、早稲田や明治などの、今までYouTubeで試合を見
ていた憧れの選手と試合が出来たり、友達になれたりします。
高校同期で他の大学の部活に入った人と話をすると、やはりう
ちの大学は他大学との交友関係がかなり広いようで、羨ましが
られます。せっかく東大に合格できたのであれば、このチャン
スを無駄にしてしまうのは、非常に勿体無いように思えます！ 
　2つ目は、社会常識を学べるということです。まず、OBの方々
がよく練習に顔を出してくださるので、自然と目上の方との接
し方などが身に付いてきます。また、うちの部活はただテニス
をするだけではなく、新歓活動の一環として、高校生の招待試
合などを行ったりするのですが、その際に高校の顧問の先生と
電話やメールで連絡を取り合います。僕は、電話がかなり苦手
でしたし、メールもそんなに丁寧にしたことがなかったので、
この経験を社会に出る前にできて良かったと思いました。 

✓部活動は学業との両立が大変なイメージですが、そのあ
たりはどうですか？ 

　正直、大変ではあります。そもそも大学の勉強は難しいので、
一夜漬けでどうにかなるようなものではありません。部活をやっ
ていると、家に帰ってすぐ眠ってしまったり、なかなか勉強時
間を確保できなかったりします。しかし、僕は上手く両立が出
来ています。何故かというと、テスト期間の少し前からコツコ
ツと勉強を始めているからです。毎日30分でも勉強を続けるこ
とが出来れば、勉強は十分に出来ます。これに関しては、部活
に入っているかどうかは関係ないと思います。部活に入ってい
てもコツコツと勉強できる人は進振りでもうまく行きますし、
部活に入っていなくて時間がたくさんある人でも勉強しない人
は全然勉強しないので、テスト前に悲鳴をあげています。結局、
個々人の小さな意識の差によって勉強の出来は決まるので、勉
強が大変そうだからという理由で入部をためらっているなら、
実際にコートまで足を運んで、部員に相談してみてください！ 
　また、平日の部活は火水金の４限後に行なっているのですが、
僕は２Aセメスターでは火水に５限がありました。大学生とし
て勉学が最優先なので、「５限に出ないで練習に来い」な～ん
て強制は全くありませんでした。意外とホワイト部活なのかな
と、個人的には感じました。もちろん、そもそもの練習参加が
任意なサークルよりは厳しいですが(笑) 

✓これまで部活をやってきて特に記憶に残っている瞬間が
あれば教えてください。 

　特に記憶に残ってる瞬間としては、2年の春関東リーグの第
1戦です。6チームでのリーグ戦なので、我々の目標はリーグの

中で１位になることでした。1年の秋リーグから6部リーグに
所属していたのですが、その中に1校ダントツで強い学校があ
りました。一度練習試合をしたときには、相手のレギュラーに
は誰も勝てないといった状態でした。当然1年の秋リーグでも
その学校に負けてしまったのですが、その学校が別の学校に負
けたため、来年も同じリーグに残ることになってしまいました。
うちの大学が１位になるためには、次こそはその大学に勝たな
くてはいけません。僕は当時の１番手だったので、団体戦で勝
利するためには、自分が相手の２番手に勝たないといけない状
態でした。相手の２番手は、1年秋に僕が負けた相手です。 
 実力的には、相手のペアはどちらも県で上位にいたような選
手だったので、僕にとっては数段格上の存在でした。冬のオフ
が開けてから、僕はその相手を想定してひたすら練習をしまし
た。格上に勝つためには、こちらのミスは許されず、なおかつ
攻めないといけないという難しい注文が要求されます。それま
で僕はミスの多いワンチャンプレイヤーだったため、プレース
タイルを変える決心をしました。中学生の時から今まで積み上
げてきたものを捨てて新たなことに挑戦することになるので、
非常に難しい決断でした。それからたった3ヶ月の練習で、ま
だまだ安定性が不十分でしたが、春リーグ本番を迎えました。
第1戦の第一対戦、なんと相手の２番手と当たりました。試合
が始まり、おそるおそる練習してきた新たなプレースタイルを
実践してみたところ、今までゲームも取れなかったような相手
から、びっくりするくらいに点が取れるのです。相手のミスが
多かったこともありましたが、こちらは全くミスをしないよう
にしたことで、ゲームが取れるようになったのです。その流れ
のまま試合は続き、結果的に試合に勝つことが出来ました。格
上相手に、リベンジを果たすことが出来たのです。嬉しかっ
た。 

　才能では劣っている自分が、努力によってその差を埋めるこ
とが出来たのだと実感しました。高校時代、部活でなかなか良
い結果を残せなくて、悔しいまま引退した人は多いと思います。
僕もそうでした。しかし、大学に入ってからでも技術は向上し
ます。特に、僕達には上手い人達よりものびしろがあります。
大学で先輩やOBさんから指導されてどんどん上手くなってい
く過程は、非常に楽しく、やりがいがあると思います。自分の
高校の引退試合を思い出してみてください。少しでも悔しさや、
もっとテニスが上手くなりたいという気持ちがある方、ぜひう
ちの部活に入ってみてください！必ず上手くしてみせます！ 

✓今シーズンの目標を教えてください。 

　僕達と同じぐらいのレベルの相手と戦う大会は、春と秋の関
東リーグと、七帝戦です。目標は、これらの大会で全勝するこ
とです。また、六大学リーグでは、インハイ選手達と試合をす
るわけですが、高校時代には叶えられなかった夢として、こう
いった六大の強い選手に勝ちたいです。これらを目標として、
今シーズンも練習に励みます！ 

その試合にて



河村 優希
かわむら ま さ き

2回生　後衛 
178cm / 68kg 

2000年10月7日福島県生まれ。 
2019年福島県立安積高等学校卒業。 
2019年理科1類進学。スペイン語選択。 

長身から繰り出すサーブと多彩な配球が武器の後衛。ストローク
だけでなく、ボレー、スマッシュとなんでもできる。フォローが
全て届くくらい足が速い。彼の生活の９割はテニスでできている。
よく見ると、韓国のプロテニスプレイヤー鄭現に似ている。 
＃ジャスティス　＃テニス狂　＃喜怒哀楽

⾃分
  �

再認識
。⾃分
愛 �

再認識
。

写真：関東秋季リーグ戦



✓入部動機は何でしたか？ 

　入部した一番の理由は、自分がソフトテニスを好きだか
らということです。高校三年生で部活を引退した後は、大
学では別のスポーツをしようと考えていました。しかし、
大学合格後に、軟式庭球部の先輩方に誘われて練習に参加
させていただいたところ、とても楽しかったために自分の
ソフトテニス愛を再認識しました。 
　部活の雰囲気がよかったことも理由の一つとして挙げら
れます。真面目でありながらも堅苦しくなく、目標に向かっ
て情熱を持って取り組んでいるところが自分に合っている
と感じました。また、部員同士の仲もとても良いです。部
活中は和気藹々とプレーし、部活後には先輩や同期とご飯
を食べに行ったりします。オフの日には部員同士で遊びに
行くこともあります。 

✓この部活をやっていてよかったことは何ですか？ 

　熱心に取り組めることがあるということです。自分は、
中学時代は部活のソフトテニス、高校時代は勉強など、常
に何かに対して熱中して過ごしてきました。そのためあま
り自由な時間がありませんでしたが、大学生になると今ま
でとは比べものにならないほど自由な時間ができました。
特に夏と春の長期休暇はほぼ２ヶ月間あります。自分は特
に趣味もなく、自由に使える時間が多いと持て余しがちな
ので、部活に入ってソフトテニスに熱中できたので良い選
択だったと思います。 
　これを読んでいる皆さんにも、部活に入ることを一つの
選択肢として考えて欲しいと思います。大学生活は、勉強、
バイト、友人との交流、旅行、留学など、時間があるから
こそできる魅力的なことがあります。しかし、部活動とい
う、ある集団で特定のことに打ち込むということは、時間
のある大学生のうちしかできないことだと思いますよ。 

✓一人暮らしで部活は大変ではないですか？ 

　入学したばかりの4,5月、新たな環境に慣れるまでの期間
は、家事が特に大変でした。今まで親がしてくれていた食
事の準備や選択、掃除などをすべて自分でやらなければな
らず、その上部活で疲れている中なので、家事は大きな負
担でした。しかし、今ではだいぶ慣れてきたので、空いて
いる時間にささっと済ませられ、それほど苦ではなくなり
ました。逆に部活という時間の制限があるからこそ、ダラ
ダラせずすぐに済ませることができるのではないかとも思
います。また、自分で家事をこなすことによって、親が今
までやってくれていたことの大変さを知ったり、自立した
生活をできるようになるといった点でもよかったと思いま
す。 
　一人暮らしの人は家が近い人が多いので、自主練に来や
すかったり、朝遅く起きれたり、友だちを泊めやすかった
りというメリットもあります。また、練習後には先輩や同
期と食事に行くことも多くあり、親睦を深めるいい機会と
なっています。 

✓今年はどんなシーズンにしたいですか？ 

　去年から試合には出させてもらっていますが、出るだけ
で満足せず、勝つことをさらに意識し、自分の実力を心技
体すべての面で高めていきたいです。ただ単に量を重視し
て練習するのも大事ですが、考えを深めることで練習の質
も重視した1年にしたいと思います。 
　また、2回生となり後輩もできることから、自分の先輩方
のように、自分のことだけでなく他人のことにまで目を配
り、部全体について考えを巡らせていきたいです。軟式庭
球部が重視しているリーグ戦は団体戦なので、部全体の向
上が必須となってくるため、良い影響を与えられるように
頑張ります。

リーグ戦のゲーム間 
で、この余裕。 
テニス狂である。 



瀨尾 裕人
せ お ゆ う と

2回生　前衛 
165cm / 58kg 

1999年9月17日山形県生まれ。 
2018年山形県立山形東高等学校卒業。河合塾仙台校で浪人。 
2019年文科3類進学。フランス語選択。 

サーブレシーブなど安定感が売りの前衛。男気ジャンケンやあみ
だくじにめっぽう強く、数々の雑務や奢りを引き受けてきた。ダ
ル絡みが多くてうるさいが、押しも押されぬ部のムードメーカー。
大竹先輩によく奢り飯をたかっている。 
#乱打　#おらっしゅ　#大竹部屋
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✓入部動機を教えてください。 

　僕は小学校五年生から中学、高校とずっとソフトテニス
をやってきていて、大学でもこの競技を続けたいと思って
いました。その動機となったのがやはりソフトテニスの純
粋な楽しさです。特に乱打をしている時です。相手から放
たれる速球に対して足腰を精一杯動かし全力でカウンター
する時の、自分の身体が躍動する感覚や、その時の打感が
なんとも言えない快感を僕に与えてくれます。「好きこそ
物の上手なれ」という言葉もあるくらいですから、やはり
好きだという純粋な動機はスポーツをする上では大切なの
かも知れませんね。また、サークルに入ったり、個人的に
テニスをするなどではなく運動会の部活でゴリゴリにソフ
トテニスを行うことにしたのは七帝戦に憧れていたという
のが大きいです。ヘタレ根性と捉えられてしまうかもしれ
ませんが、やっぱり似たようなレベル、似たような人格の
人たちとやや行き過ぎに思えるほど野次を飛ばしあってプ
レーするのってすごく楽しそうだと思いませんか？(笑）僕
はそんなどんちゃん騒ぎみたいで、シリアスなんだけどシ
リアスじゃないみたいなテニスに少し憧れていたので、七
帝戦に出場できる運動会の部活にこだわりました。実際の
七帝戦に昨年出場したのですが、予想通り楽しいお祭りの
ようで僕も攻撃をくらいました。(笑）今年の夏、大阪で開
催される七帝戦が早くも楽しみです。 

✓この部活で得られたことはありますか？ 

　はい、やはりこの部活で得られたものといえばソフトテ
ニスに関する知識でしょうか。この部活にはテニスが好き
な人だけではなく、テニスに詳しい人がたくさんいます。
テニスのフォームや慣れない9ゲームマッチの戦い方、体の
鍛え方など色々なことを学ぶことができました。テニスに
対していかに自分が無知であったかを知ることができたの
は自分のテニス人生において大きなターニングポイントと
なりました。なんとなくプレーしないことの重要さ、自分
の頭で考えながらテニスすることの難しさ、運動能力に差
がある選手たちと互角に渡り合うことを可能にする理論と
いうものの強さ、など自分のテニス人生における知のビッ
グバンを経験しました。慣れない頭脳型のテニスには戸惑
うところもありますが『弱くても勝てます』の主人公になっ
たようで少し楽しい気もします。（笑）新入生の方々もきっ
といい刺激を受けられると思いますよ。 

✓コート外では何をしていますか？ 

　基本的にオフの日は家庭教師のバイトかそれが無ければ
友達と飲みに行っています。午前中の授業が無い日などは
都内をサイクリングしたり、空きコマには渋谷で服を買っ
たり、代官山まで散策してみたり、友達と歩いて新宿まで
行ったり、部室でダラダラしたり、などです。けっこう充
実しています。大学生活はけっこう空き時間が多いのでそ
れをどうやって埋めるかで充実度が全然違います。良い友
達や環境に恵まれるといいですね。僕はクリスマスでも一
人自分の部屋で晩酌を楽しむことができるようなド変態な
ので、一人であってもそれなりに楽しく過ごせますが、そ
うでないような人は努力した方がいいです。特に東大は女
子学生の数が著しく少なく、ほぼ男子校状態なので、大学
生活に少なからず淡い幻想を抱いてるいたいけな新入生の
方々はちょっと出鼻をくじかれるかも知れませんね。でも、
大丈夫です。僕もその一人で入学式の日に早くも失恋を経
験しました。オリ合宿で覚えた、これから始まる恋の予感、
あれって嘘だったんですね。みなさん、一緒にテニス頑張
りましょう。 

✓今後の大学生活、また部活に関しての展望・ビジョンが
あれば教えてください。 

　今のところは4年で卒業して就職しようとは考えています
がどのような業種に行きたいのかだったりその後の人生設
計をどうするのかなどは具体的には決まっていません。と
いうか考えるのを放棄してます。そろそろ真剣に考えなく
てはいけない時期なんですけどね...ですが、僕には学問は
就職のためにあるのではないという信条があるのでとりあ
えずは今の環境で興味のある分野にできる限り没頭してい
たいなと思います。進振り制度、満喫します！！ 
　部活の面では、昨年はインカレ個人や七帝戦に出場する
も肝心のリーグ戦には一試合も出場出来なかったという悔
しい思いを経験しました。自分はチームに必要とされてい
ないという事実を突きつけられひどく落胆し、自分のテニ
ス人生における大きな挫折を味わいました。今年は自分が
東大の柱になるという気概と、あくまでも勝つべきは自分
個人ではなく東大だという理念を心に留め、中学、高校の
時に持っていたハングリー精神を取り戻し、技術の向上に
貪欲に取り組んでいきたいです。そしてゆくゆくはリーグ
戦出場勝利、6部昇格を実現したいです。 



先輩に聞く！

軟式庭球部員の日常

Q.軟式庭球部に入った動機は？

Q.軟式庭球部の雰囲気は？

Q.部活外の私生活は充実してる？

もともと大学でもソフトテニスをしたいと思っていて、練習を見てみて、ここなら頑張れ
そうだと思ったので入部を決めました。

←

みんなテニスに対してとても貪欲で真面目で、たくさんのアドバイスをくれるのがありが
たいです。コート外では、個性あふれる特徴的な人ばかりで面白いです。

バイトは、イベントスタッフと採点という融通のきくものを空いた時にやっています。節
約のため、空きコマはだいたい部室で漫画を読んだりゲームをしたりしています。 

テニスオタク。

Q.キャプテンを一言で表すと？

今回答えてくれたのは、 
　　　2回生 陣駒 大輔 先輩です。



Q.あなたの１週間の生活を見せてください！

日 月 火 水 木 金 土

1 宇宙科学 生命科学

2 構造化学 生態学 アルゴリズム
入門 電磁気学 日本国憲法

3 部 ALESS 部室 基礎実験 線型代数学 身体運動 部

4 活 微分積分学 英語一列 基礎実験 数学演習 中国語 活

5 部 部 部

放
課
後

活 活 活

Q.最後に新入生や受験生に向けてメッセージをお願いします！

（教養学部理科1類1年Aセメスター時）

みなさんは、まだ大学でどう過ごしていくか決まっていないと思います。何をするも自由
ですが、部活ではサークルでは味わえない充実感が得られると思うので、ぜひ考えてみて
ください。

陣駒 大輔
じんこま  だいすけ

2回生 
前衛

170cm 
身長

60kg 
体重

SOFTENIGRAM
怪我でテニスができない時でも部活に来て球出しや筋トレをする猛者。
会話はマジレスのみで、”レスコマ”の異名を持つ。アイドル、野球など趣
味への出費は惜しまない一方で、食費に関してはドケチ。最近ついにラ
ケットを新調した。 
＃理科1類　＃中国語　＃佐世保北高校出身　＃WACK　＃マジレス 
＃エンゲル係数

長崎 
出身



先輩に聞く！

軟式庭球部員の日常

Q.軟式庭球部に入った動機は？

Q.サークルではなく部活でよかったところは？

Q.学業やバイトとの両立は大変？

高校の部活を納得のいかないまま引退してしまい、大学でもソフトテニスを続けたいと
いう気持ちがありました。学内のコートが自由に使えるなど環境が整っており、先輩方
が公式戦に向けて練習する姿を見て、この部活に入りたいと思うようになりました。←

一番よかったところは練習をしっかりやるというところだと思います。サークルでももち
ろん練習はきちんとやると思いますが、「公式戦で勝つ」という明確な目標のある部活
の方がモチベーションも高く、結果的に上手くなりやすいです。実際、自分も入部当初に
比べればかなり上達しました。また、部活だと部員たちとほぼ毎日顔をあわせるので、
サークルよりも部員たちと仲良くなりやすいと思います。

軟式庭球部の練習は週5回なので、忙しくて勉強が疎かになると思われることが多いです
が、勉強時間が他の人に比べて大きく減ってしまうということはありません。部活を
やっていても意外と自由な時間があるな、というのがこの１年間の感想です。バイトも、
週2回オフがあるので、そこでしている人が多いです。自分は家が遠いこともあって朝バ
イトをしています。勉強と部活で忙しくなってしまうこともありますが、基本的には余裕
を持って両立できています。 

自分が知る限り一番ソフトテニスが好きな人です。

Q.キャプテンを一言で表すと？

今回答えてくれたのは、 
　　　2回生 加藤 遥平 先輩です。



Q.あなたの１週間の生活はどのような感じですか？

日 月 火 水 木 金 土

1 バイト バイト 哲学Ⅰ TLPスペイン
語初級 ALESA

2 TLPスペイン
語初級

3 部 地域文化論Ⅰ 英語中級 社会生態学 初年次ゼミナ
ール 部

4 活 スペイン語 
二列 身体運動 スペイン語 

一列 情報 活

5 TLPスペイン
語初級 経済Ⅰ 部 部

放
課
後

部活 活 活

Q.最後に新入生や受験生に向けてメッセージをお願いします！

（教養学部文科3類1年Sセメスター時）

東大でソフトテニスをするなら、この部活以上の環境はないと思います。ここでしか味わ
えない達成感や高揚感が軟式庭球部にはあります。新入生の皆さんが来てくれるのをコー
トで待っています！

加藤 遥平
かと う  ようへい

2回生 
後衛

169cm 
身長

65kg 
体重

SOFTENIGRAM

南米チリからやってきた急成長中の期待の後衛。声は今にも消え入りそ
うだが、ストロークの力強さは日に日に増している。しばしば喘ぎなが
ら球に置き去りにされる。帰国子女で英語ができるのをイキりがち。 
＃文科3類　＃スペイン語　＃攻玉社高校出身　＃TLP   ＃初習詐欺　 
＃ニヤニヤ　＃チリ　＃FLOWERFLOWER

千葉 
出身



先輩に聞く！

軟式庭球部員の日常

Q.軟式庭球部に入った理由は？

Q.軟式庭球部の雰囲気は？

Q.空きコマやオフは何をしていますか？

大学でもソフトテニスを続けようと入学前から思っていて、ふらっと行ってみた体験練習
でも雰囲気がよかったからです！←

学年を超えて仲が良く、メリハリのある部活です。部員一人一人の個性が強くその場にい
るだけでとても楽しいです！

友だちと喋ったり、部室でゲームや漫画を読んだり、昼寝したりしています。

部活動、テニスに対して真摯に向き合っている人。テニスが彼女。

Q.キャプテンを一言で表すと？

今回答えてくれたのは、 
　　　2回生 田中 則政 先輩です。

2019秋リーグ 初出場初勝利！

内本隆文（東京大）



Q.あなたの１週間の生活はどのような感じですか？

日 月 火 水 木 金 土

1 線型代数

2 数理科学 FLOW 化学熱力学 基礎統計

3 部 部室 スペイン語 
一列

初年次ゼミナ
ール 情報 部

4 活 生命科学 身体運動 スペイン語 
二列 力学A 活

5 美術論 英語中級 部 じっくり学ぶ
数学Ⅰ

放
課
後

バイト 部活 活 バイト 部活

Q.最後に新入生や受験生に向けてメッセージをお願いします！

（教養学部理科2類1年Sセメスター時）

大学で部活をすると確かに周りと比べて忙しいですが、逆に言えば暇になることはあり
ません！ソフトテニス経験に関わらず、少しでも興味を持ったらぜひ一度体験練習や食事
会にいらしてください！お待ちしています！

田中 則政
たな か  のりまさ

2回生 
後衛

171cm 
身長

60kg 
体重

SOFTENIGRAM

部内で一番の温かい心の持ち主で、その人相と人当たりの良さから老若
男女誰彼構わずコミュニケーションが取れる。高校までは前衛だった
が、テニス人生の幅を広げるため後衛に転職。武器のパワフルなスト
ロークは、憧れの内本選手を彷彿とさせる。 
＃理科2類　＃スペイン語　＃都立国立高校出身　

東京 
出身



北岡 聡一朗
きたおか そういちろう

3回生 
前衛

177cm 
身長

70kg 
体重

SOFTENIGRAM

今期テニス、私生活ともに圧倒的成長を遂げた部自慢の長身前衛。め
ちゃくちゃ大食い。ポイント間に魅せる挙動は応援陣だけでなくペアま
でも動揺させる。 
＃理科2類　＃農学部農業資源経済学専修　＃中国語　＃札幌西高校出身 
＃軟式庭球部坂道パート　＃なんてぶのミステリー

2回生 
前衛

163cm 
身長

53kg 
体重

SOFTENIGRAM

キュートなお顔でワイルドな球をぶちかます期待の中学生。大学デ
ビューのために黒縁眼鏡を南半球の孤島に置いてきたが、言動は相変わ
らず男子校出身理一生の鑑。世の不条理と自らの成績やプレーに憤りが
ちだが、怒っても全く怖くない。 
＃理科1類　＃中国語　＃開成高校出身　＃身長　＃戦略的撤退　 
＃授業に出ろ齋藤 勇真 

さいとう ゆ う ま  

2回生 
後衛

169cm 
身長

60kg 
体重

SOFTENIGRAM

言わずと知れた軟庭部期待の星。高校時の最高校内偏差値は驚異の100
超え。上岡選手に憧れており意表を突く配球で相手を翻弄するが、懐が
深くなり過ぎることがある。ボールを引き込むその姿はさながらブラッ
クホール。 
＃理科1類　＃韓国朝鮮語　＃下館第一高校出身　＃ぽしゃ　＃文豪 
＃茨城のスーパースター　＃軟式庭球部坂道パート

井村 政博
いむ ら  まさひろ

2回生 
前衛

172cm 
身長

58kg 
体重

SOFTENIGRAM

勉強もテニスもかなりのポテンシャルを備えて入学した不思議ちゃん。
相手の思考を見透かした鮮やかなポーチボレーを決めるが、彼自身はミ
ステリアスで私生活が全く見えてこない。よ～く見ると山崎賢人に似て
いる。 
＃理科1類　＃ロシア語　＃加古川東高校出身　＃いむにぃ　 
＃部室でマリカ　＃天才　＃TLP

星 宏樹
ほし  ひ ろ き

森山 真介
もりやま しんすけ

広島 
出身

兵庫 
出身

茨城 
出身

北海道 
出身

2回生 
前衛

171cm 
身長

68kg 
体重

SOFTENIGRAM

重度の坂道オタで、ハイな時にMVを見ると泣くほどだが、筋肉・歌唱力・
コミュ力・ギャグセンも備え持つツワモノ。テニスも急成長中で、部の仕
事も率先してこなし、今日も誰より元気なプレーと声で部員にパワーを
与える。 
＃理科1類　＃ロシア語　＃広島学附属福山高校出身　＃起きろ 
＃おひさま　＃河田陽菜　＃軟式庭球部坂道パート

岡山 
出身



大竹 雄太郎
おおたけ ゆうたろう

3回生 
前衛

163cm 
身長

65kg 
体重

SOFTENIGRAM

筋トレに通じており、低身長ながらも豪速球を放つ攻撃型プレイヤー。
カレー、コーヒー、ラップなど独自のこだわりを持つ分野が多い。大き
い声とわかりやすいキャラで、今日も部活に勢いを与える。 
＃理科2類　＃農学部生命化学工学科　＃スペイン語　＃高田高校出身　
＃三重弁　＃自炊　＃駒場Oaks   ＃点と線　＃鶏胸肉

髙瀨 海斗
たか せ  か い と

3回生 
後衛

170cm 
身長

60kg 
体重

SOFTENIGRAM

東大軟庭部きってのイケメン。文武両道、容姿端麗、ポケモンマスターと
はこの男のことである。正確かつ力強いストロークであらゆる者の心を
鷲掴み。ハロプロ愛を共有できる仲間を渇望している。 
＃理科2類　＃農学部水圏生物科学専修　＃スペイン語　 
＃帯広柏葉高校出身　＃Pokémon　＃ハロプロ　＃ミスター東大　 
＃坂道　＃軟式庭球部坂道パート

平賀 正太郎
ひらが  しょうたろう

4回生 
前衛

177cm 
身長

85kg 
体重

SOFTENIGRAM

大きな体と確かな技術で東大軟庭部を牽引する。知識の幅広さは部内一
で、後裔の指導やトレーニング指導もこなす知能派。コート外では、ク
オリティの高いモノマネにも注目。 
＃理科1類　＃工学部物理工学科　＃中国語　＃日比谷高校出身 
＃ぬいぐるみ　＃実はかわいい系　＃大竹部屋

和田 拓人
わ だ  た く と

4回生 
前衛

171cm 
身長

60kg 
体重

SOFTENIGRAM

誰よりもテニスを愛し、その情熱で部員を束ねる不動の主将。基本に忠
実なそのプレーは、積み上げられた圧倒的な練習量を物語っている。試
合中に独特な鳴き声を発するのが愛されポイント。 
＃理科1類　＃工学部航空宇宙工学科　＃中国語　＃長野高校出身 
＃奇才　＃あい～　＃ごめ～ん　＃んも～何やってんの　＃寝癖

北海道 
出身

東京 
出身

長野 
出身

三重 
出身

小久保 陽成
こ く ぼ ようせい

3回生 
前衛

164cm 
身長

52kg 
体重

SOFTENIGRAM

名門開成高校出身。その頭脳をフルに活かしたネットプレーで後裔を幻
惑し、絶妙なところにボールを落とす。鋭く的確なイジりが武器だが、
その裏には部員への愛情がある。 
＃文科2類　＃経済学部　＃スペイン語　＃開成高校出身　＃身長 
＃テニス愛　＃スカスカの時間割　＃彼女とお幸せに

東京 
出身



一年の始まりは新歓から！ 
３月下旬～４月上旬まで、 
テント列、サークルオリ、
食事会などを通して 

新入部員を大歓迎します。 
毎年個性豊かな新入生が来
てくれるので、こちらも 
とても楽しいです。

５月上旬に行われる大会で、
関東の大学が一堂に会して 

行われます。 
場所は千葉県の白子町です。 
我々はこの大会で上の部に 
昇格することを最大の 
目標に日々活動しており、 
応援プレー共に最高潮の 
熱気が感じられます。東大・早稲田・慶應・明治 

法政・立教の関東六大学が 
集結し、４月と１１月の 
年２回行われます。 

Youtubeでしか見たことが 
なかったような 

トッププレーヤーたちと試合 
ができる貴重な機会で、 
東大ならではの特権です！

春

軟式庭球部
  

年間スケジ
ュール

新歓

関東六大学

春リーグSpring



関東だけでなく北海道や東北な
どの地方の大学も多く参加し、
東日本の頂点を決めます。 
試合形式が少し特殊で、 
こちらか相手のどちらかが 
全て負けるまで行う殲滅戦 

と言う形式です。 
２本負けてしまってから、 
１本で相手のペアを３本回すと
いった殲滅戦特有のドラマもあ

り、盛り上がります。

北海道、東北、東京、名古屋、
京都、大阪、九州の旧帝国大学
で一番を決める大会です。 
七帝戦とも言います。 

まるでお祭りのような雰囲気が
とても楽しい一方で、 

全国の実力が近いライバルたち
と真剣勝負できます。 

また、この大会を通じて全国に
友人のネットワークが 

できることも魅力の一つです。 
今年は大阪での開催です。

全国から大学が集まり、 
大学日本一を決める大会です。 
今年は石川県で開催されます。
試合形式は東日と同じ殲滅戦。 
戦う相手はほぼ全て強豪なので 
自然と向かっていく気持ちに 
なるロマンある大会です。 
また、強豪校同士の本気の 
プレー、東西ガチンコ対決が 
間近で観られたり、 

毎年違う土地に行けるのも 
魅力です。

東日インカレ

インカレ

七大戦
夏

Summer



新歓

春リーグに続いて 
２回目のリーグ戦が 
9月下旬にあります。 

４回生はこの大会での引退
が多く、４年間の部活の集
大成とも言える、 

とても気迫のこもったプ
レーを感じられます。 

また、春は入部したてでつ
いていくのに精一杯だった
１年生もこの頃にはチーム
の立派な戦力として活躍す
るようになります。

一年を締めくくる会で、 
１２月の上旬に行われ、 
４回生はこのタイミングで 
完全に引退となります。 
昼には前衛後衛を入れ替えて

試合(ムーゲ)をし、 
夜の食事会で名残惜しくも 
最後は笑顔で４回生を 
送り出す会です。

又の名を、双青戦。 
毎年行われる京都大学との 

定期戦です。 
東京と京都で交互に行われ、 
今年は東京での開催です。 
七大戦の時よりも近い距離で 
たくさん話す機会があるので、 
部員同士仲良くなりやすいです。

秋リーグ

京大戦

納会秋
Autumn 



納会が終わってから 
２月の上旬ごろまでは 
部活の練習が完全になく 
なりオフとなります。 

まとまった時間が取れるの
で、バイト、自主練、旅
行、帰省、遊びに行ったり
と普段できない色々なこと
に取り組める時期です。

毎年３月中旬ごろに東北大学
との合同合宿を行っていま
す。自分たちと似た境遇の選
手と一緒に試合や練習をする
ことでお互いに刺激になりま

す。 
また、ここでも引退後まで続
く部員同士の繋がりが生まれ

たりします。 

近年開催されるようになった、 
大阪大学との合同合宿です。 
コートなどの都合上、 
東京にて行われます。 

初日は団体戦、そして翌日からお
互いの大学のメニューで練習を行
い、普段とは違うテニスに触れな

がら技術を磨きます。 
打ち上げまでには仲良くなってい

ること間違いなし。

冬

冬オフ

阪大合宿

東北合宿

Winter




