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部長 新井重信 

体操競技の技は器械器具の発展とともに発展してきたと言っても過言ではありません。

体操競技は器械器具が発展し、選手によって高難度な技が発表される度に採点規則も改正

されその構成要求は年々高くなってきています。とりわけ２部校の選手にとっては公式戦

において次第に厳しい状況になっていると思います。 

前回の改正でゆか運動では後方２回宙返りが構成要素として要求されました。このこと

は２部校の選手にとっては安全に練習できる施設、器材も無く非常に厳しい状況となりま

した。そのような時に防大ではホッピングマットとピットマットが購入でき、基礎トレーニ

ングを積めば構成要求を満たせる可能性も出てきました。 

平成 30 年 1 月にホッピングマットを校友会費で購入致しました。その前年にはピットマ

ットを校友会費で購入致しました。ピットマットについては、鉄棒のおり技の練習、とりわ

け跳馬の前転とび前方宙返りや塚原跳びの練習に役立っています。ピットと同じ機能を持

つピットマットのお陰でこれまでピットのある施設に行かなければ練習できなかった技を

総合体育館で練習できるようになりました。 

ホッピングマットについては、空気で膨らませたマットで現有のタンブリング台より跳

ね、ゆか運動のタンブリング系の技の練習に重宝しています。 

このように競技会で使用される体操器具や技の練習のための器具の発展は体操競技の技

の発展に大きな影響を与え続けています。 

防大の体操部は２部校の中では器具的には恵まれた環境にあると思います。この環境を

十分に活かし技術の向上をめざして頑張って欲しいものです。 

 

さて、４年生の諸君！卒業おめでとう。平成の締めくくりの期として色々と活躍していた

だきました。同期や後輩の繋がりを礎に今後さらに活躍することを祈念しております。 

  

 最後に、OB 会並びに部外顧問、コーチをお願いしている皆様には日頃からのご指導に対

し心より感謝致しております。新元号「令和」が示すように体操部も ” 部員が美しく心を

寄せ合い、明日への希望を咲かせる部でありますように ” 頑張りたいと思います。今後と



もご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。 

2019 年 3 月吉日 

  

 

「防衛大学校体操部との出会い」    

深 澤 義 明（２０１９年２月２６日） 

 

 私は、横須賀学院高校で体操部に入部しました。当時の防衛大学校体操部部長、今野 

睦夫先生へ連絡させて頂いたのは、高校１年生の夏休みだったと記憶しています。今野 

先生から、練習時間を伺い大学生と共に練習に参加し、その頃は、現在の球技体育館で 

フロアーの４分の１を使い練習したと思います。器具庫から当日使用する器具を出し、 

アップ、２時間の練習時間、種目も３種目練習だったと思います。マット運動から始ま 

り、２種目後器具の片付け、集合し連絡・反省、挨拶して解散したと思います。高校２ 

年生の休みにも参加しました。高校３年生の時は、後輩を連れて練習させて頂きその頃 

の学生の方々は、１３期生～１８期生でした。 

高校卒業後、東海大学体育学部体育学科、器械体操部に４年間所属しました。クラブ 

の合宿所（八起荘やおきそう）で生活し、卒業後、自分の母校に体育科教師として就職 

し体操部顧問として高校生の指導を３８年間勤めました。防衛大学校体操部が学院に練 

習しに来たことも数回あったと覚えています。大学の卒業式前は総合体育館が使用出 

来ない為、新井先生から合同練習の依頼を受けた事をなつかしく思い出します。 

２０１３年３月に学院を退職し、４月から防衛大学校の練習に参加しました。当時の 

４年生が５７期、新入生が６０期、私の年齢と同じでした。体操部の練習に参加し驚い 

たことは、６０期の山田君は、学院の卒業生で、体育の授業を教え、その後大学の体操 

部で再会し１０年も関わった学生です。 

尚、女子コーチの横溝さん・小嶋さんは、横須賀学院体操部の卒業生です。 

（当時の２人は、共にキャプテンとして活躍していました） 

 

◎全日本シニア体操は、私が２７歳でチームを作り、現在も試合に出ています。 

男子  ・新井 先生  １４回出場 

・髙木 桂さん  ９回出場 

・高橋 元気さん ６回出場 

防衛大学校ＯＢ  ・浮辺 知幸さん １回出場 

・橋口 弘さん  ２回出場 

・淪 将吉さん  １回出場 

・鈴木 滉平さん １回出場 

女子  ・横溝 華代さん １回出場 



・小嶋 愛 さん ５回出場 

 

今後共、よろしくお願いいたします。 

 

大車輪 

64 期 宝田一希 

体操部に入ってから 3 年がたち、2 年生のころにくらべて 3 年生では部の運

営やチーム全体をみるようになった。1 年生のころは校友会よりもどうしても学

生舎のことばかり考えて、2 年生では余裕ができたため校友会のことを考える時

間が増え 3 年生ではチームのことを考えるようになった。男子の体操は 6 種目

あり、それすべてを隔たりなく練習し完成させるのはとても難しいこと、難しい

技には恐怖がともない挑戦することを躊躇してしまうこと、技は筋力と技術の

両方が必要であること、ひとつの技をひたすら練習するのではなく演技を通し

て完成させなければいけないこと、技には美しさも求められること、ひとりで練

習するよりみんなと一緒に練習したほうが楽しいことなど、いろんなことに気

づきそれをみんなに伝え歩んでいきたい。 

3 年になってから初めてグループ予選の試合に出て自分の実力のなさを痛感

した、これが自分の体操の原動力になっている。この気持ちを忘れずに今後も楽

しく体操をやっていきたい。 



 

もう気づけば 3 度目の大車輪 

64 期 公共政策学科 青山 大空 

 ――あなたにとって○○とは？ 

誰もが 1 度は耳にしたことがあるこのフレーズ。どの記者も言いたくて言いたくて仕方

がないこのフレーズ。いや、言うために記者になったと人もいるといっていいだろう。 

さて、今回私はここに「体操」を当てはめて、実際に記者に質問された自分を想像して

みた。なんて答えるだろうか。おそらくこうだ。体操です。体操以外のなにものでもあり

ませんと。記者が拍子抜けした表情が鮮明に浮かぶ。しいて言いますと、徒手または器械

を用いた体操(器械体操)の演技について技の難易度、美しさ、安定性などを基準に採点を

行い、その得点を競う競技(スポーツ)です(wikipedia 参照)、だろうか。正直、自分にとっ

て大切なものを、何かに例える意味が私には全く理解できないのである。幼いころから、

例えていいのはツッコみの時だけと言われ、育ったからかもしれない。 

続いて、記者はセブンイレブンのテープが張られたマテ茶を二、三口含んだ後に、私に

こう尋ねてきた。体操との出会いについて、そして体操をここまで続けてきた理由を教え

てください。いやはや、全くベタな質問ばかりしてくる記者である。私は異端児であり、

当たり前が嫌いだというのに。この 70 代後半の白髪交じりの女性は何も被質問者のこと

について調べてこなかったのだろう。まあ新米記者にはあるあるのことだ。仕方ない大目

に見てやろう。一呼吸おいて私は答えた。気づいた時にはもう体操を始めており、続けて

きた理由としては、そこに体操があったからです、と。我ながら上出来の回答であり、独

創性の高い回答が出来たと思う。満足した私は、とりあえず記者のヘルメットに装着され

ている GoPro にどや顔しておいた。私はさぞかし良い回答をしたのだろう、記者は何度も

もう一度言ってもらえるかのぉ、と尋ねてきたため、私は鼻高々に、何度も大声で言って

やった。全く人をおだてるのが上手い記者である。 

だが、一瞬にしてその気持ちよさは失われた。なぜなら、記者が失礼な質問をしてきた

からである。防衛大学校体操部に所属して 3 年目になりますが、今までとの変化はありま

すか、と。本当に腹が立った。そんな質問に答えては、年齢がばれてしまうではないか。

記者には、年を取る恐ろしさ、年齢を聞かれる恥ずかしさや嫌悪感を知らないのだろう

か。女性が体重、いや足の小指の長さを聞かれるくらい抵抗のある質問だとわからないの

だろうか。本当に遺憾であった私は、少し荒々しくこう答えた。3 年目に入り、政権の学

年となりました。外主務としてやらせていただいているのですが、その仕事に加えて部や

大会の指揮及び運営、指導陣との調整、素晴らしい後輩たちとの連携など、忙しくでも楽

しくやらせていただいております。競技におきましても、多くの方々の支援により、レベ

ルが入部当初と比較し格段に上がったと思います。素晴らしい質問有難うございます、



と。言い終わった後、私は怒りで記者の座る椅子を蹴飛ばす自分を想像した。 

では、今季の目標を教えてください。質問のテンポがスムーズになり、記者も波に乗っ

てきたようだ。実際、彼女はすごく日焼けをしており、髪を湿らせ、ウェットスーツに身

を包んでいた。今季の目標については、あまり大きい声では言えないが、着地を美しく決

めた後に、観客席に座る彼女にプロポーズすることです。野球選手等がホームランを決め

た後によく行う、いわゆるサプライズプロポーズを愛する人にやりたいです。と私は回答

した。有言実行がモットーの私はここで言って置かなければと思い、思い切ってサプライ

ズプロポーズの話を記者にしてみたのである。これで、試合当日何も知らずにこのような

形でプロポーズをされる彼女は絶対驚くだろう。体操を機に出会った大切な人に、体操を

通じてのプロポーズ。体操を愛す人々にはたまらないだろう。どうせならプロポーズのセ

リフも体操に絡めてしまおうか。僕と一緒にどんな難度でも乗り越え、E スコア 10 点満点

の人生を歩みましょう。僕と一緒にグループ選手権を約 80 連覇しましょう。僕のプロテ

クターになってください。んー、どれも何かしっくりこない。僕と一緒に墓場で Y 字バラ

ンスしましょう。これだ！当日はこれでいこう。 

わたしの独り言を聞いていたのか、記者はくすりと笑った。全く失礼な記者だ。よく見

ると歯も見当たらない。子供の歯が大人の歯に生え変わっている時期なのだろう。 

マテ茶を飲む前に頼んだケバブが届き、それを受けとるやいなや頬張りながら記者は、

私に尋ねた。では、最後に一口、あ、失礼しました。一言お願いします――。でた！でた

よ、これだよ。する意味が解らない質問ランキング世界バージョン堂々の 2 位のやつ。こ

れを言えば、双方がインタビュー終了だとわかる魔法の言葉。ただ、質問が抽象的過ぎ

て、答える側は何を言ってよいかわからずに少し焦り、質問した側も何を言うのかドキド

キしなければならない、負の質問である。無責任すぎるこのあるあるの質問に私は苦戦し

た。いや、わざと間をあけた。なぜなら、普通、記者が申し訳なさそうな顔をして、答え

やすい質問に変えてくれるからだ。だが、彼女は違った。なかなか切り出さないのであ

る。彼女と私では時間の進み方が違うのだろうか。3 年後、私は仕方なく、最後に一言を

述べた。 

私にとって体操とは、大切な人との出会いを与えてくれたものであり、自分を輝かせて

くれたものであり、成長させてくれたものでもあります。いわば、、、体操みたいなもので

す。 

あんなに偉そうに、最初の質問に対して、体操でしかないと述べたが、本当はうまく例

えたかった。大車輪を書いているうちに浮かぶと思った。だが、無理だった。結局逃げて

しまった。4 年目はこの答えを探すことにしよう。 

 

 

 

 



 

 

 

 

64 期 川越 晴彦 

私は入部して以来ずっと怪我に悩まされてきました。怪我をしていない場所を

挙げたほうが少ないとまで言えるくらい怪我をした私ですが、けがの間私を救

ってくれた人がいます。 

それは太宰治です。彼は「人間失格」などの様々な書物を残されとても有名な

人物です。また、彼は少年時代成績優秀とわたしととても似ているところがあ

るのですが、彼は自殺未遂や薬物という壁をいくつも乗り越え、怪我で悩んで

いる私と比べれば天と地ほどの差があります。そんな彼なら私を救ってくれる

だろうと考え、私は太宰治について調べました。 

彼が書いた「走れメロス」という本の中で、こういう一文がある。『信じられ

えているから走るのだ。間に合う、間に合わぬは問題ではないのだ』と。私は

チームのみんなから期待されている。必ず復帰すると信じてもらえている。だ

から自分は走らなければならない、チームのためにそして自分自身のために。

しかしそんな集中力も長く続かなかった。なぜなら私は体操をするまでサッカ

ー部に所属していた。よく同期の林から「サッカーをする奴は全力を出さな

い。いつも七割だ。」後輩の森からは「川越さんは七割も出さないですよ、二

割ですよ。」私は本当に集中力が長続きしない。やる気も長続きしない。同期

や後輩から説教をされ、私の心は完全に折れかかっていた。そんな私を助けて

くれたのはまたしても太宰治であった。太宰治は「僕は今まで、説教されて、

改心したことがまだ一度もない。 説教している人を、偉いなと思ったことも

まだ一度もない。」この言葉に私は救われたのだ。 

林も森も偉くはない。そんなやつらに説教をされたところでどうってことない

のだ。そんなやつらのために私が改心するつもりもない。私は私の道を行く。 

 

いろいろわけのわからないことを書きましたが、要約すると 

「私は体操が大好き」 

だということです。 

 

ここからは太宰治に関する雑談になるが、太宰治が書いた「走れメロス」。 

その中で太宰治は走るメロスを「少しずつ沈んでいく太陽の十倍の速さで走っ

た」と表現している。 



このとても素晴らしい知的な表現だが、天才の私はすごいなではすまない。こ

の速さは実際にどれくらいなんだろと考えた。そしてそれを実際に計算してい

る人がいた。空想科学研究所の柳田先生である。 

走れメロスの舞台となっているシチリア島は北緯三十七度、太陽のスピードは

地球の自転の速さということになる。地球の自転の速さは時速1300㎞。その十

倍ということは、マッハ11ということになるのだ。これがどれくらいの速さに

なるのかみなさんはわかるだろうか？これは新幹線のぞみ号の約44倍。人類最

速の男ボルトが１００ｍを9.69秒で走るのに対し、メロスは0.02秒で走るの

だ。さらに航空宇宙工学科の私から言わせれば、これよりさらに言いたいこと

があるのだ。マッハ11の速さで人が走ると、それに伴って衝撃波がでるのだ、

メロスが走ると・・・半径２キロ圏内のガラスは割れる。メロスの近くにいた

女子高生はスカートがめくれるどころの騒ぎではなくなってしまうのだ。 

 

つまり何が言いたいかというと 

「走るなメロス」 
ということです。 

 

64 期 林 実理 

 

 

私は恥ずかしいことに 3 学年になってから体操に本気で打ち込んだと思う。 

1 学年のときは「どうせ初心者だし」「経験者がどうせ試合に出るんだよ」だとか馬鹿なこ

とを考え、2 学年のときは「自分よりうまい人たちが試合にでるから自分はコントだけやっ

てたらいいや」という生ぬるい考えでした。しかし 3 学年 4 月けが人が多かったこともあ

り、自分がグループ選手権に出場することになった。そのとき今まで過ごしてきた 2 年は

何だったのかと後悔し、本気で体操に打ち込み来年度のグループ選手権にメンバー入りし

突破してやると決心した。しかし、今まで怠けてきた自分がどうやったら本気になるのか。

私は考えそしてたどり着いた答えが「松岡修造」である。 

 知らない人が多いと思うのでここで松岡修造を紹介すると、彼は幼いころ方テニスをは

じめ 1995 年のウィンブルドン選手権男子シングルスでは日本人男子として 62 年ぶりのグ

ランドスラムベスト 8 に進出し、生涯成績は 173 勝、獲得賞金は＄1,117,112 と日本テニス

界のスターであった。彼は選手時代から熱血で、引退した後は日本テニス協会の理事を務め

つつもタレントや日本オリンピック委員会スポーツ環境専門委員として日本を盛り上げて

いった。彼は様々な名言を残しており、私が体操を本気で打ち込ませる要因ともなった松岡

修造の名言は、「太陽が沈んでいっています。君の心も沈んでるっていったよね？ふざける



んじゃないよ！君と太陽は違うからね！太陽は一度沈んでまた新たな気持ちで上がってく

るんだよ。君は沈んだまんまだろ！大丈夫！なぜなら君は太陽だから！」私はこれを聞いて

体にカミナリが走った感じがした。それから俺は太陽だ！今まで沈んだのは新たな林実理

として上るためだからだ！と考え体操に打ち込むようになった。しかし、気持ちと実力はつ

いてくるわけもなく、自分の思っていたように技ができるわけでもない。絶望という波が私

を襲う。急激にやる気をなくした私を助けたのは先輩でも同期でもコーチたちでもなかっ

た。やはり松岡修造が救いの手を差し出してくれたのだ。彼は言った、「あせらない、あせ

らない。一休み、一休み。Don’t worry. Be happy!」自分は自分のペースで頑張ればいい。

いずれ実力はついてくると考えるようにした。松岡修造はこれからも私を救ってくれると

思います。 

 みなさんにも松岡修造の恩恵を受けていただきたいので、場面に応じた松岡修造の名言

をいくつか紹介したいと思います。体操でミスをしてしまったときは、「ミスをすることは

悪いことじゃない。それは上達するためには必ず必要なもの。ただし、同じミスはしないこ

と。」諦めそうになったときは、「100 回たたくと壊れる壁があったとする。でもみんな何回

たたけば壊れるかわからないから、90 回まで来ていても途中であきらめてしまう。」団体で

自分の前の演技者が失敗してしまったとき、「何言ってんだよ！そのがけっぷちが最高のチ

ャンスなんだぜ！自分のすべての力を出し切れるんだから！崖っぷちありがとう！最高だ

～！」 

これらのことを思い出して皆さんも体操に打ち込んではいかがでしょうか？ 

さぁみんな、松岡修造になろう！！ 

 

大車輪 

 

64 期 村瀬 聡明 

 

 私が体操部に入った当初、体操部に入ったからには出来るようになっておき

たいと思っていた技にバク転、バク宙、車輪（違いとか考えてなかったから逆車、

正車どっちでも）があったんですがバク転、バク宙は一応出来るようになり、逆

車輪は３５６°くらいまではいってたですが一周いきませんね．．．。まあ大車輪

書いている今では振り出しも体重いし怖くて出来なくなってますが．．．。体操部

入ったからにはやりたいですね車輪！！！  

体操は恐怖に打ち勝っていかないと全くといっていいほど成長出来ないんで、

これからはケガはしないように徹底しつつも、ケガしたらどうなるとか怖いこ

と無駄に考えず少し馬鹿になって練習に取り組んでいきたいと思います。それ



と当面の目標として、全種目ダブりなしで通せるようにあたらしい技に挑戦し

ていきたいと思います！！！ 頑張ります！！！！！ 

こんな事をちょうど 1 年前考えていたんですが、 

ロン宙、逆車輪、正車輪、鉄棒の宙

降り、旋回 

などなど出来るようになりました！！！！！！！！！！！！ 

この調子でまだまだ新しい技挑戦していくんで見ていてください！ 

 

 

大車輪 

   3 学年 山田七海 

 

去年大車輪を書いてからもう一年が経ちます。正直来年卒業とか考えたくありません、す

でに今から江田島の赤鬼青鬼におびえています。 

この 1 年を振り返ると、私には懺悔と後悔が多く占める年だったと思います。まず女子

のほうに関して、みゆきさんが引退して改めて本当に頼りきりだったな、と強く思いました。

みゆきさんもですが、私も政権で女子が一人だけです。下の二人は本当にいい子で私なんか

よりよっぽどしっかりしています。だから私もしっかりしなきゃ、と自分なりに努力はしま

すがだいたい空回りしているような気がします。正直相当なプレッシャーで孤独に感じる

ことも多くあります。だからみゆきさんが引退する前に危機感を持っておくべきだったと

今更ながら後悔している状態です。 

次に体操そのものについて、私は今年になってようやくスタンド宙返りが一人でできる

ようになりました。ロン宙や一回ひねりなどは比較的すぐできたのにどうしてこんなに時

間がかかったのだろう、と考えましたが、おそらくこの年になってようやくそれだけの筋肉

がついたのだと思います。継続は力なり、ということですがこんなことならもっと補強をや

るべきだった、と思います。継続は力なり、といえば、つい最近愛先生がずっと薦めていた

バックカットが女子全員出来るようになりました。とても喜ばしいことですが、去年からず



っと言われてたのに、現実的じゃない、など適当な理由をつけてあまり練習もせずにやって

きました。スワロー杯が終わったのを機に、グループ突破の戦力になれば、と思い 1 か月間

の集中練習を始めました。するとちょうど 1 か月でできました。たった 1 か月集中して練

習してできるなら、去年やればよかった、そうすれば今頃車輪の練習とかできていたかも知

れないのに、と思いました。愛先生本当にごめんなさい。 

政権について、これが 1 番大変でした。前述のとおり政権で女子は私だけです。男子女子

の連携をとるのも思った以上に私にとっては大変でした。それに加え役職もあります。失敗

しない、してはいけない、と自分を強く追い込んで結果それが裏目に出ることがしょっちゅ

うです。みんなには本当に迷惑をかけて申し訳なく思っています。 

ですが懺悔、後悔ばかりしていては前に進めません。自分のダメなところに向き合って残

りの期間を生きていこうと思います。今私には 2 つの目標があります。１つは防大体操部

女子の固定概念の破壊です。ご承知の通り、女子学生は初心者が多いです。私も新体操はや

っていましたが、体操部に入るまでは前宙すらやったことありませんでした。ですが、そん

な私でも、うまくなりたい、ほめられたい、という一心で練習に励み、ゆかでの後方伸身 1

回ひねりや最近では段違い平行棒でバックカットまでできるようになり、初心者にしては

まあまあなところまではきたかな、と自負しています。下の二人なんかは経験者ということ

もあり呑み込みが早く、そのうち（というか一部はすでに）越されるな、という勢いです。 

だから、これから入ってくるであろう子たちも含め、初心者でも努力次第ではどこまででも

成長するということを教え、今までの初心者は簡単な技を一通り修得して終わり、という状

況を打破していきたいです。もう一つは政権について、たくさん迷惑をかけてきたけど、来

年の卒業するころには、いろいろあったけどなんだかんだいい思い出になった、といえるよ

うにしたいです。そのためには今自分にできることを精いっぱい取り組もうと思います。 

  

大車輪 

64 期 石川 遼 

体操を始めたのは大学からでした。62 期の小林さんに憧れて始めました。

3 年になった今でも、まったく追いつけていませんが、1，2 年の時よりも体

操を好きになっていくことに気づきました。初めて技ができたとき、新しい

技に挑戦するとき、着地が止まったとき、演技を終えてハイタッチしている



とき、体操をしていて最高にうれしいと感じる瞬間は多くあります。練習が

なかなかうまくいかないときは苦しく感じますが、だからこそできた時の感

動は大きくなるのだろうと感じます。順調にいけば、自分達が大学で体操を

できる期間は 1 年を切りました。今はなぜもっと早くあの技に挑戦しなかっ

たのだろうとか、こうすればよかったとか、今までの自分を振り返って自分

の行動に後悔をしています。なので、残りの時間を悔いの残らないように全

力で体操をしたいと思います。余白が想像以上にあったので自分がみていて

好きな技を書きます。できる技じゃないです。見る技です。マンナ、ゴゴラ

ーゼ、後方 2 回宙返り 1 回ひねり、ブスナリ、トーマス旋回、アザリアン、

ヤマワキ、ホンマ十字、振り上がり中水平、転回前宙、ドラグレスク、ユル

チェンコ、ヒーリー、ディアミドフ、モリスエ、コスミック、コバチ、以上

です。 

大車輪 

 63 期 湯上 裕介 

 

体操が好きすぎて、本来なら 4 年間までのところもう 1 年防大体操部に残って体操をさせ

ていただくことになりました。せっかくのいい機会だととらえて今までの 4 年間以上の成

果を残していきたいと思います。支えてくれた先輩、後輩、指導陣の方々、もう 1 年の間

よろしくお願いします。 

 

大車輪 

 

65 期 大林 玄虎 



 

 今年一年を振り返ると、常にどこかをケガしていたと思います。大きくは膝と肩なのです

が、膝に関してはもう一年程経ちます。最近では床につける程度には治ってきていますが、

跳馬は２年生になってからは一度もついていません。肩に関しては、治ったと思って鉄棒や

吊り輪についてまた痛くなるというのを繰り返しています。柔軟と筋トレをしっかりやっ

てケガをしないようにすることが必要だと思いますが、それと並行して必要なことは減量

だと思います。これは前から自分自身でも思っていたことですが、最近は周りにもよく言わ

れるようになり、より深刻な問題だと考えています。私の身長は 170 ㎝なのですが、その

適正体重は 64 ㎏です。それに対して私の今の体重は 71 ㎏と適正体重よりも 7 ㎏も重いの

です。つまり私は今から 7 ㎏減量しなければならないのですが、それがとても大きな壁の

ように感じる今日この頃です。最近は、ご飯を食べる量を若干減らしたりしていますが体重

の変化はなく、減量というのはとても難しいものだと感じています。ダイエットをするとい

ってお菓子を食べる人やダイエットは明日からと言う人のことを昔は笑っていましたが、

今は笑えない冗談でありとても共感する行為です。これを乗り越えるには気持ちがとても

大事になってくると思います。減量すればもっと楽に技ができる。もっと難しい技ができる。

と考えて日々頑張っていきたいと思います。 

 私的に減量は大きな課題ですが、もう自分のことだけを考えていてはいけない時期にな

っています。来年の今頃には 64 期はおらず、自分達が政権になるのは遠い話ではないから

です。そう考えると不安に感じるところが大きいのですが、何をするにしても 65 期で一致

団結することが必要であり、お互い協力していかなければなりません。仲が良いことが 65

期のとりえだと思っているので、人数は少ないですがそれを強みにしっかりとフォロワー

シップを発揮してやっていきたいと考えています。 

 減量にしても政権運営にしても大切なのは同期の協力だと思うので、これからも同期を

大切に、体操と減量を頑張っていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。 

大車輪  
 

65 期 2 学年 ヤン。リン。アウン 

  

 私はミャンマーから参りました ヤン 学生です。ミャンマ



ーは高校生の時は、校友会が無かったため私は防衛大学校に入って

最初にどこの校友会に入るのを分からなかった。私は自分の体をう

まく使えるようになりたいので体操部に入りました。私は高校生の

時から体操の試合を見て自分もできるようになりたいと思いました。

残念なのはミャンマーには体操出来る所はあまりないです。防衛大

学校に入ったときに体操部があるのを知って日本語研修生のときか

ら入りたかったので 1 年生になってすぐに体操部に入った。 

 今二年生になってこの２年間で体操部に入って良かったこと

は表せられないほどいっぱいあります。体操部の上級生と下級生の

関係は本当の兄弟みたいに仲良くて色々手伝ってくれました。私が

留学生なので日本の文化、言葉も教えてくれました。体操部は私にと

っては本当に「At my home」である。きつい、つらいと思ったとき、

校友会に行って練習するのは最高でありやる気も出るようになるの

でほんとに「At my home」である。これからもみんなと楽しく練習

をして 色々な美技を早くできるように全力で頑張って行きたいで

す。 

 

2 回目の大車輪 

65 期 増川 奈々美 



 

あっという間に 2 回目の大車輪を書く時期になりまし

た。4 月のカッター期間中に行われたグループ選手権から

始まり今年もたくさんの試合に出させていただきました。

カッター中に試合なんてありえないと思っていたけどいざ

訓練が始まってみるととても有難い試合でした。 

 今年度は少しずつではありますが、着実に進歩できた一

年になったかなと思います。上手くいかないことも多いけ

ど続けていればいつか光が見えるとわかっているのでここ

まで続けてくることができました。1 年生の時からいつか

はやらなきゃと思っていたバックカットも習得出来て苦手

だった段違い平行棒も克服しつつあります。あと２回のチ

ャンスで秋穂と共に東日本インカレへの切符を手にしたい

です。 

65 期はこの一年でさらに一人減り、ますます政権を持つ

のが怖くなりました。 

今年の目標は 67 期の後輩をたくさんいれることです。今

年こそ女子を！！めちゃくちゃかわいがります！！ 

 



大車輪 
65 期 高橋 秋穂 奈々美 

 

この 1 年間を振り返ると、体操部を通して２つのことを学んだ。 

1 つ目は、「歳月人を待たず」である。時間は人の都合とは関係なしに刻々と過ぎていく

ものであり、人を待ってくれることなどない、という意味である。転じて、人はすぐに老い

てしまうものだから、二度と戻らない時間を無駄にしないで、努力に励めよという戒めを含

む。思い返すと、みゆきさんと初めて会ったのは、ちょうど今の私と同じ、2 年生の後期だ。

その方がもう卒業されるだなんて、時の流れは早いものだなと改めて感じる。4 大隊で過ご

した辛い 1 年間も、いつも部活で会うみゆきさんの笑顔と声に、癒されていたものである。

当たり前のように毎日会って共に練習していた人がこの体育館からいなくなるだなんて、

まだ信じられない。私自身ももう春から３年生になりるが、時間は待ってくれない。私の弱

点は、膝・つま先への意識と、種目ごとの体力の低さだ。今年はこれらを克服すべく、動画

の分析や通し練を重点的に行っていきたい。技を練習してもできない時は、体力や筋力、柔

軟性が低いことが原因にあると考え、基礎に立ち戻るという結論に至り、集合の 50 分前に

は来て筋トレとアップを始めることにしたが、継続するのは常に自分との戦いであった。だ

が、これからも自分を信じて、毎日の体操の練習に目標をもって体育館に早く行き、練習に

励もうと思う。 

２つ目は、「苦手なものへの挑戦心」である。毎日練習がある中で、苦手でもいつかはや

らなければならない。体操をやりながら実感しているのは、恐怖心との闘いである。苦手な

ものへ挑戦する際にも、恐怖心が生まれる。そこで、さあ、やろうと決心して途中でやめら

れないのが体操である。少しの迷いで気を抜いて途中でやめようものなら、怪我に繋がって

しまう。最後まで自分の弱音に負けないというのは難しく、やはりここまで上達してきたの

は同期のおかげである。恐怖心に負けそうになった時には、同期が「大丈夫、大丈夫！」と

横で声をかけてくれ、とても精神的に救われている。この、苦手なものへの挑戦心は人生の

中でも役に立つことだから、打ち勝てるよう努力していきたい。そして何よりも、体操を楽

しむということを常に忘れないことが大切である。 

キリスト教の聖書の言葉に、「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい」という言葉

がある。６５期はますます人数が減ったが、同期のつながりを大切にして、喜びや悲しみを

共有できるような関係を築いていきたい。 

大車輪       

１年 中村 地大  

 



 私は、体操に関しては実際に体操部を見学するまで何も知らず、体操部に入るなど想像

もしておりませんでした。私が体操部に入ったきっかけは、同部屋の三年生の廣島さんか

ら話を聞き、見学に行ったことでした。行ってみて上級生が練習している姿をみてかっこ

いい、私もできるようになりたいと思い、すぐ入部しました。入部して練習していたとき

は、ずっと怖いという気持ちがありました。やはり、技も基礎も何も知らなかったため、

おもったように体も動かず、なかなか技ができなかったことを覚えています。入って１，

２週間が経ったころ、初めて前宙ができ、あの時の喜びは今でも忘れることができませ

ん。それから体操が楽しくなって、今も頑張っています。やはり今でも技ができるまでは

つらいですが成功した時の達成感は格別です。 

 私のこの防大体操部での技の目標は、床はドッペル、あん馬は特になし、吊り輪は後ろ

降り十字、跳馬はドッペル、平行棒はまだ決めてません、鉄棒はツイストです。どれもま

だまだ遠く、達成できるかわからないですが、頑張っていきます。部活全体を通しての目

標は素直さです。何をやるにしても素直さがないと身に付きませんし、けがの原因にもな

ります。この目標を４年間掲げてこれからも努力していこうと思います。 

 ６６期は人数も少なく現在４人です。上級生と比べても少ないし、今の政権が目標とし

ているようなグループ選手権の突破は、今までよりも厳しいものになると思われます。そ

のため、同期での協力はもちろんのこと、一人一人がうまくならなきゃいけないという焦

燥感もあります。つまり、これからのためにも今年度は上級生に勧誘をどんどんやってほ

しいと強く思っています。そして、今年、グループ突破して、それに続いて、私たちの代

も頑張っていきたいと思います。 

 これからも体操部の皆様、よろしくお願いします。体操部のこれからの繁栄を願って終

わりとしたいと思います。 

大車輪 

                     ６６期 久保 克樹 

 

私が体操を始めたのは小学校一年生でした。それから４年間、小学

四年生まで続けたのですが、当時私は野球、体操、水泳、バスケ、

英語の５つの習い事を掛け持ちしており、きつくて体操を辞めたの



を覚えています。しかしその時の車輪君で車輪ができた嬉しさ、新

しい技ができたときの爽快感が未だに覚えていたのでまた、大学で

体操をやろうと思いました。入って初めの方は自分が思っている以

上に思う通りに体が動かず、全然体操が楽しくなかったのですが、

夏の合宿を終えたあたりから上級生やコーチのアドバイスのおかげ

で徐々に技ができるようになってきて、今では体操が楽しいです。

体操は技ができる時期、できない時期が波のように周期的に来ると

思っているので、また技ができなくて面白く感じない時が来てもめ

げずに頑張っていきたいと思います。 

 


