
体操部始まって以来の出来事 

 

 

                                部長 新井重

信 

昨年（2019）、台風 15 号、19 号の被害で総合体育館が壊滅状態となりました。15 号

が過ぎたあとアリーナが水浸しになり、各部協力のもと、排水や掃除を行って何とか

使えるまでにはしたのですが、その後の雨、台風 19 号でほぼ手が付けられない状況と

なりました。 

雨水はアリーナから地下の温水プールまで及び、壁や天井の石膏ボードが崩れるな

ど地階までもが使用できない状況となりました。 

雨漏りは、総合体育館屋上の防水シートが台風で剥がれたのが原因で、また、防水

シートの留め板が風で飛ばされ天井中央の明かり取りの部分を破損させそこからも雨

漏りをしていました。 

体操部の練習は一ヶ月程度練習できなくなり、その後ロビーで練習可能な器具を設

置しての練習となりました。幸いにもゆか、あん馬、平行棒、平均台を設置できまし

たので男女とも正規種目数の半分は何とか練習できる状況となりました。その他の種

目については横須賀学院高等学校に週１回の練習をお願いし練習をしてきました。 

今年（2020）になってからはコロナウィルスが流行し、大学校としてその対策のた

めに全ての体育施設の使用が禁止となりました。全国的に公共施設や体育館、学校施

設が軒並み使用出来なくなり、本校はコロナ対策として春合宿は中止とされ、全く練

習が出来ない状況となりました。 

日本の各スポーツ競技団体は、感染拡大を懸念し様々な競技会を中止し、先日、東

京オリンピックも延期が決まりました。当然体操界もそのような措置を取らざるを得

ません。学生体操連盟も来年度の大会の開催についてその中止が検討されました。お

そらくコロナが収束するまでは新年度の大会開催は不可能であるかと考えます。 

このようなことは、私も生まれて初めての経験です。台風被害で練習場の制限、感

染病による施設の使用不可、2019、2020 年度は体操部始まって以来の最大の危機状況



にみまわれていると言っても過言ではないでしょう。 

さてそのような状況の中、我々はどうすれば良いのでしょうか。今後の練習環境に

ついては、総合体育館の改修が始まると総合体育館は全面使用できないことが考えら

れます。改修期間は最低でも 1 年、最悪 2 年間に及ぶとも考えられています。現在代

替え施設も無いのが現状です。体操は器械器具を設置できないとどうしようも出来ま

せん。しかしながら体操部の活動は継続しないと成りません。この危機を何とか乗り

越えるために顧問、部員一丸となって練習環境や方法について考案しなければ成りま

せん。現在暗中模索の状態ですが、何とか頑張りたいと思います。 

さて、４年生の諸君！卒業おめでとうございます。令和最初の卒業生と成りました。

君達は昨年の夏以降練習環境が悪化した中、体操部全体を良く引っ張ってくれました。

活気のある練習や試合への参加など本当に頑張ってくれたと思います。 

卒業生の諸君には、防衛大学校で培った知力・気力・体力はもとより、同期や先輩、

後輩の繋がり、仲間を生涯の宝として今後さらに活躍することを祈念しております。 

また、これからは体操部ＯＢとして機会を得て防衛大学校に戻ってきて頂き、体操

部の今後の活動に協力して頂ければ幸いに思います。 

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

に対して心より感謝致しております。 

令和初の卒業生を送り出し、今後も体操部の練習環境等が通常のように進められな

い現状が続くと思いますが、この期間を何とか乗り越えて、伝統ある体操部が維持、

継続できるようご指導を賜れば幸いに存じます。 

昨年も末尾に書かせて頂きましたが、部員が心を寄せ合い、明日への希望が咲かせ

られる部でありますように防衛大学校部内指導陣は誠意努力致しますので、今後とも

ご協力、ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。 

2020年 3月吉日 

  

 

 

 



「美しい体操を目指すには」 

2020年 3月 14日 深澤義明 

 試合に出るからには、ひとつひとつの技の精度を上げ、完成した演技構成で、自信

を持って臨んでほしい。そのための近道は、普段の基礎練習に力を入れて取り組むこ

とだ。練習前の準備体操・柔軟体操をどう捉えるか、そうした些細なことの積み重ね

が後々大きな差として出てくる。何のための動きか意識して運動している者と、ただ

漫然と動いている者とでは、演技に大きな違いが生じてしまう。 

 美しい体操を目指すということは、手・足先・姿勢・頭の位置などを細かく意識し、

それぞれの技を分析し、どのように見えているか自分の演技を客観視することができ

なければならない。 

 でも体操をはじめたばかりの頃は、ただ動くこと、技をこなすことのみに精一杯で、

どうしたら美しく見えるかというところまで意識することは難しいだろう。私自身も

覚えがある。私は高校時代「体操日誌」を勧められて三年間書き留めた。その日の気

分・体調・目標・練習内容・アドバイス・反省点・疲労度などを記録することで、自

分の変化・成長を意識することができ、体操が好きになった。「体操日誌」ぜひやって

みてほしい。 

 日々の練習の積み重ね、意識して取り組む姿勢、それが美しい体操への近道だと思

う。 

 

 

 

 

 

 

 



令和元年度 大車輪 寄稿 

 今年度は、新元号となり新しい時代の幕開けを予感する年であったにもかかわらず、

台風で、体育館が損傷し、アリーナが使用不能となったり、新型コロナウィルスによ

り様々な制限がかかったりと、練習環境としては非常に厳しい１年でした。そのよう

な中で学生は悲観的にならず今できることを最大限に実施することを主眼に日々の練

習をしています。 

さて、体育館が使用できなくなって初めて、当たり前に使えることのありがたさを

感じました。そして、何とかしようとしても、その力が及ばないことも知りました。

とかく危機管理を担当する省庁として、日ごろから有事を想定した訓練・準備に心が

けているつもりでした。しかし、自らの日常に対する備えというものは案外に未熟な

ものなのだと痛感した次第です。体育館の設備の古さに不満を言いつつも、当たり前

のように校友会活動を行っていたことに大きく気づかされる１年となりました。また、

体育館が使用できなくなったことで、どのように練習を継続していくのか等も、あま

り考えてこなかったため、いざできることは？なんて考えた時、そのあまりにも稚拙

な対策しか考えられなかった己の力量不足を嘆かずにはいられませんでした。結果、

学生には、十分な練習環境を与えることはできず、上記のように今できることを一生

懸命という言葉で、対処するしか方策がありませんでした。日ごろから、日常に埋も

れている盲点を点検して明らかにし、いざ対応が必要になった時には、速やかに対策

が講じられるように心掛けていきたいと思う令和元年でした。 

来年度以降、またどんな災害等が起こるとも限りません。日ごろから緊張感を常に

持ちつつ、活動していかなくてはと思うのでした。 

 

体操部顧問 田村 修 

 

 

 

 



発想の転換 

男子コーチ 髙木  桂 

 現在、体操競技部は危機的状況にある。 

 昨年の台風１９号による被害で、練習場所として活動していた総合体育館 フロア

ーが使用出来なくなった。雨漏れによる被害から器具を守るため、全て撤収した。何

とか活動を継続するため、１階ロビーに限られた器具のみ展開して 制限を受けた活

動を継続している。それも体育館の改修が行われるまでの限られた期間であり、現在

体操競技部は活動休止を迫られる危機的状況である。 

 その時、体操ニッポン男子監督の水鳥寿思さんの話を思い出した。 当時、所属し

ていた日本体育大学の体育館が火事になり、体操競技部は活動拠点を失った。 当時、

水鳥監督はこう考えた。「限りある練習時間を大切に使う工夫をし、体の動かせる部分

を使う努力をしてイメージトレーニング。このときの経験は、短時間で集中できる失

敗の少ない選手へと成長できるきっかけとなりました。何事も工夫次第で悪条件を克

服して、利点に変えることができます。」 世の中、言っても変わらないことばかりで

ある。環境の責任にすることは簡単である。しかし、限られた時間と場所で男子６種

目、女子４種目を戦わなければならない事実は変わらない。水鳥監督のように、環境

の責任にせず、限られた時間と場所で出来ることを考え実践する。それで、日本のト

ップを維持した選手も存在する。辛いことから逃げていては、逃げ癖がつく。困難を

乗り越えたら、必ず良いことが待っていると思う。まずは目標を持って与えられた時

間と環境で努力してみよう。仮に目標を達成できなくても。“頑張ることができる人”

になれると考える。「努力する・頑張る」を合言葉に明日からも一緒にやっていこう。 

 

 

 

 

 

 



Never Give Up!! 2020 

部外顧問 髙橋 元気 

 100 回叩くと壊れる壁があったとする。自分が今日までに 99 回叩いていると分かっ

たとしたならば、誰しもがその壁を叩くだろう。 

 高校入学と同時に始めた体操も、今年で 22 年目になりました。呼吸、食事等の生命

活動を維持するために最低限必要な行為や、入浴、歯磨き等の人間生活を維持するた

めに最低限必要な行為（自衛官である以上、時には断念することもありましたが...）

以外で、何か一つのことをこれほどまでに長く続けたことはありませんでした。年々

動かなくなる身体、当たり前のように出来ていた技さえ半年掛かっても形にならず落

胆することもしばしば。しかし、そんな状態でも、体操は私を魅了して止まないので

す。 

 「続けること」は、実は非常に難しいことであると実感しています。向上も劣化も

受け止めたうえでもくもくとそれに取り組まなければなりません。そんな中、偶然、

自身が毎日練習をしていた時期の日記を読む機会がありました。 

「初めて鉄棒で車輪が回った日」 

 １ 振り出しで思い切り反って押す。 

 ２ ヘソを見るようにしくの字で落とす。 

 ３ 真下でハーと言う。 

 ４ つま先を２秒見る。 

 ５ バーベルを上げるように胸を反らす。 

 間違いだらけですね。振り下ろしでヘソは見ませんし、真下でハーとも言いません。

今、この記述を忠実に再現すると確実に回りません。しかし、この後２か月に渡り、

微修正を重ねながら同様の記述が続いていました。自分でも覚えていませんでしたが、

当たり前のように回っている車輪は、このような積み重ねから出来ていたのだと実感

しました。 

 



 2020 年は私にとって特別な年になるでしょう。通い慣れた練習場の縮小、勤務体系

の変化、増加する体重（これは自己責任ですが）、どれをとっても追い風とは言えませ

ん。まさに逆境、素晴らしい。逆にこれはチャンスでもあるのではないかと考えるこ

とで解決策を模索していきたい。 

 100回叩けば壊れる壁があったとする、恐怖や辛さを乗り越えて叩いた今日の１回が

100回目になるかもしれない。そう思って練習していった先に大きな成功が待っていま

す。 

 だからこそッ！Never Give Up！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「好き」を力にする 

２０２０年３月１７日 宝田一希 

 誰しもが必ず言う早く引退したい、斯く言う自分も３年生当初は、早く引退したい

と考えていた。しかし引退を間近に控えると、今の心境はもっと体操がしていたいと

いう気持ちだ。政権運営とは、不思議なもので今まで体操の技しか考えていなかった

自分も部としての目標を立て、計画を練り、どのようにしたら目標を達成できるかを

考え続けていた。そして向かえた本番だが、チームの練習の成果は上々だった。しか

し本番では、主将の自分がミスを連発し目標を達成することは叶わなかった。ここで

学んだことは、自分は、今まで誰よりも練習を重ね人一倍努力を重ねてきたが、同期

に頼るという大事なことを、忘れていたこと気づいた、自分は部を運営する能力は低

くそれをあまりまわりに悟られないように、自分一人で塞ぎこんでいた。周りの同期

もそんな自分に気づいて手を差し伸べてくれていたが、自分はもっとそこで彼らを頼

りコミュニケーションを重ねるべきだったと感じている。 

しかしどんなに失敗を重ねても、どんなに運営がつらくても、一つだけ忘れないこ

とがあったそれは、自分は体操が「好き」だということだ。「好き」という気持ちは、

どんな練習メニューや練習時間と比べても、もっとも効率的に自分が上達できるモチ

ベーションになると考えている。「好き」だと練習が楽しくなり、さらなる成果が生ま

れる、成果が生まれるともっと「好き」になる。誰かにやらされて練習するスポーツ

ほどつまらないものはないと思う、体操とは成果の見やすいスポーツで技が達成でき

るかどうかに明確な差が生じる。それを自分で気づくことができたのは幸いだった。 

また引退を前にして、もっと体操がしたいと思う自分は、この４年間でかけがえの

ない「好き」なスポーツが出来たと思う。自分の気持ちを変えるだけで、どれだけ人

生が輝いて見えるかがよく分かった。これからも「好き」を力にしていきたい。 

「後輩達へ」正直３年生以下のみんなのポテンシャルには、とても驚いている。い

つも誰かが技一つ習得するたびに実はとても焦りを感じていた。自分の考えとして主

将は誰よりも努力するべきだと考えており、演技力で負けていたら、後輩には何も教

えられないと思っていた(笑)これからも自分のポテンシャルを信じ自分を超えてくれ

たらうれしいです。「指導人へ」自分が様々な施策を実施するうえで心地よく実施でき

る環境を整えて頂いて本当にありがとうございます。自分のしてきた運営は正しかっ

たは、まだわかりませんが、本当に人生でかけがえのない仲間や好きなものを見つけ

ることが出来ました。４年間ありがとうございました。 



宣誓 

64期 林 実理 

我々防衛大学校体操部４学年は日ごろの鍛錬の成果、並びに蓄積された肉体的疲労及

び精神的苦痛 あるいは培われた損得勘定及びゆるぎない固定観念 

ひいてはおぼろげな経営理念 

すなわち完成された漢の欲望をいかんなく発揮し、時には発揮され、互いに発揮しあ

い、挙句枕を濡らし、速やかに自然乾燥するなどし 

スポーツマンシップにのっとることも辞さない構えで 

スポーツ新聞の定期購読、あるいはスポーツ刈りの義務付け、及びスポーツ選手との

熱愛報道、ひいては政界への進出も視野に入れながらも、体操三昧の日々を過ごし、

汗と涙、またそれに勝るとも劣らない液体を夥しく分泌し、時には分泌され、交互に

分泌しあい、挙句下着を濡らし、速やかに自然乾燥するなどし 

正々堂々と戦うことを真摯に受け止め、かみ砕き、粉末状にし、患部に塗り、ガーゼ

などで覆い、足を頭より高くし、横になった状態で高いところから低く感謝申し上げ

るとともに 

今後のご活躍とご健勝を心からお祈りしたいという気持ちをグッとこらえ、私からの

お祝いの言葉とさせていただき、最後は万歳三唱とさせていただくことを前向きに検

討し、全員野球で悔いのない最後の夏という名の厳しい冬を乗り切り、最高の７種目

及びその他挨拶回り等を全力でプレイすることを誓うが如く、こちらの契約書に署名

捺印し、あちらの席でお待ちいただくか、こちらの宛先までふるってご応募いただく

旨を伝えたうえで、甲は乙と賃貸契約を交わすことを誓います。 

令和２年３月１８日、選手代表、あるいは友人代表、およびコスタリカ代表 

ひいては関係各位には多大なるご迷惑をおかけしたことを心からお詫び申し上げると

ともに、今後の当店のご利用をお願いしながらも、最後は一本締めとさせていただく

ことを祈って乾杯！！！ 

 

 



大車輪 

64期  山田 七海 

 あと少しで私は江田島という鬼ヶ島へ行かなければならない。しかも鬼退治ではな

くその鬼に 1 年間しばかれに行くのである。荷が重い。そういえば 64 期体操部海上要

員って私だけじゃん…と最近よく考えるようになった。仲間が欲しい、その時に真っ

先に候補が上がるのが体操部なのだから、4年間でそれだけ体操が生活に関わっていた

証拠だろう。 

 さて、この文章を書いている現在 4 学年は絶賛持続走訓練中なのだが、今まで体操、

新体操と、長く走るスポーツを全くやってこなかった私にとってこれほどつらいもの

はない。陸上部の人でよく走るのが気持ちいいという人がいるが、私は少なくとも走

るのは嫌いだ。もちろん、自己ベストが出せたときはうれしい。だがそのうれしいに

至るまで、いったい何分苦しまなければならないのか。持続走なら 20 分以上は苦しむ

必要がある。解せない。翻って体操はどうか。確かに一つの技を完成させるまでは血

のにじむような努力が必要かもしれない。しかし、できない中でも「昨日より高さが

出た」「あとちょっとでできそう」とかほんの些細なことでうれしさが得られる。また

体操特有の空中に浮かぶ感覚は一度できてしまえばいつだってごく短時間で味わえる。

これは体操をやっているものにしか味わえない特権ではなかろうか。 

 少し話はそれるが、私は体操部を引退してからも、ほぼ毎日現役時にやっていた筋

トレ、柔軟、伸ピ倒立、倒立歩行をやっている。しかし筋肉は落ちていくし体型の維

持だって容易ではなくなってきている。現役時は特別なことをしなくても勝手に筋肉

がついていた。つまりそれだけ体操は体を維持するのにいいスポーツなのである。（け

がについては別だが） 

 ここまで述べてきて私が言いたいことは、体操っていいな、ということである。現

在体操部は創設以来未曽有の困難に直面して、モチベーションの維持も大変だし、満

足な練習もできないと思う。けれど、それらの困難や政権運営（私は会計だったから

主将主務ほどではないけどそれでもそれなりに大変だった）を乗り越えて 4 年間を終

えたとき、きっと体操をやってたからこそ得られたものがあると気づくと思う。だか

らどうか頑張ってほしい。 

私はこれからおそらく海上自衛官としての道を歩むことになるが、現在の目標は飛

行甲板での倒立歩行を日課にすること、40 代になってもバク転ができる身体能力を維

持して、「あのババアすごくね？」と若い海曹士に言われることである。せっかく体操

を 4 年も続けたのだから、引退後も生活のどこかで体操を取り入れるのをぜひおすす

めしたい。最後に、今まで支えてくださった新井先生をはじめとする指導陣の方々、4

年間続けてきた同期、その存在が心の支えとなってくれた後輩たち、本当にありがと

うございました。 



大車輪 

65期 大林 玄虎 

 政権が代わって、私たちが政権運営を始めてしばらくたち、もうすぐ次の年度を迎

えようといったところでありますが、ここで初心に立ち返るべく、体操との出会いを

書きたいと思います。体操競技を始めたのは中学生の頃ですが、初めて器械的な運動

に真剣に取り組んだのは小学 5 年生の頃だったと思います。運動会で組体操をしなけ

ればならず、その中で倒立をしなければいけませんでした。ペアの人に足を持っても

らえたので、今思えば楽勝なのですが、その頃の私は壁倒立もできず、毎日放課後に

特訓をしていました。ただの壁倒立の為だけに一週間くらいかけた記憶があります。

しかし、出来たときの喜びは忘れられません。このように、体操というのは出来なか

ったものが出来るようになる時の喜びがとても大きいです。体操を経験したことがあ

る人は皆この感覚を知っていると思います。また、それを感じて体操を好きにならな

い人はいないのではないでしょうか。これはまさに 65 期政権の方針である「i’m 

lovin’ it」に合致していると思います。 

 みんなで新しい技に挑戦して、どんどん体操を好きになろう！ 

 



大車輪  

 

65期  ヤン リン アウン 

 体操部に入ってから 3年目になり、3年生は部の運営や全体を見なければなら

ないようになった。1年生と 2年生のときは校友会で練習することだけ考えたが、3年

生になって色々部の運営も考えなければならないようになった。3年生になって技と

かも色々できるようになり、色々な技を挑戦したくようになった。 

 3年間体操やってきてとても良かった。体操やるだけで筋肉が付き、強くなっ

た。また、練習も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と感じ

るようになった。「 やる気、元気 」さえあればなんでもできると思うようになっ

た。 

 体操部は At My Home であり、体操は I am loving it であるため、これか

らもみんなと一緒に元気を出して練習し、色々な技をできるように頑張って行きた

い。 

 

 

 



私の夢 

 

65期 増川 奈々美 

 

 この 1年間でいろいろなことがありました。悪いことばかりだったような気もするけ

ど、その分部員みんなの距離がぐっと縮まったような気もします。また同期が減ったり、

体育館が浸水したり、コロナウイルスのせいで練習ができなくなったり、大事な試合がな

くなる可能性もあったり不幸続きかもしれないけれど来年度はきっと、たくさんいいこと

があると思います。 

体操部に入ってもう 3年が経ち、体操ができる日々も 1年を切っています。これから先

引退まで後悔のないように過ごせたらいいなと思います。まずはたくさんの新入部員を入

れます。なぜか 2年間も入らなかった女子部員を必ず入れます。3人は入れます。せっか

く愛先生や横溝先生が来てくださっているのにここで伝統を途切れさせるわけにはいきま

せん。そしてみんなで団体戦に出ることが私の目標です。私が入部したころには 40名ほ

どの部員がいましたが現在は 10名程度まで減っています。今年度の不幸が無かったこと

になるくらい来年度はたくさんの新入部員が入ってくれることと思います。 

グループ予選も目前に迫ってきています。試合が行われるかまだ分かりませんが最後の

チャンスで必ず東インカレ出場の切符をつかみ取りたいです。新井先生や愛先生を東イン

カレに連れていくことこそが私の夢です。今年の春合宿が私たちが総合体育館で合宿を行

う最後の機会になると思います。規模は小さくなりますが出来ることをして試合に万全な

状態で臨めるよう準備していきます。そして数年後には丈夫な体育館に進化することを願

っています。 

今年度は横須賀学院で高校生の子たちと一緒に練習させてもらったり、ピットに行って

みたりと練習範囲を広げていろいろな人と関われたと思います。来年度は弘前大学で夏合

宿を行う計画も少しずつ立っています。体育館が使えなくなってもたくさんの方々が防大

体操部のために場所を貸してくださったり支援してくださったりと悪いことだけではなか

ったなと実感しています。 

来年度はオリンピックイヤーということで体操がますます注目され我が防大体操部にも

繁栄が訪れてほしいなと思います。体操ニッポンがたくさんのメダルをとれますように。 

最後になりますが、もうこれ以上人数が減ることなく 1年を終え、４人で笑って卒業で

きることを願っております。 

 

 

 



大車輪 

６５期 髙橋 秋穂 

 私が体操への憧れを持ったのは、３歳の時だった。段違い平行棒を自由に往復し、

車輪を真ん前から見ていた時の迫力は今でも鮮明に覚えている。だが、体操を始めた

のは妹が逆上がりができなくて体操クラブに通うことになったことがきっかけで、小

学４年生の時だった。体操クラブを掛け持ちしていた時期もあったが、結局最初から

通っていたところに戻り、今もそのコーチと連絡をとっている。先日、スワローの時

の団体の銀メダルの写真を見たとの連絡があり、激励の言葉をいただき、とても嬉し

かった。遠くからでも応援していただいている人の存在があるということは、将来幹

部自衛官になって挫けそうになった時に心の支えにもなると思うし、とても大切なの

だと実感した。 

今まで細々と体操を続けてきたが、まさか大学生になっても体操を続けられるなん

て思ってもみなかった。ほかのスポーツを経験しても、やっぱり体操を見るのもやる

のも好きだし、あのバーを掴むか掴まないか、着地止まるかどうかの一瞬のうちに、

とてつもない緊張感が走る時の感覚や空気感が特に好きだ。気づけばあと１年しかな

く、体育館もどうなるのか、体操部もどんな活動になるのかわからない状況である。

体操＆体操部が好き！楽しい！という思いをもって、最後まで希望を捨てずに後悔の

ないようにななと一緒に笑って引退できるように体操をしようと思う。 

 

 

 

 



大車輪 

66期 久保 克樹 

 

体操の魅力について考えようと思う。体操の魅力と言えば何といっても新技を初め

てできたときの達成感である。体操が他のスポーツ違う点は上達していく過程で「技

ができた・できない」という明確な区切りがある点であると考える。サッカー・野

球・バレー等の他の競技スポーツでは常に状況が変化し、成長が明確に分かりずらい

ことが挙げられる。例えば野球のバッティングではピッチャーの投げる球やカウント、

ランナーの数は毎回変化し打てたか打てないかで簡単に成長を感じることは難しい。

しかしその反面体操は技ができたか、できないかで明確にわかるため成長を実感でき

それが達成感につながると考える。自身の成長を感じることは楽しさだけでなく自分

への自信にもつながる。私自身防大の生活で辛いことがあった時には何度も体操の達

成感に救われてきた。しかし、体操の達成感はそう簡単に得られるものではなく、簡

単に新技ができないからこそできたときの喜びは大きいものである。やはり体操は技

ができない時は楽しくないしやる気もなくなるものである。そんな時こそ体操を全力

で好きになって楽しもうと思う。「好きこそものの上手なれ」という言葉もあるが、ス

ポーツは楽しくやって好きになることが結果的に上達する近道である。スポーツは強

制されるものではなく、スポーツの本質は「遊び」であり自ら楽しむものである。防

大では校友会は強制で入ることになっているが、嫌々やっては精神的にも体力的にも

つらいだけで非常に勿体ないことである。あと 2 年間どのみちやるならスポーツの本

質の楽しむことを忘れずに体操を全力楽しもうと思う。 

 

 



大車輪 

６６期 中村地大 

  

体操を始めてまだ 2年ではあるものの、体操の楽しさと苦しさについて話したい。 

 まず、体操というものは何かにおいて楽しさがないとやっていけない。それは人に

よって変わるが、ある人であれば技ができた時の快感であったり、また別の人であれ

ば、筋肉がつく等様々であると思う。私の場合の体操の楽しさというものは、運動神

経の向上である。私自身、自覚していることであるが、私はそんなに体の使い方が上

手くない。だが、体操部に入ってからその運動神経の向上はとても実感できる。ま

た、そのおかげにより、体操での技の上達ももちろんであるが、それは日常生活でも

見てとれる。 

 しかし、体操は楽しさがすべてはない。どちらかといえば、うまくなればなるほど

苦しさは増すのかもしれない。私が思うに、体操の苦しさとは、恐怖と技ができるま

での長い道のりである。上達すればするほど技の難易度は上がり、その危険性も増

す、さらには技ができるまでにかける時間も増す。だが、この苦しさを乗り越えた先

に先に述べた体操の楽しさが存在するのであり、言うなればこの苦しさがなければ、

体操は楽しくなくなるのかもしれない。 

 大車輪を書くにあたり、昨年の大車輪を見返してみた。4年間の目標が書かれてい

たが、すでにそれらはほぼ達成されているのに気づき、成長を実感することが出来

た。１年の大車輪にも苦しさの後の達成感は格別であると書かれている。これは１年

経ち成長した今でも変わっていないことに気づき、これこそが私にとっての体操であ

り、モチベーションなのだと気づかされた。これを 4年まで持ち続け、代々の後輩た

ちに教えていけたら幸いである。明日からの練習も頑張れそうだ。。。 

 

 

 

 



大車輪 

66期  舞山 蒼 

 

私はスポーツを観ない。目の前で繰り広げられる事象を、ただ座って見ていること

が好きではないのだ。ワールドカップに盛り上がる時、オリンピックが世間を彩る年、

私は何度、社会の盛り上がりを横目に、見知らぬ誰かが叫び散らす音を熱心に拾い上

げるテレビの前で、倦怠に溺れ惰眠を貪ってきただろう。 

しかし、体操競技は見続けられる。その理由を、私は「研究」に見出している。 

サッカーや野球は個人種目ではない。今や日本中に溢れかえった青春漫画は口を揃

えて「力の掛け算」を謳うが、逆に言えば個人の技量は勝利には直結せず、場合によ

っては磨き上げられた技術なくしても泥臭い根性や運によって勝つことが出来るのだ。

私とて決してこれらの種目を厭う訳ではないが、そういった試合から学べることは精

神論以外にない。 

一方で、体操競技とは言わば「準備のスポーツ」である。日々己の限界に挑み、試

合にあたっては、繰り返し、1度の成功の為に「リハーサル」をする。その細部への拘

りを以て展開される「本番」は決して偶然ではなく、演技者ただひとりの矜持が込め

られている。それ故に、観客を魅了する。素人はその美しい技術に息を呑み、目の肥

えた者は一瞬の動きさえも見逃すまいと瞼を広げる。演技者が研究を重ねたその僅か

な瞬間だからこそ、観る側も全力の研究をして応えるのだ。 

新技、には魅力的な響きがある。自らの限界、つまり「不可能」を乗り越え、「可能」

にする。日々の積み重ねをこの成功以上に実感出来る瞬間もなかろう。体操競技の採

点が美しさを示す E スコアの方に傾倒しているように見える現状であってさえ、体操

の魅力に「新技成功」を掲げるジムナストの如何に多いことか。しかし、新技はそれ

単体で成り立っているのではない。これまで積み上げた基礎こそがものを言う。基礎

を確立し、研究を繰り返した果てに、希求される「新技」があるのである。 

観るも取り組むも、体操競技とは「研究」の繰り返しである。技の 1 つ 1 つも演技

構成も、そして体操競技をする心持ちでさえも、日々研究されるべきものだ。研究こ

そが私に新しい世界を見せてくれる。残りの 2 年間、私は「研究」を忘れずに体操競

技に向き合いたいと考えている。 



大車輪 

６７期 酒井剛志 

 

 私が体操を始めたきっかけは親友に誘われ近くの体操スクールに通うことになった

ことである。そこではまず体操の基本である倒立や鉄棒をおこなった。初心者の私に

はきつすぎるメニューであった。最初に壁倒立５分。倒立を行っている間、先生は体

が閉まっているかを確かめるため、たたきまくる。その後、床でありえないほどの高

さの跳び箱を飛ばされ、鉄棒ではありえないほど前回りと後ろ回りをやり、しまいに

は柔軟で開脚１８０度ついてから３０秒カウントを開始すると言われ股関節が引きち

ぎれそうになりながら泣いていた記憶がある。私は特に柔軟が嫌すぎて半年で体操ス

クールをやめた。 

次に体操にかかわったのは、中学の時である。私の学校に体操部はなく新体操という

競技の部活があった。私は中学に入る前からバスケ部に入部するときめていた。しか

し部活動体験の際、新体操の魅力にひかれ入部した。新体操と器械体操では全く違う

競技でありより柔軟性が求められる競技であった。だから努力をした。１年、私の体

はありえないくらい柔らかくなった。開脚をしながら寝ることもできた。この時から

新体操が好きになり恋愛、学校、ゲームよりも考え、時間を使った。そのおかげで全

国入賞することができた。 

そして２年間受験勉強のため体操をしなくなった。 

そして現在私は防衛大学校体操部に新体操同好会を作るために入部した。はじめは新

体操のことしか頭になく、床しか力を入れていなかった。だが今は違う。体操が好き

になっている。体操をしている時が幸せと感じているのである。新しい技ができるた

んびに嬉しい。たくさんの先輩に教えてもらい上達できることが何よりうれしい。つ

まり何が言いたいかというと私は体操が好きだということである。この調子で防大の

シダックスになってやる！ 

 

 

 



大車輪 

67期 佐藤 俊輔 

 

 私が中学校二年生の時、大会前日に拗ねて部活に行かなかった日がありました。顧

問の先生から電話がかかってきたけど、すぐ切って留守電にしました。すると顧問が

家までやってきて、学校に連行されました。学校につくと、まず思いっきりぶっ叩か

れて、そのあと１時間くらい説教されて、部員みんなに謝らせられて帰されました。 

次の日の大会、めちゃくちゃ気まずくて本当に行きたくなかったですが、なんとか

勇気を振り絞っていきました。メンバーに入っていたので参加もしちゃいました。結

果はあまり覚えていませんが、なんと団体準優勝することができました。（全２チー

ム）その後改心した私は、平日も休日も毎日練習に参加し、いまは無理だけど柔軟も

１８０度開くようになるまでやりました。 

 振り返ってみると、もしあの日顧問が家まで来なかったら、一生体操することはな

かったと思います。つまり今の私の人生は、その時の顧問の先生のおかげで成り立っ

ています。防大に来てからも、実力あるコーチ陣の方々や、優しく指南してくださる

上級生の方々に恵まれ、ここまで私は本当に人に恵まれてやってこれたんだと実感し

ています。体操は個人競技ですが、自分のことばかりでなく周りの人あってこその体

操であることを肝に銘じて、体操頑張っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 



大車輪 

                               67 期 𠮷田 海

南太 

大学に入ったら何か他のスポーツをしたいと思い、意外とおもしろかった体操部に入

って 1 年がたとうとしている。今まで体操というものにふれたことなんかなく私にと

って物凄く刺激的で新鮮だった。日々の成長を直に感じることができ、新し技ができ

たときには「体操さいこ～」という気持ちになる。しかし、体操にもきらいなところ

はある。まず、痛いである。体操はとにかく痛いし、死の危険を感じる。新し技をミ

スった日には最悪である。「もう二度と体操なんかするか」なんて気持ちになる。そし

て最大の宿敵やつがやってくる。 

そう、皆様ご存じ「まめのかわむけ」である。そやつがやってきてから勝負とか言っ

てる人がいるがその人はきっと馬鹿である。しかもそのあとの風呂などにも支障をき

たす、あくまである。もう一つは体の調子である。体操はその日の調子で大きく左右

されることは間違いないであろう。自分でもびっくりするぐらい調子いい時と悪い時

があり。それがまぁまぁうざい。そうおもっているのは私だけかもしれんが。体操を

始めて 1 年もたつと意外とできることが多くなっている床では一回捻り、あん馬は旋

回移行、平行棒は７技がそろっている。 

正直こんなにできるとは思っていなかった。まさかこんなにスキルが身につくとは…。

でも体操はまさにゲームだ。はじめは容易にテレレレッテテーかなたはシンピ倒立を

覚えた。というぐわいにどんどんレベルアップするがそのうちレベルアップに必要な

経験値は増えスキルを身に着けるのにも中々根気がいる。恐怖や苦しさを乗り越え経

験値を積みレベルを上げるゲームだ。これがわたしが 1 年間体操をやってきて思った

ことである。 

 最後に今後の目標について書こうと思う。私の最終目標は妥当東海である。これを

達成するために来年これを書く時には宝田さんに追いついておきたいところである。

平行棒は追い越すぐらいに気持ちでいきたい。そのためにもまず 2 年の夏には 6 種目

７技を目標に積極的に新技を行っていきたい。今は 7 技がそろっていない種目をやる

ことを目標にする。今日もレベルアップできるかななんて思いながら体操というゲー

ムに挑んでいく。 

 



大車輪 

67期 西山 乾志郎 

入部動機は何だっただろうか。高校の授業で器械体操が楽しかったから？球技が苦手

だから？かと言っても武道はなんか痛そうだし、もの殴ると手の皮むけるし、すでに

十数年空手やってたからもううんざり？ 

 でも今となってはもうどうでもよい。どうでもよくなった… 

 

実際やってみたら高校の時とは違って周りのレベルが一桁も二桁も違う。異次元過

ぎた。こんなにも自分の体って思うように動かないものなのか思い知らされた。手の

皮だってこんな剥けるとは思いもしなかった。痛いのは筋トレか技をミスしてぶつけ

たり、けがをするときだけだと思っていた。平行棒なんて最初は拷問道具のようで恐

怖すら抱いていた。 

なんか思ってたのと違う… 

 

でも時間がたって一年が終わろうとしている今はどうだろうか。私はお世辞にも上

手いとは言えない。それでもちょっとずつ、本当に少しずつ成長しているのを感じる。

それに、ひとつ技が増えたときの達成感は格別だ。脳内麻薬が大量に分泌されてるよ

うに感じるほど快感だ。こんなに楽しいなら、別に皮がむけようがどうでもよい。だ

って楽しいんだもの。 

ただその快感を得るためには、私には筋力が足りなさすぎる。日々筋力不足を感じ

る毎日だ。M山さんにおかげで厳しい筋トレをされている。とてもありがたいけど、も

う少し優しくしてくれないかな… 

 

この一年で体操に対する考え方は大きく変わった。少しずつ自分の目指したいもの

が見えてきた。もっと体操を上手くなって目指すところまで行けるように、もっと体

操が好きになるように、辛いことに耐えながらもこれからも励んでいきたい。 


