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表紙

いよいよ夏本番を迎え、より一層ご隆盛のこととお喜び申し上げます。
先輩方におかれましては、いかがお過ごしでしょうか。
昨年度に引き続き、新型コロナウイルスの影響が未だ残る中で、
上半期も温かいご支援やご連絡を多数頂きまして誠に有難うござい
ました。今年は、最近では例を見ないほどの、多くの新入生を迎えて

とても賑やかで楽しい部活となっております。本号では、新入生の紹介
を始め新たに青学馬術部に仲間入りした馬匹について等、上半期の

出来事を沢山掲載しておりますので、楽しんで頂けますと幸いで御座い
ます。

厳しい暑さが続いておりますので、皆様方におかれましてもどうぞお体
ご自愛下さいませ。

ご挨拶

試合結果報告

★4月15日〜4月17日 第59回東都学生馬術大会
新人馬場馬術競技(L1課目)
第10位 3年 金子亜里紗&ブルーリリィ号
第15位 4年 青山侑史&メイブルーメイ号
スクーリング 4年 斉藤夕菜&メイブルーメイ号

★4月30日〜31日 春の新人新馬&プロスパー戦
JEF A1課目2013ヤング班
第1位 2年 湊 敢太郎
部班馬場馬術競技3級班
第2位 2年 高柳 立矢
第4位 2年 岡本 紗也可
第5位 2年 今村 優花
部班馬場馬術競技2級班
第2位 3年 山田 里奈
ハンターシート地上横木旗門通過競技
2位 3年 山田 里奈
ハンターシート地上横木旗門通過競技 速歩班
1位 2年 高柳 立矢
★6月17日 第57回関東学生賞典馬場馬術競技大会
馬場馬術競技S1課目
第31位 1年 杉本 鷹哉＆ブルーリリィ号
第35位 4年 斉藤 夕菜＆ブルーフォーエヴァー号
第36位 3年 金子 亜里紗＆ブルーシェヴィ二オン号
馬場馬術団体成績 第10位



昨年度10月から当部で下級生のコーチを務めて下さっていた、
山口 洋史さんが5月末日をもちまして、ご退任されました。

山口さんは部員一人一人のことを細やかに考えて下さり、基礎
から丁寧に教えて下さりました。

青山学院大学馬術部一同、山口さんのこれからの御多幸ならび
にご健康をお祈りしております。

2022年度主将の理工学部4年、青山侑史です。
日頃より厚いご支援とご声援を賜り、誠にありがとうござい
ます。
梅雨も早々に明け、例年よりも今年の夏はとても暑く厳しい

ように感じます。部員もこの暑さを馬たちと乗り切る為に毎日
工夫をしながら頑張っています。
今後とも、OB・OGの皆様の厚いご支援、ご声援を宜しくお願い
いたします。
また、先輩方におかれましてもご自愛ください。

主将からの御挨拶

退任のご報告

★5月27日〜29日 第56回SHIZUOKAホースショー
ビギナー障害50垂直
第7位 2年 池谷 美咲＆ブルールシファー号
JEF馬場馬術A課目2013
第10位 4年 青山 侑史＆メイブルーメイ号
JEF馬場馬術S1課目2013OP
第1位 3年 金子亜里紗&ブルーシェヴィニオン号
第2位 1年 杉本鷹哉&ブルーリリィ号
第3位 4年 斉藤夕菜&ブルーフォーエヴァー号
ビギナー障害70垂直
第7位 2年 池谷美咲＆ブルールシファー号
JEF馬場馬術A2課目2013
第16位 3年 山田里奈&メイブルーメイ号
JEF馬場馬術S1課2013OP
第1位 1年 杉本鷹哉&ブルーリリィ号
第2位 4年 斉藤夕菜&ブルーフォーエヴァー号
第3位 3年 金子亜里紗&ブルーシェヴィニオン号



5/15に岡本ライディングクラブで行われました「スペシャルオリンピックス
(以下SO)」に当部員より、主将青山侑史と、一年の杉本鷹哉の2名が参加して
参りました。
SOとは、知的障害のある人たちに様々なスポーツトレーニングとその成果の発
表の場である競技会を、年間を通じ提供している国際的なスポーツ組織です。
SOは非営利活動で、運営は「ボランティアと善意の寄付」によっておこなわれ
ています。またSOでは、これらのスポーツ活動に参加する知的障害のある人
たちを"アスリート"と呼んでいます。(上記SO日本公式HPより引用)

今回のスペシャルオリンピックスは、SO全国大会に向けての神奈川県代表の選
考競技会として開かれたイベントで、当部員は、その運営、アスリートの方の
お手伝い、試合の見学をしに伺いました。普段の大学生だけでの部活動だけ
では、得られないような視点や、アスリートとその周囲のサポーターの皆様が
どのようにして安全に楽しく乗馬に向き合うことが出来ているのかを、
学ぶことが出来た素敵な機会となりました。

4/30〜5/1にかけて千葉県宝馬(ほうま)乗馬学校で行われた「春の新人新馬
&プロスパー戦」に当部員より山田里奈、湊敢太郎、高柳立矢、岡本
紗也可、今村優花以上5名の部員が参加して参りました。
その内の4名は初の試合出場で、記念すべきデビュー戦となりました!
本試合は、貸与馬での出場且つ慣れない遠征地ということで、思うように
いかない場面も多く有りましたが、
それぞれ精一杯普段の練習の力を発揮し、見事入賞することもできました。
なんと、全部員テレビ取材まで受けてしまいました😯
その様子はYoutubeにて「お昼の快傑TV」第189回〜特集されております
ので、ご興味のある方はぜひご覧下さいませ。

↓表彰式の様子↓アスリートの方たちと集合写真

新人戦 in 宝馬乗馬学校

SO in 岡本ライディングクラブ

↑高校生総出で先輩の取材を撮影 芦毛に興奮中の高柳君↑

頑張ろうねと念を注入...↑



1月17日をもって馬場・練習馬として長年活躍してくれた
ブルーベリー号が青学馬術部OGである、友座様の元へ引き
取られ、退厩いたしました。現在は友座様の厩舎にて、
もう一頭の馬と一緒に暖かな余生を過ごすことが出来て
おります。

１月22日をもって馬場・練習馬としてとても活躍して
くれていたブルーフォセッタ号が退厩いたしました。

温厚な性格で部員達の先生のような立場で、人にも馬に
も色々と教えてくれました。現在は、相模乗馬研究所で
生活しております。

2月11日に青学馬術部のマスコットキャラクター的存在で

あったキャラメルブルーパフ号が貸与主である池田忠様の
元へ帰厩致しました。青学ではお散歩したり他の馬と
遊んだりととても自由気ままに暮らしておりました。

3月21日をもって馬場・障害馬として長らく貢献してくれい

ていたアローブルー号が退厩致しました。部員には勿論、
指導陣や多くの関係者の方々からも持ち前の愛嬌で沢山の
人に愛されたアローでした。現在はフォセッタと同じ、
相模乗馬研究所にて乗馬として活躍しております。

訃報

２月１３日にブルーキャンディ号が息を引き取りました。
長年練習馬・試合馬として数多くの部員のために尽力し
てくれました。とても突然のことでショックを受けまし
たが、キャンディの死は我々部員に、命の大切さを改め
て
学ばさせてくれました。
キャンディ、本当に今までありがとう。そしてお疲れ様。

退厩のお知らせ



2月11日より新たな練習馬としてブルーヤヨイ号が

入厩いたしました。年齢は１６歳ですが、６歳ぐら
いの時に青学に在籍しており、青学に電撃復帰致し
ました。

2月17日よりメイブルーメイ号が新たな練習馬として
入厩いたしました。14歳の牝馬でおっとりした性格
でとても心優しい子です。

3月21日より新たな障害練習馬として
ブルールシファー号が入厩いたしました。8歳の騸馬

です。ルシの愛称で部員から大人気です。静岡ホー
スショーでも活躍してくれました。

4月5日より新たな馬場馬としてブルーフォエヴァー
号が入厩致しました。先日行われました関東学生

賞典でも活躍してくれました。おっとりした女の子
です。

入厩のお知らせ



私の推し馬

NAME:ナポレオンブルー(写真左)
FAVORITE POINT:全て。外を眺めている時の
後頭部。
CHARM POINT:三白眼な左目。
ENCOUNTER:馬房のサンシャイン。
COMMENT:栗毛の馬体は黄金色に輝き、後肢
は父馬ハービンジャーとお揃いの白靴下。
彼は元競走馬で当時からナポレオンという
馬名で活躍していました。「体が小さくて
も偉大な功績を残して」という願いから、
その名を授けられレースへと送り出されま
した。障害レース含む31戦もの過酷なレー
スを無事に走りきり、競走馬から乗馬にな
るという大きな壁を乗り越え、今では当部
の立派な練習馬です。そんなナポの背中に
乗れることに日々幸せを感じています。最
近の夢はお爺さんになったナポと一緒にス
ローライフを送ることです。(担当2年今村)

NAME:ブルールシファー(写真上)
FAVORITE POINT:表情の豊かさ。飼いの時間
になると低い声で訴えてくる所。痒い所を
ブラシで掻いてあげると本当に気持ちよさ
そうな顔をして追加注文してくる所。
CHARM POINT:クリクリな目とピクピク動く
耳。意外と高い体高。よく目を瞑るため
ウィンクしている写真が撮れる所。
ENCOUNTER:テストライドに行った時に出
会った。
COMMENT:最近は青い小さいブラシがお気
に入り。体が柔らかく、犬みたいに耳の後
ろを足で掻いたり、馬装をしていると自分
から伸びをしてやる気?を出す所等、接して
いる内にどんどん可愛い姿を見せてくれて
愛着が湧きました。
(担当2年池谷)

NAME:ブルーリリィ(写真上)
FAVORITE POINT:食べるのと寝るのが大好
きでマイペースな所。
表情が豊かで、よくおしゃべりしている
所。気が強いくせにわりとビビりな所。
鼻ねじをされると目が細くなっちゃう所。
CHARM POINT:黒く縁取られたお耳。トロ
ンとしていたお目目。
綺麗にグラデーションされた肢。
筋肉質な馬体。
ENCOUNTER:去年担当になり、試合に一
緒に出たりした。
COMMENT:おやつをもらうと本人なりの
味わい方なのか壁や人も一緒にペロペロ
する姿が可愛い。
(担当3年金子)



SNS紹介

INSTAGRAM
@agu.horse
毎日の出来事や可愛
い写真をメインに掲
載しております。

公式HP
aguet.com/i/
特別な活動やニュー
スを中心に掲載して

おります。

FACE BOOK
青山学院大学馬術部
試合のお知らせや
特別な活動を主に
掲載しております。

TWITTER
@aguhorse

馬場での活動や試合
の報告をメインに掲
載しております。



住所:〒195-0064
東京都町田市小野路町1571青山学院大学
町田グラウンド内馬場
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