
Q1 　高校生のころ、大学でも競技を
続けると考えていましたか？
木下　高校生のころから関東学生リー
グに憧れ、大学でも続けたいと考えて
いました。
榎本　高校では悔いが残る終わり方
だったので、満足できるぐらいやりた
いと思い決断しました。
吉田　すごく悩みました。顧問の先生
に「大学でもぜひ、続けてほしい」と
言っていただき、大学からも誘ってい
ただいて続ける決断をしました。
池澤　ケガもあり高校までと考えてい
ましたが、もう少しがんばりたいとい
う気持ちが芽生え決めました。

Q2 　開智国際大を知ったきっかけは？
榎本　青木理事長と布田監督が高校に
来られ、顧問の先生とともに即、面接
といった感じでした（笑）。あとで聞
いた話ですが、僕の試合を見た方が
「ＧＫとＣＰの両方できる選手がい
る！」と布田監督に話されたことが
きっかけだったそうです。
瀬霜　チームができることは知ってい
ました。開智望小学校体育館も中学生
のころからよく使っていて、身近に感
じていました。
有森　浦添商高（沖縄）から来た仲村
聖菜さんは「スポーツイベント（本
誌）の紹介記事を見て、メールで自己
推薦をしたところ、突然、沖縄に青木
理事長が来て面接した（驚）」と言っ
ていました（笑）。

Q3 　どのような生活を送っています
か？ 
木下　教育学部初等教育専攻で、各教
科の指導法やその教科を学ぶことの意
味を学んでいます。日々たくさんの考
え方を吸収し、毎日の授業を意欲的に
取り組めています。
榎本　日々、一生懸命に勉強していま
す。練習は週３回、１日２時間と少な
い時間です。とても濃い練習をしてい
ます。トレーニングも兼ねてサーフィ
ンを始めました。
吉田　教師になるために「教育概論」
や「憲法」といった難しい科目も多い
ですが、高校で学んでいない分野がと
ても新鮮です。アルバイトも週２回
やっています。
有森　茨城県守谷市の学生シェアハウ
ス事業（市内のボランティア活動に参
加することにより家賃無料、光熱水費
は自己負担）に申し込み、ハウスメイ
トと助け合いながら下宿生活をしてい
ます。地元ではあまり機会のなかった
地域の方との交流やボランティアなど
に参加できてとても楽しいです！
瀬霜　国際教養学部なので留学生との
交流も楽しみの１つです。必修の英語
に力を入れながら、日々の練習にも励
んでいます。
池澤　授業数が多いですが、空き時間
など使ってがんばっています。

Q4 　開智国際大ハンドボール部はど
んなチーム？ 
木下　２時間という短い時間で内容の

たら。バックプレーヤーの練習もして
いきます！
吉田　ミスを怖がりシュートにいけな
かった時もありましたが、試合をする
たびにチームメイトとの信頼関係が生
まれ、本来のプレーができたと思いま
す。秋は点数をたくさん取りたいです！
有森　入学式後からの全員練習だった
こともあり、不安がいっぱいでした。
結果、全勝できてとてもうれしかった
です。秋もいけるところまで勝ち進み
たいです。
瀬霜　シュートの確率、体幹、筋トレ
という課題が見つかりました。秋まで
にこの課題の克服を徹底したいと思い
ます。
池澤　ＤＦでとなりとの連携に課題が
見つかりました。秋までに徹底してこ
の課題に取り組んでいきます。左投げ
を習得中なので、１試合で最低１点は
左投げのシュートを決めたいです。

Q6 　将来の夢は？
木下　小学校の先生になりハンドボー
ルの指導をしたいです。
榎本　アスリートとしてハンドボール
は長身でなくても高いレベルで活躍で
きることを証明したい。その経験を活
かし、スポーツにかかわる仕事をした
いです。
吉田　日本代表選手をめざします！　
競技のキャリアを積んでから教師の道
に進みたいです。
有森　小学校の先生になってたくさん
のことを子どもに教えていきたいです！
瀬霜　英語を多く学んでいるので国際
社会に貢献できる職業に就きたいです。
池澤　小学校の先生をめざして、ハン

濃いトレーニングができるように心掛
けています。自分たちが思ったことは
指摘し合い、いいチームを作れるよう
に努力しています。中高の部活の時間
が今以上に制限されるこれからの時
代、この経験が指導者となった時に必
ず役に立つと感じています。
榎本　ミスがあれば意見を出して話し
合える仲のいいチームです。攻防や
ゲームが多く、少ない練習時間でも体
力も強化する内容になっています。
吉田　全体練習は週３日、２時間ま
で。春季リーグは男子部員16人を２
チームに分けて、前後半を戦ったの
で、全員が試合に出る機会を与えられ
ました。順調に昇格していけば、レ
ギュラー争いになりますから、仲間に
負けないよう、今から筋力・体力ト
レーニングなど自主練習をしています。
女子全員　人数が少ないこともありみ
んな仲がいいです！　学内でも自然と
メンバーで固まっています。明るい雰
囲気の中で、ボールを使いながら体力
をつける練習を毎回行なっています。

Q5 　関東学生春季リーグを戦った感
想と秋季リーグへの意気込み
木下　初めは緊張からミスがめだちま
したが、修正し自分たちのやりたいハ
ンドボールができるようになりました。
秋は全勝優勝、５部昇格が目標です。
榎本　相手は上級生が多いので、緊張
と同時に「やってやろう！」と気持ち
の高ぶりがありました。６部も無敗で
昇格！　そして、たくさんセーブでき

べきです！　必ず将来の役に立ちます！
有森　学生主体で仲のいいアットホー
ムなチームです！　ハンドボール好き
な人、待っています!!
瀬霜　興味のある方はオープンキャン
パスにぜひ参加を！　練習も見学（参
加も可）に来てください！
池澤　チームみんな仲がよく楽しいで
す！　興味のある人、待っています！

ドボールの普及に貢献したい！

Q7 　高校生へのメッセージ
木下　ハンドボールで得た経験を将来
に活かしていってほしいと思います。
榎本　進路に迷っているなら、開智国
際大でいっしょにプレーしませんか。
続けてよかったと自分が実感している
ので自信をもってお勧めします！
吉田　高校から勉強はしっかりしておく

■最寄り駅
JR常磐線・東武アーバンパークライン「柏」駅

■併設校
開智小学校・中学校・高等学校、開智未来
中学校・高等学校、開智日本橋学園中学校・
高等学校、開智望小学校

〒277-0005 千葉県柏市柏1225-6
URL: http://www.kaichi.ac.jp

開智国際大学

LINE 大学HP

　大学でもハンドボールを続けたいと考
えている高校生のみなさんに、前号に続
いて勉強とハンドボールを両立させるこ
とを前提としたハンドボール特待生を募
集する開智国際大学を紹介していきます。
　今回は今春に入学したハンドボール部
１期生のみなさんに集まっていただき、
ハンドボール部や大学についてうかがい
ました。� （取材・ＳＥ企画）

木下 和重
昭和学院（千葉）卒
男子キャプテン

有森 萌夏
高津（神奈川）卒
女子キャプテン

榎本 洋輝
二松学舎大柏（千葉）卒
ＣＰもできるＧＫ

瀬霜 亜巳
つくば秀英（茨城）卒
女子最長身のＢＰ

吉田 翔太
三郷北（埼玉）卒
最長身のＢＰ

池澤 愛莉
埼玉栄（埼玉）卒
ポストで活躍

●特待生募集問い合わせ先
開智望小学校事務局
布田淳（ぬのた・じゅん）
ＴＥＬ：0297（38）6600
メール：nozomijimu@kaichigakuen.ed.jp

〜創部１期生に聞く〜
開智国際大学ハンドボール

特待生を募集!!

１期生メンバー
《男子》 身長 出身校
榎本　洋輝 172 二松学舎大柏（千葉）
髙橋　真央 172 浦和実（埼玉）
澤田　拓実 167 大同大大同（愛知）
喜屋武琢真 173 コザ（沖縄）
宮本　崚平 162 守谷（茨城）
小倉　海哉 169 浦和実（埼玉）
荻野　柾皓 172 浦和実（埼玉）
松川　　倭 174 那覇西（沖縄）
吉田　翔太 182 三郷北（埼玉）
山川　真輝 167 三郷北（埼玉）
木下　和重 156 昭和学院（千葉）
村田　茂裕 166 国学院栃木（栃木）
川名　蒼雅 177 昭和学院（千葉）
作田　琉真 170 昭和学院（千葉）
井上　拓磨 167 若松（千葉）
栗山　大典 164 国学院栃木（栃木）
《女子》
岡本　美里 160 富岡（群馬）
仲村　聖菜 149 浦添商（沖縄）
東　妃依菜 160 浦添商（沖縄）
渡邉　裕貴 163 浦和実（埼玉）
池澤　愛莉 160 埼玉栄（埼玉）
瀬霜　亜巳 165 つくば秀英（茨城）
小川那津美 158 つくば秀英（茨城）
小林　是礼 153 明星（東京）
有森　萌夏 153 高津（神奈川）
遠藤　あい 152 埼玉栄（埼玉）

●ハンドボール特待推薦
有《国立大学より低額となる授業
料免除。選考方法は①学業成績
（評定平均3.6を目安に応相談）②
競技経験や技術③面接（志の高さ
や教師の適性）。男女各８名程度
を募集》

●ハンドボール推薦
有《入学金25万円相当の免除。
男女各５〜６名を募集》

●受験手続き期間
11月21日〜12月５日

●特待入試日
12月14日（土）

●オープンキャンパス
8月10日（土）、24日（土）
9月29日（日）
10月26日（土）、27日（日）
11月16日（土）
12月21日（土）
2020年１月11日（土）特待・推薦ともに自薦・他薦を問い

ません。お気軽にお問い合わせを
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スポーツイベントハンドボール 8月号掲載


