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第１５回東京六大学対抗グライダー競技界開催にあたって 

 

法政大学体育会航空部長 

日高 光信 

 

 第１５回目の六大学対抗グライダー競技会の開催を心から嬉しく思います。

日頃妻沼に集い、和気あいあいとグライダーを介して知り合った者同士が、今

日はこうして各大学の名誉をかけて戦いに挑みます。 

 

 この東京六大学対抗競技会の目的は単なる勝敗の優劣を競うだけでなく、各

大学間の交流を深める中で、グライダー競技を通じて航空の発展と、グライダ

ースポーツの素晴らしさを多く世間に広めることにも意義を見つけたいと思い

ます。 

 グライダースポーツを極めるためには、その性能や、航空気象、地図の解読

など多くの知識を必要とします。そして自分との闘い、体力との勝負、しかし

なんといっても大事なことはチームワーク、周りへの気配りにあります。 

 競技会を通して、大学の名誉をかけて戦うことで仲間とのより深い共感、そ

して協力してくれる皆さんに感謝の気持ちを持っていただきたいと思います。 

 

 日本学生航空連盟は今年よりまた新しい第一歩を踏み出しました。日本中の

各支部がそれぞれ独立した組織として自立の必要があります。 

 東京六大学グライダー競技会を構成する我々はグライダー界の発展の源にな

らなければと思います。 

 今日参加された選手諸君、そして各大学部員の皆さん、日頃の訓練の成果と

力を十分に出しきって、夏の暑さにも負けず、青春を謳歌して全国のグライダ

ー選手の目標となれるような大会を作り上げてください。 

 

 今大会を開催するにあたりまして、ご支援ご協力をいただきました熊谷市、

日本学生航空連盟、航空協会、日本滑空協会、並びに関係各位には心から厚く

御礼申し上げます。 

 今後とも東京六大学対抗グライダー競技会へのご支援ご協力をなにとぞよろ

しくお願い申し上げます。 
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第 15 回 東京六大学対抗グライダー競技会 

要 項 

主  催 東京六大学対抗グライダー競技会実行委員会 

主  幹 法政大学体育会航空部 

後  援 

公益財団法人 日本学生航空連盟 

一般財団法人 日本航空協会 

社団法人 日本滑空協会 

埼玉県 熊谷市 

日  時 

公式練習日………………平成 24年 9月 14日 

開会式……………………平成 24年 9月 15日 

競技日……………………平成 24年 9月 15日～9月 22日 

閉会式……………………平成 24年 9月 22日 

場  所 

公益財団法人 日本学生航空連盟 妻沼滑空場 

〒360-0222 埼玉県熊谷市葛和田 1975 

TEL：0485－67－1082 , 0485－88－0697（事務所） 

0485－67－2079 , 0485－88－7442 

趣  旨 

本大会は、競技を通じて学生グライダースポーツの向上と、健全な 

る心身の育成をはかり、もって航空文化の発展と、六大学間の親睦 

を深めることを目的とする。 

競技種目 周回コース速度競技（ウィンチ発航） 

参加チーム ６チーム 

参加選手 ２２名 

使用機材 

グライダー ……………１２機 

ウィンチ ……………… １台 

無線機 ………………… 10局 

その他機材 …………… 一式 
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大 会 役 員 

 

役  職 氏  名  

競 技 会 会 長 

競 技 会 副 会 長 

同  上 

同  上 

同  上 

同  上 

日高光信 

寺本進 

小林健一 

佐藤大祐 

内田健康 

足立修一 

法政大学体育会航空部 部長 

東京大学運動会航空部 部長 

明治大学体育会航空部 部長 

立教大学体育会航空部 部長 

早 稲 田大 学 航空部 部長 

慶應義塾體育會航空部 部長 

競 技 委 員 長 

競 技 副 委 員 長 

同  上 

同  上 

同  上 

同  上 

朝倉英仁 

井上善雄 

折原正規 

鈴木伸司 

麻生真也 

栗山修 

法政大学体育会航空部 監督 

東京大学運動会航空部 監督 

明治大学体育会航空部 監督 

立教大学体育会航空部 監督 

早 稲 田大 学 航空部 監督 

慶應義塾體育會航空部 監督 

競 技 委 員 各 校 教 官 各校監督から委任された 6 大学教官 

審 判 委 員 長 

審 判 委 員 

熱海尚裕 

各 校 教 官 

日本学生航空連盟 

各校監督から委任された 6 大学教官 

学 生 委 員 長 

学 生 副 委 員 長 

学 生 委 員 

同  上 

同  上 

同  上 

大野雅 

坂井洋子 

大川暢介 

田中悠斗 

小柳良太 

飯田健登 

法政大学体育会航空部 24 年度主将 

東京大学運動会航空部 24 年度主将 

明治大学体育会航空部 24 年度主将 

立教大学体育会航空部 24 年度主将 

早 稲 田 大 学航空部 24 年度主将 

慶應義塾體育會航空部 24 年度主将 
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登録機体 

学 校 名 滑 空 機 型 式 登録記号 登録年月日 備 考 

明治大学 
ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ･ｼｭﾗｲﾊｰ式 ASK 21 型 JA 21MA 平 10.03.20 複座 

ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ･ｼｭﾗｲﾊｰ式 ASK 23B 型 JA 2381 昭 62.03.24 単座 

早稲田大学 

ﾛﾗﾃﾞﾝ･ｼｭﾅｲﾀﾞｰ式 LS4-b 型 JA 22WP 平 14.04.25 単座 

ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ･ｼｭﾗｲﾊｰ式 ASK 23B 型 JA 2408 昭 63.09.13 単座 

ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ･ｼｭﾗｲﾊｰ式 ASK 21 型 JA 2365 昭 61.06.25 複座 

 

立教大学 

 

ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ･ｼｭﾗｲﾊｰ式 ASK 23B 型 

 

 

JA2432 

 

 

平 01.03.30 

 

 

単座 

 

 

慶応義塾大学 

ｼｪﾝﾌﾟ･ﾋﾙﾄ式 ﾃﾞｨｽｶｽ b 型 JA 2418 昭 63.10.13 単座 

ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ･ｼｭﾗｲﾊｰ式 ASK 23B 型 JA 2551 平 07.04.13 単座 

ｼｪﾝﾌﾟ･ﾋﾙﾄ式 ﾃﾞｨｽｶｽ b 型 JA 68MK 平 10.01.29 単座 

法政大学 

ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ･ｼｭﾗｲﾊｰ式 ASK18 型 JA 2320 昭 59.02.13 単座 

 
      

    
 

  

東京大学 

PZL-ﾋﾞｴﾙｽｺ式 SZD-51-1 ｼﾞｭﾆｱ 型 JA 2492 平 04.06.03 単座 

ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ･ｼｭﾗｲﾊｰ式 ASW 24 型 JA 2486 平 03.11.13 単座 

    

 
（注） 上記の機体は、競技時間中においては全て単座で使用する(ただしオープン参加

機体はこの限りではない)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

出 場 選 手 

 

所属大学 氏名 資格 番号 

慶應義塾大学 

飯田健登 自家用操縦士（滑空機上級） A430507 

伊藤 敦規 自家用操縦士（滑空機上級） A430505 

小川 健司 自家用操縦士（滑空機上級） A430506 

小林 研太 自家用操縦士（滑空機上級） A430508 

萩原 大樹 自家用操縦士（滑空機上級） A430740 

佐々木 朝貴 自家用操縦士（滑空機上級） A430741 

伊豆田 修祐 自家用操縦士（滑空機上級） A430743 

荒木 翔太 自家用操縦士（滑空機上級） A430701 

明治大学 

菅田 英治 自家用操縦士（滑空機上級） A430590 

根岸 健太郎 自家用操縦士（滑空機上級） A430591 

伊藤 怜 自家用操縦士（滑空機上級） A430945 

法政大学 塩入 悠一 自家用操縦士（滑空機上級） A430948 

立教大学 
松澤 秀之 自家用操縦士（滑空機上級） A430825 

平田 昴之 自家用操縦士（滑空機上級） A430947 

早稲田大学 

小柳 良太 自家用操縦士（滑空機上級） A430515 

望月 匠 自家用操縦士（滑空機上級） A430516 

風間 勇輝 自家用操縦士（滑空機上級） A430821 

東京大学 

剱田 将孝 自家用操縦士（滑空機上級） A430572 

坂井 洋子 自家用操縦士（滑空機上級） A430796 

尾亦 範泰 自家用操縦士（滑空機上級） A430795 

平田 貴大 自家用操縦士（滑空機上級） A430702 

森久 雄平 自家用操縦士（滑空機上級） A430764 

日比 柾宏 自家用操縦士（滑空機上級） A430946 
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TIME TABLE 

日 時刻 予定 

9 月 13 日（木） １6：００～ 集合・大会準備 

選手ミーティング 

9 月 14 日（金） ７：３０～８：３０ 

１０：００～１０：３０ 

１０：３０～ 

１５：３０ 

１８：３０～１９：３０ 

２０：００～ 

朝食 

発航前ブリーフィング 

公式練習 

最終発航 

夕食 

選手ミーティング 

安全確認ブリーフィング 

9 月 15 日（土） ７：３０～８：３０ 

１０：００～ 

１１：３０～１２：００ 

１２：００～ 

１５：３０ 

１６：３０ 

１８：３０～１９：３０ 

２０：００ 

朝食 

開会式 

競技前ブリーフィング 

競技開始 

最終発航 

競技終了 

夕食 

選手ミーティング 

9 月 16 日（日） 

～21日（金） 

７：３０～８：３０ 

１０：００～１０：３０ 

１０：３０ 

１５：３０ 

１６：３０ 

１８：３０～１９：３０ 

２０：００ 

朝食 

競技前ブリーフィング 

競技開始 

最終発航 

競技終了 

夕食 

選手ミーティング 

9 月 22 日（土） ７：３０～８：３０ 

１０：００～１０：３０ 

１０：３０ 

１２：３０ 

１３：３０ 

１５：３０～ 

朝食 

競技前ブリーフィング 

競技開始 

最終発航 

競技終了 

閉会式 

（注）上記はあくまでも予定であり、役員の協議後に選手を集めてブリーフィングを行い、 

   変更することがある。 
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慶應義塾體育會会航空部 

 

 

選手紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯田健登 主将 商 

 ピピピピ、『53 万!?1000 万!?5000 億!!?

う、うわぁぁぁ!!!スカウターが壊れた!!!!』

本当にあるんですね、スカウターが壊れる

ことって。飯田主将の飛行能力は測定不

能、この前の 50km トライではすべて気

の力で飛んでいたという噂も。もはや地球

人パイロットでは太刀打ち不可能。 

 

伊藤敦規 副将 商 

入部からずっと紳士を貫いてきた伊藤

さん。4 年目にしてその仮面が剥がれ始

めた。今年に入りさまざまな憶測が飛び

交う中、某商社に就職が決まり拍車がか

かる。今度はどんなスキャンダルを見せ

てくれるのか乞うご期待。 
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小川健司 副将、財務、無線主任、学科主

任 理工 

半端ない存在感をお持ちの方。ドイツに

行き、生態が変わったとのことだが、以

前の小川を知るものはほとんどいない。

一度会ってみたいものだ。 

 

 

萩原大樹 副務、機材主任 経済 

 あ、はい。俺、萩原っす。ウインチとサ

ッカーを愛してやまない大学 3 年生っす。

ちなみに最近は「幸せになれる脳の思考回

路」を構築中っす。妻沼の夏なんぞくそく

らえ!!そんなカッコカワイイ萩原をよろし

くっす。 

 

 

荒木翔太 訓練副主任、動力主任 法 

 訓練の key person 荒木。その目に映る

のは危険？それとも安全？最高な男。でも

僕らはをゾクゾクさせる Psycho な男。平

日は学友との日々、週末は訓練との日々、

夜は彼女とのひととき…まさに precious 

memories…僕にも教えてよ。What is 

love? 

 

 

伊豆田修祐 機体係 理工 

 くろ-まめ【黒豆】1、大豆の一種。

大粒で外側が黒い。2、某部員の尊称。

中粒で外皮が白いが腹の中が黒い。硬

度は Duo の下敷きになっても潰れな

いほど。6 月には Discus 移行し、妻

沼からより遠方への出荷が可能とな

った。 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部員紹介 

 

・小林研太 ４年 商 主務 

高さ 5 メートルの段差から華麗な大ジャ

ンプによってパジェロを破壊し、強風によ

ってディスカスのキャノピーヒンジを再

起不能にし、それらの修理代で財政破綻に

追い込まれた研太は、一時期合宿戦線を離

脱した。しかし彼は合宿に戻ってきた。窮

地を脱するために新しいバイトを始めた

のである。鍛え上げた肉体をフルに使い、

15 分働くだけで 2 万円もらえるというな

んともおいしいバイトである。しかし、そ

の仕事には大きな代償が伴う。その驚きの

仕事内容とは！！！ 

 

・小林佳永 ４年 看護 機材係 

佳永はホントに気が利くし、優しくて、嫁

にするには最高なのに男関係の話がほと

んど出てこない。なぜか…それは佳永を落

とそうとした男達はバスターコールによ

り慶應 OB 達によって全員殲滅させられ

てきたからである。 

 

・宮崎裕輔 ３年 理工 無線係、会計係 

私は、過去 3 年間宮崎を観察してきた。

そして今ここで、私は重要な理論を提唱す

る。よかろう、熊飯、訓練施設利用料まで

を立て替えてしまうほど、飲んでからのデ

ィスコ、ディスコからの○○という伝説の

方程式を完成させてしまうほど、金を生み

出す君を見て私はその理論を導いた。新理

論：『金と体重は比例関係にある』 

 

・中込健太３年 理工 機体係 

キャベツ色のツナギに身を包み、ランウェ

イを縦横無尽に駆け抜ける。とても働き者

でどんな状況でも全力を出し切る。たとえ

デュオがドロングしてもだ。その後、クル

ーラインで彼の表情を見てみよう。仏のよ

うな表情で昇天している。ありがたや。あ

りがたや。 

佐々木朝貴 機材係、OB 係 総合政策 

自由奔放で、先輩に対しても思ったことを率直に言え

て、後輩に対しては優しく、義理人情に長けている。

そんな彼女も３年になりピストに立ち存在感は増す

ばかり。それもそのはずバックに超強力な守護霊が憑

いているからだ。 
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・栗野翔太 ２年 総合政策 日吉主任、

動力係 

日吉主任栗野兄。彼の夢は何か？エースパ

イロット？そんなことは彼の実力ならす

でに約束されている。五冠達成？慶應にい

れば達成は当然。それでは何か？答えはひ

とつ、彼の愛する相棒○塚 K 史の復活で

ある。 

 

・藤白留維 ２年 法 動力係 

妻沼一テレビ映りの栄える藤白。火曜スペ

シャルの航空部コーナーでは見事、主役の

座を射止めた。高学歴、高身長、イケメン

という合コンでは負けずしらずの高スペ

ックの為か、某匿名巨大実況掲示板のモテ

ない住人から嫉妬を集める始末。１週間だ

けでいいからオレと体を交換してくれ！ 

 

・後藤春菜 ２年 理工 機体係 

暴君である。とりあえず暴君である。慶應

エースの伊藤さんを足蹴にするほど暴君

である。一発芸と称して男子部員に右スト

レートをお見舞いする程暴君である。しか

しメンタルはガラス並。 

 

・松井祐樹 ２年 経済 無線係 

松井の妻沼での生活は朝全身をボディー

シートで拭くことから始まる。そして RW

から帰ると、部屋で手をフキフキ、何かに

触れたらすぐにフキフキ、そして帰宅時に

は彼の愛車に汚い男が乗るのは許されず、

女性専用車であることは誰もが知ってい

る。 

 

・高橋玄徳 ２年 総合政策 機材係 

遅れての入部であったが、驚異的な早さで

部に溶け込んだために入部早々同期と同

レベルのスキルを要求されていた損な性

分。ムードメーカーな彼はおなかの贅肉と

気を引き締めつつ、恋もフライトも全力で

頑張っている!! 

 

・小間奈々子 ２年 文 機体係 

整備中、格納庫に響く笑い声。小間「アハ

ハハハハ」部員 A「ねぇ小間さ」小間「ア

ッハッハ」(会話中略)小間「そんなことな

いですよ!!春菜が言ってるだけです!!私は、

先輩のことみんな尊敬してますよ!!」 

 

・青池秀人 経済 

ついこの間まで高校生だったブルーポン

ドも今や大学生。待ちわびた同期を手に入

れて最 

近はメヌライフもシャバライフも、イケイ

ケみたい！でも実は、ブルーではなく以外

にブ 

ラック先輩も容赦なく斬ります！ 

 

・花野郁也 １年 理工 

かの赤い帽子で有名なイタリアの配管工

が今度はグライダーに乗って大活躍!!初

っ端から傷心だった彼は、果たして無事ピ

●チ姫との幸せを手に入れることができ

るのか!?今はまだ発数が少ないけれど、わ

からないことは素直に聞くスタンスがき

っと君を大きく成長させてくれるだろう。

スカイダイビングに転職した相方の分ま

で頑張れ!! 

 

・小林隆太朗 １年 環境情報  

「僕また OB だと思われちゃったんだよ

ねー。」紫のグラサンを装着し、湘南の海
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岸線をぶっ飛ばす様はまさにあっち系の

人。見た目年齢が 36 歳なのはさておき、

航空機の知識にも通じている頼もしい 1

年生である。 

 

・三輪岳輪 １年 理工 

米国ヒューストンの某高校出身。理工学部。

理系のイメージぴったりの外見でいつも

課題でエグっている。その一方。マメで一

途な面をもつナイスガイ。 

 

楢柴亘大 １年 商 

楢柴。パッと見なんと読んでいいのかわか

らない。実は 1 年生の中でトップレベル

のリア充。だが中身は重度のヲタク。合宿

に来てもアニメを見ないと禁断症状が出

てしまう。なんでこんなやつがリア充なん

だ…。 

 

・田中優元 １年 法 

訓練後、床にデーンと寝そべって、菓子を

食べながら携帯いじる貫録のある一人の

男。そう、ここは慶應上級部…いや、下級

部屋だ!!塾高航空部出身の田中は、1 年生

と言えど、ふてぶてしさは 4 年生顔負け。

彼が幹部になれば…考えるだけで恐ろし

い。 

 

・尾崎玲菜 １年 総合政策 

さわやかマイペースであり、時折さわやか

に僭越である。笑顔がさわやかである。滅

多なことでは動じなさそうである。発想が

なかなかに面白い。少々ぶっ飛んでいるか

もしれない。 

 

・山元二葉 １年 理工 

朝日新歓優勝の立役者。演技指導はかなり

のもので、訓練中並みにマジでした。普段

はムードメーカー。でも訓練には人一倍熱

心で、イメトレ中は話しかけるのが怖いく

らい。楽しくかつ頼りになる姉貴分的存在。 

 

・吉川優紀 １年 環境情報 

しぶまくポケ○ン。モデルのような戦闘機

オタク。温和だが天然で先輩にも止められ

ないだいばくはつを突然起こす。わざ…そ

らをとぶ、やまのぼり、全身タイツ、だい

ばくはつ。 

 

・杉原有理花 １年 理工 

ミス航空部最右翼。可愛いのはもちろん

12 年をお嬢様校で過ごした彼女からは気

品すら感じる。余談だが時たま「御機嫌よ

う」とつい挨拶してしまうらしい。名前の

如くユリのような笑顔を航空部で咲かせ

てほしい。 

 

・峠下周平 １年 法 

「ゆーて広島にはデパートあるからね。愛

媛にはないでしょ」部内で起こる施与内海

を挟んだディスり愛。朝日新歓で 1 男が

驚愕した彼のコミュ力の高さ。慶應のマキ

バオー。 
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祝 
第15回 東京六大学対抗グライダー競技会 

慶應義塾體育會航空部 コーチ・教官一同 

 
 

総監督 吉 田 正 克  主席コーチ 板 倉 増 彦      

   S.38経済学部卒         S.40法学部卒 
 監督   栗 山  修        助監督  佐 藤 芳 之   

S56.経済学部   H.5経済部卒 
     先任コーチ  茂 木  隆       コーチ  小 濱 明 彦 

                  S.46商学部卒                      S.50商学部卒 

コーチ  鈴 木 重 輝 コーチ  石 井  功 
  S.44法学部卒            S.52工学部卒 

コーチ  石 河   宏      コーチ  小 川   哲 
  S.63理工学部卒           H.3理工学部卒 
コーチ  山 口 一 喜 コーチ  正 野 篤 士 
    H.6理工学部卒   H.7理工学部卒 
コーチ 池 田 弘 毅  コーチ 高 垣 雅 志 

H.7法学部卒   H.10理工学部卒   

教官  武 藤 英 彦    教官   柴 田 信 洋 

     H.10法学部卒            H.10法学部卒 

教官   渡 辺 雄一郎    教官   樺   正 俊 
H.9理工学部卒            H.10商学部卒 

教官   恩 田   挙    教官   増 子 慎一郎 

     H.15法学部卒             H.19理工学部卒 

教官   奥 田 徳 幸    教官   増 田   塁 

     H.20理工学部卒           H.20理工学部卒 

教官   松 居 史 晃    教官    船 曵 直 志 

     H.22経済学部卒           H.23経済学部卒 

教官   森   研 人     

     H.23理工学部卒 
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祝 
 

第15回 東京六大学対抗グライダー競技会 

慶應義塾體育會航空部 

平成２２、２３年度卒 ＯＢ・ＯＧ一同 

 

 H.22 経済学部卒       H.22 理工学部卒 

船 曵 直 志  森 研 人 

H.22 理工学部卒   H.22 環境情報学部卒 

後 藤 真 徹  佐 々 木 健 仁 

 H.22 総合政策学部卒  H.23 法学部卒 

 吉 次 翼      小 林 聡 一 

 H.23経済学部卒   H.23経済学部卒 

浅 場 友 里 子  宮 澤 淳 

 H.23看護学部卒    

 峰 松 由 美   
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東京大学運動会航空部 

 

 

選手紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剱田 将孝(4 年工学部航空宇宙工学科) 

よく 24 に乗ってどっか行ってる。航空

部員としては珍しくコミュ力が高く、

iPad 片手にずっとおしゃべりしている。

「flight control」という iPad アプリを

使ったピスト養成にも積極的であり部

に対する貢献は計り知れない。ドヤ顔が

トレードマーク。 

 

尾亦 範泰 3 年工学部システム創成工学科 

もともと無線係だったのに気づいたら何故

か動力係にもなっていた彼は今では立派な

ウィンチマン。普段はのほほんとしてるオー

ラを放つがウィンチに立つと豹変し、漢へと

進化する。らしい。趣味は昼寝。好きなもの

も昼寝。休日にやりたいことも昼寝。 
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坂井 洋子 3年工学部化学生命工学科 

我らが女帝にして主将。いろいろ苦労

しながらも仕事をこなしている。そん

な彼女は迷言メーカーでもあり突如

ツイッターに「すいはんきになりた

い」などという顔付き炊飯器の絵をア

ップしてから「すいはんきになりた

い」は部員の間での流行語になったり

ならなかったり。「ウソです！」は昔

からの定番ネタで誰もが口ずさんで

いる。 

 

日比 柾宏 3 年教養学部理科一類 

東大が誇る圧倒的機体係の一翼をな

す二年生三年生。機体に対する知識や

情熱は熱く、さらに下級生教育にも力

を注ぐし、家が MTG 後の飲み会の会

場になったり駒場係を務めるなど航

空部に対する貢献度は MAX。私生活

には謎が多いが、彼女がいないことは

間違いないらしい。 

 

平田 貴大 3 年工学部精密工学科 

東大が誇る圧倒的機体係のトップで

あり万物のスペシャリスト。ランウェ

イではキジを追いかけたりと大活躍。

卵が苦手なため夕飯が親子丼の時に

は彼の周りに人が群がる。 

 

森久 雄平 3 年経済学部金融学科 

航空部随一の愛されキャラ?東大航空

部員なら誰でも気づけば彼のモノマ

ネをしている。五月祭では酒の勢いに

任せて女の子に絡んでいたチャラ男。

会計の仕事も頑張っており、最近では

髪の薄さが お・な・や・み☆ らし

い。 はぁ？ありえなーい 
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部員紹介 

赤嶺 政仁(4 年工学部航空宇宙工学科) 

心優しい好青年であり、キモオタであり、

その器の大きさはもはや計測不能である。

去年主将として活躍したが、今年に入って

部畜宣言をした。みんなこき使ってあげて

ね(^^) 

 

梶 伸之介(3 年工学部化学システム工学

科) 

いつもどおりのある日のこと、彼は突然立

ち上がり言った。「部員紹介書けや」 「た

まにはいいこと言うんだね」なんてみんな

して言って部員紹介を書いた。翌日、彼は

みんなが書いた部員紹介を無くした。抱え

込んだ孤独や不安に押しつぶされそうにな

った。一年生が彼のことを「優しい」と書

いていてくれていたことしか覚えていなか

った。(部員紹介は後日発掘されました) 

 

クーメリ アカキ(2 年教養学部文科三類) 

フィンランドからやってきたクーメリは、

日本の冬が苦手。冬になるとすっごく寒そ

うにしているから妻沼にサウナを建設して

あげたくなる。趣味などが極めて広く、も

のすごくものしり。草笛や謎の鳴き声が聞

こえたら大抵は彼によるものである。ラジ

コンヘリを持ってきたことがあったが、一

合宿で寿命がつきた。 

 

鈴木 秀英(2 年教養学部文科三類) 

東大航空部有数のデジタルマン。合唱部と

兼部しているけどよく考えたら鈴木の歌声

を聞いたことがない。文系でありながらパ

ソコンに強く、情弱の森本から頼りにされ

ている。仕事も高いクオリティーをしてく

れる。一年生から質問されたら丁寧に教え

てくれると人気である。 

 

森本 将崇(2 年教養学部理科一類) 

頼りになる(？)駒将。この時期から既に３，

４年生を顎で使うなど近年まれに見る器っ

ぷりを発揮している。先日合コンに行った

らしいが苦しかったらしい。だからあれほ

ど合コンは都市伝説だと教えてあげていた

のに。最近はドジっ子としても人気が高く

なってきており部員のオアシス的存在にな

っている。 

 

川島 崇志(1 年教養学部理科一類) 

一年生ながら航空に関する知識は既に部内

有数の航空マニア。なんか無線モニターを

妻沼に持ってきたりと意気込みも満タン。

夏にはドロングとか経験をたくさんして技

量を伸ばしてってね(ウィンチ側からの意

見) 

 

柴田 翔(1 年教養学部理科一類) 

栃木出身の柴田は餃子が好物(推定)。餃子の

話になると会話が途切れることはない(憶

測)。見た目はさることながら中身もすねた

り意外とかわいいところがあるのでかわい

い。新人講習会ではリーダーを務め、リコ

ーダーによる演奏を成功させた。これから

の期待に活躍できそうだ。 

 

班 学人(2 年(航空部 1 年)教養学部理科一

類) 

高校時代に野球部員であったこともあり、

気合の入った返事が部員の好印象を呼んで

いる。航空部に対する熱意は人一倍である。
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飛んだ回数も多く、これからが楽しみであ

る。 

 

舩橋 友和(1 年教養学部理科一類) 

いつでもどこでもはにかんでいる舩橋は航

空部に爽やかな風を吹き込ませる。大阪出

身ということもあり関西弁は達者。好物は

たこ焼きとお好み焼き(推定)。グランドワー

クにおいてはぜひともフィールドホッケー

の経験を活かして欲しい。 

 

増田 由貴(1 年教養学部文科一類) 

徳島出身の女子部員。東大航空部の可愛い

担当。男子部員にも臆することなくしゃべ

れるとこが可愛い。喋り方は大阪出身の舩

橋より阿波弁であるがそこも可愛い。よく

帽子をかぶっていて可愛い。徳島の特産物

はみかんでしょ、って言うとおこるがそこ

も可愛い。因みにみかんが特産なのは愛媛

県です。 

 

山内 理恵(1 年教養学部理科一類) 

東大航空部の美人担当。千葉県に住んでい

る。RW では割と静かだが、女子部屋では

よく喋るらしく、東大女子部員３人で大盛

り上がりしていた、という噂(女子部屋は男

子禁制のため確証に欠ける)。オーストラリ

アで鍛え上げたワイルドさを持ってすれば

妻沼の環境にも適応できるだろう。 
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法政大学体育会航空部 

 

 

選手紹介 

 

塩入 悠一 ３年 副将 理工学部機械工学科 

車両班、副将、ウインチマンと 3 つの顔をもつ男。責任あるポジションにつくことが多い

彼だがきちんとフライトもこなすので嫉妬心を向けられることもしばしば。オーストラリ

ア遠征で確かな技量をつけたようだ。 

部員紹介 

大野 雅 4 年 

我が部の主将大野雅は、女帝である。彼女

の指示一つで法政航空部の全部員が動き、

彼女の前で粗相をしようものなら「◯◯、

ちょっと廊下に来て」と処刑宣告が待って

いる…。しかし、普段冷静に見える彼女だ

がその実、現法政航空部のことを第一に考

えている熱い野心を持ったお方であり、我

が部には欠かすことのできない存在、そう

VIP なのである。雅様、我々家臣一同、最

後までついていきますぞ～！（笑） 

 

池田 健人 4 年 

MR-2 を乗りこなす生まれつきのスピード

狂！日曜日の夜飯を取りに行こうものなら、

『ん～プスン！』と音を立て巧みなアウト

インアウトで牛丼をひっくり返す！なので

MR-2 が出動するときは助手が付きます。

そんな彼も航空操縦学専修！と言うことな

ので、これから妻沼で見る回数も限られて
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きます。池田さ～ん♪誰がこれから牛丼取り

に行くんですか～♪二郎行きましょ～よ

♪(讃岐なまり) 

 

岸 さと子 3 年 

最近レアキャラになりつつあるが、その存

在感、圧倒感は全く衰える気配を見せず、

某Ｏ野先輩をもタジタジにさせるほどであ

る。社会学的にね！某吉田の描いた似顔絵

が似てないけど似てると話題になってから

は、航空部のマスコットキャラクターとし

ても活躍しており、本格復帰がいよいよ期

待されている。社会学的にね！ 

 

岸本 七海 3 年 

おお、僕の麗しのナナミール、元気にして

いたかい？僕だよ？ガブリエルだよ。そう、

いましがた北欧の旅から戻ってきたところ

さ？漆黒の髪、陶器の素肌、さくらんぼの

唇、美しい鼻筋、端正な顔立ち、薔薇色の

頬を伝う真珠の涙は…って、おい！泣いて

いるのかい？どうしたんだ、わけを聞かせ

てくれよ、子猫ちゃん？…なになに？航空

部部員の雄姿、部員を気遣う優しさ、抜群

のチームプレイ、教官、諸先輩方、OB・

OG の人徳に、感銘を受けて涙しているん

だって？！おお、なんて美しい清らかな涙

なんだ！素敵な仲間たちと巡り会えたんだ

ね、僕はあんしんしたよ。…でもね、子猫

ちゃん？僕は君の弾ける笑顔が好きなんだ、

顔を上げて？笑ってみせて？ああ、なんて

美しい！あたかもフィヨルドと化した妻沼

の湖のドカチン作業だって、僕を惑わす君

の無邪気な笑顔で 3 分でどうにかできる機

動力を発揮できよう…、ああ、なんて罪な

女性(ひと)なんだ…。ではまた来年、君を迎

えにいくよ、それまでいいこにして待って

るんだよ？いいかい？キッシー・Ｓ・ガブ

リエル 

 

小暮 啓太 3 年 

後輩には優しく、先輩にも従順、しかし同

期には冷たいと定評のある小暮閣下。神様

に「そんな態度だといまに友達いなくなっ

ちゃうぞ☆」と脅されてからは、同期にも

稀に優しい。ちょっと怖い。チャームポイ

ントはストパーかけた前髪です、触れない

であげて下さい。 

 

高野 洋平 3 年 

主務。デザ工。機材班。元機材主任だが今

は 1 年生にアゴで使われるほどフレンドリ

ーな先輩！端索作りはお任せください。 

 

中坪 真里奈 3 年 

航空部には希少なゆる☆ふわ天然ガー

ル！！みんなから「ぼっちゃん」の愛称で

親しまれて早２年！！かわいいドジはいっ

ぱいだがいつも一生懸命な航空部員の癒し

の源です！ しかし車の運転がうまいとい

う意外な一面も・・・なんだかんだで無線

班主任！がんばれぼっちゃん！ 君がいな

ければ航空部は干からびてしまう！！ 

 

西村 勇輝 3 年 

肌の色が黒いけれど実は道産子。毎年夏に

はたっぷり日焼け止めを塗っているが、そ

の効果が出ているのかどうかは本人以外わ

からない。フライトに対しては人一倍熱い

が、周りにはあまりわかってもらえない。

なぜだろうか。 
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星 美南 3 年 

会計担当、無線班所属。彼女の滞納金の取

り立てはヤミ金以上である。身長１５０ｃ

ｍとは思えない威圧感。すいません、すぐ

に払います。グライダーへの情熱は航空部

一で次期主将と噂される。ナロマイン遠征

では確かな手ごたえを得たようで、名実と

もに「期待の星」である。 

 

吉田 優介 3 年 

彼の同期やそれ以前の代がイメージする

「アフロ吉田」・・・今や歴史上の人物とな

ってしまった。2011 年度入部生以降では偽

りの姿、「吉田・ザ・ストレート」が定着し

ていることになんだかムズムズする。髪は

さておき、機体組める、リト曳ける、ピス

トできる、もちろんフライトも機体班主任

の仕事も頑張るマルチプレイヤー。 

 

岩瀬 裕美 2 年 

あれ？小さい…なんて言ってはダメです。

まじめで人当たりも良く、航空部一年の良

心と言える人。みんながバカをやっていて

も笑って流してくれるのだが、子供扱いだ

けは許しません。車両班、無線班どちらの

仕事もマルチにこなせる出来る人でもある。

マルちゃんというあだ名をつけられている

のだが、特に本人は嫌がっていない様子。 

 

岸 雪香 2 年 

彼女は持ち前の明るさでチームを元気にし、

訓練中もクルーのなかで人一倍大きな声を

出してチームを引っ張ってくれています。

漫画、アニメ、プロ野球好きな彼女はひと

つのことに注ぐ情熱が素晴らしく、熱いハ

ートを持っており、この航空部には欠かせ

ない存在です。 

 

清水 星次 2 年 

エリート(笑)と名高い法政一高出身の「ザ・

チャラ熱い」。すでに通算法政８年目という

その類い希なる法政スピリッツとやる気と

チャラさが核融合反応を起こしたような男。

グライダーに対する思い入れも人一倍強い

のだが、なぜかシュチュエーションを問わ

ずに貧乏くじを片っぱしから引きまくると

いうかわいそうな一面も。 

 

瀧柳 敦裕 2 年 

数少ない機体班のうちの一人。某アニメが

大好きなようで操縦学専修の K さんと頻繁

に CD を貸し借りしたり、映画を見に行っ

たりしている。決してアッー！♂な関係で

はないので心配は御無用！ 2月合宿ではソ

ロ前のダミーブレイクを経験するも惜しく

も1stソロに出れず･･･来合宿に期待です！ 

 

新田 佳 2 年 

通称ひげちゃん。20 歳とは到底思えないそ

の風貌と食い気がチャームポイント。バイ

ク乗りとしても知られ、シャドウを我が子

のように愛している。とにかくこんな奴見

たことないというのがみんなの正直な感想。

飛行機が好きなのはいいが、乗り物酔いは

どうにかしないとまずいと思う。 

 

乗田 緑 2 年 

時より放たれる冷たい視線と毒舌っぷりは

同期のみならず先輩の背筋も凍らすほどの

威力を持つ。野菜が大嫌い。（レタスは大丈

夫でもキャベツはムリ！）先輩にも野菜嫌

いな方がいることをいいことにいつも言い
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訳して･･･そんなんじゃ身長伸びませんよ

(´・ω・｀)でも大会に向けたハートは人一倍

熱い！！今後の活躍が楽しみです。 

 

橋本 優真 2 年 

法政が世に誇る天才レフティＦＷ。どんな

難しい無茶振りクロスボールにも華麗に左

足で合わせて見せる様はファンタジスタと

しか言いようがない。彼の放つ切れ味鋭い

ボレーシュートは先輩の間でも大人気。不

思議君としての一面もあり、未だに解明さ

れていない素顔も多いとか。動物に例える

とネコ。 

 

日向 隆大 2 年 

ある意味法政一番の危険人物。急に何をし

でかすか分からないびっくり箱みたいな男。

羽布機である ASK-18 の翼を下ろして杭を

打とうとするなど、彼から目を離してはい

けない。よく人を見ていて、なんだかんだ

仲間思いの一面もある。諜報能力を活かし

て、偵察部隊としての活躍も期待されてい

る。 

 

鷲沢 雅行 2 年 

一年生ながら機材班主任やキャンパスリー

ダーを務め、早くもリーダーシップを発揮

しています。しかし付属生特有のおっちょ

こちょいな一面もあり、それがまたチーム

の中でとても愛されています。赤帽になっ

たら頼もしい先輩になるだろうなと感じま

す。索切れでパラシュートが利根川に落ち

てしまった際に、そのパラを取りに川に入

った部員が目の前で溺れそうになっている

にもかかわらず、その部員を見捨ててパラ

シュートだけを持って帰ったという冷酷な

(笑)一面も持っています。 

 

今泉 勝仁 1 年 

今川 良貴 1 年 

鵜沢 嵩弘 1 年 

中村 学  1 年 

藤代 卓也 1 年 

松本 亘司 1 年 
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祝 

第 15 回  東京六大学対抗グライダー競技会

 

法政大学航空部教官一同 

 

部長 日高光信 

監督 朝倉英仁 

教官 江澤雄三 

教官 井上俊雄 

教官 安藤国雄 

教官 大山光男 

教官 羽鳥宏信 

教官 妓津佳孝 

教官 小宮英二 

 教官 則竹隆一郎 

教官 小菅唯光 

教官 吉岡利典 

 教官 三木原悠介 
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明治大学体育会航空部 

 

 

選手紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

菅田英治 4 年 主務  

法学部法律学科 

やぁ、みんな！ 

僕のなまえは 

魔法少女すげた☆エイジだよ！ 

「えいじ☆彡」とか「ｽｹﾞﾀｱｧｧｧｯ!!!」 

って呼んでね！ 

今年 33 歳を迎えるんじゃないか 

とか 

バツイチ 

とか良く言われるけれど 

どれも間違ってるよ！ 

僕は「権化」なのさ！(ﾄﾞﾔｧ 

根岸健太郎 4 年 機材班長 

理工学部機械工学科 

毎週末、宿舎で日本代表戦を繰り広げ

ている根岸くんは、昨日キューバ代表

と死闘を繰り広げた末、見事勝利し

た！先日部員で行った勝浦では、沖縄

代表の癖のある攻撃に大苦戦した根岸

くん。粘り強さを見せ、なんとか 1 点

を守り切るも、続いて第二試合の韓国

代表の白っぽい攻めに守りきれず 2 点

を許してしまい完全にノックアウト。 

整備合宿では毎日試合があるという噂 
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部員紹介 

大川暢介 4 年 主将 国際日本学部国際

日本学科   

 ＼デェェェェン／ 

元自動車班の俺に勝てるもんか。このウィ

ンチ、余裕の音だ、馬力が違いますよ。訓

練は 16 時で終わると約束したな、あれは嘘

だ。一体何がはじまるんです？手鎌で草刈

りだ。どかちんだって？！今日は厄日だ

わ！宿舎はドンパチ、賑やかになった。航

空部に入部しろ、OK？  

 

株木達郎 3 年 理工学部機械工学科  

次期主将に内々定。最近ソロにでた、乗

りに乗ってる株木さんです。やはり主将が

アニメが大スキという流れは止められない

のか w 宿舎移転の話もかなり現実味をおび

てきたみたいだし何かと大変だと思います

が、よろしくおねがーいしまーす:^)ヨロシ

ク！ 

 

高橋萌子 3 年 理工学部 情報科学科  

航空部の紅一点！次期機材班長で、愛ネ

コ家のもえこ先輩です。愛ネコのこてつは

航空部では皆が知っているアイドル的存在

です（一番はもえこ先輩ですが(*゜∀゜)）

たまにツンツンしますが、こてつや僕たち 

の前ではデレの面も見せてくれる…かも

（ただしもえこ先輩好みのイケメ～ンに限

る）もえこ先輩にツンツンデレデレされた

いそこの君！ぜひ航空部、そして機材班

に！ 

 

中谷日洋 3 年 法学部法律学科  

優しいし、ノリノリだし、イケメンとき

たら文句の一つもない。でもそんなおれは

既に悪徳弁護士 w 思い返せば、付きっきり

でウインチ載せ換えしてましたね( ；´Д

｀)…(￣^￣)ゞまさに第二の自動車班長！

いつだって頼りがいしかない、そんな漢が

ナカヤーマン！ 

 

村川真莉菜 3 年 理工学部機械工学科  

経理といえばやっぱりこの人、真里菜嬢。

部活中の昼飯をおいしくしてくれた人でも

ある。部費の取り立てもしっかりやってく

れています。でも、今月だけは勘弁してく

伊藤怜 3 年 自動車班長 

理工学部機械工学科 

ガチムチスイッチ、君のはどこにあるんだ？みつけ

てあげるよ君だけのガチムチスイッチ。ガチムチスイ

ッチ押されたらガチムチになります。イトーさんはこ

のスイッチ押してきます。みなさん、いつガチムチに

なるんですか？今でしょ！さあみなさん、ソロにでた

かったらイトーさんみたくガチムチになりましょう。 
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ださいｍ（＿＿）ｍ 

 

五十嵐麻莉恵 2 年 理工学部機械工学科  

最近、女子に磨きがかかっていると評判

なまりえってぃ(こわいでしょう)。その長さ

で結ぶ必要…ある？w っていつも突っ込み

たくなるくらい髪の毛がどんどん短くなっ

ているね！かわいいからいっかぁ！＼

(^o^)／ランウェイの土でどんなに服が汚

れても作業を続ける彼女の姿を見て、こい

つ…できる！って思った人は私だけではな

いはずだ 

 

田原源騎 2 年 農学部農芸化学科  

茂美「あぁん？ノハラ君か？お～ほっほ、

ゲンキだ[ドクロ]PONG[ドクロ]」田原は 3

つの要素に分けられる。高身長・人望・農

学部の 3 つだ。その中でも…圧倒的…農学

部ッ農学部部員が増えた今年度は、僥倖…

なんたる僥倖そんなパンツレスラー田原に

乞うご期待 

 

野原芳治 2 年 理工学部情報科学科  

100 文字以内で野原のことは語れな

い！！そう、野原は・・・、あ、えーとた

しか、ジンジャーエール・・・が確か好き

で・・・田原っぽいな奴だよ。うん。語れ

てしまった（笑） 

 

信田昌人 2 年 理工学部機械工学科  

 ＼ノッブリ～ン！／信田「は～い！(低

音)  がちほも、はっじまっるよ～！」さぁ

みんなお待ちかね、いつもニコニコあなた

の隣に這い寄る信田(職業：マスター)で

す！.gif(海無県)出身の私は、あの N 溝クリ

ニックでちょっとした有名人です。なぜな

ら、本格的♂男子部屋で夜な夜な BOY♂

NEXT♂DOOR♂を＼アーッ！／している

からです。いつも上から目線のてんこ盛り

な信田君、調子にのっちゃだめ～。ふぁぼ

れよ？ 

 

秀島裕太郎 2 年 理工学部情報化学科  

現役航空部一の女子力を持つ男の娘、秀

島ちゃんは綺麗好きで料理上手。しかし、

することがすべて雑、さすが足立区民。長

所の女子力も田中さんが入ってきたことで

負けそう……？どうする秀島ちゃん！？ 

 

茂木賢人 2 年 理工学部機械工学科  

入部してすぐに生田の部室を圧倒的部室

へハッテンさせた茂木君。彼のおかげでキ

ャンパスライフは快適です。つい最近は～、

部の仕事もできるようになり本格的♂自動

車班員へと成長しつつある。 

 

村瀬和樹 2 年 理工学部機械工学科  

名古屋代表ホスト風男子と言ったら彼の

こと。 その容姿に似あわず英語の勉強頑張

ってます！…え？製図やりたくない？実験

始まるのがやだ？なあに、1 レポ毎週 20 時

間、部品図 80 時間もあれば終わるって！ 

機械工頑張れー 

 

山邊慎吾 2 年 理工学部応用化学科  

秋葉を毎週パトロール!お勤めご苦労様

です く(`・ω・´)そんなベーコンこと山辺

です秋葉のことならなんでも "しってます

よ?"つらい機体とりでも "やりますよ!"難

しいことでも "いやいやいやできるでしょ

ー"今日もゲンキにパトロールいってらっ

しゃい 

 

山本貴也 2 年 理工学部機械工学科  

大きくてクリクリした目をしていて、顔

が似ているということから、「森泉」と呼ば

れたりしています!!時々髪の毛を結んだり

している、かわいい感じの男の子です。笑 
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でもアニメ好きで意外とオタクかもしれま

せん。部活の最初の課題「直線」を 2 回で

終わらすという 1 年生のホープです!! 

鈴木貴大 1 年 理工学部機械工学科 

次次次期主将、絶対候補鈴木君です。学

年１航空部にあつい男で、責任感が強く信

頼できます！てきぱき行動するし仕事も早

いです！高校時代は部活で洞窟の探検をし

ていたらしく、地下地上にはもう飽きたら

しく大学では空を選んだそうですｗ 

こんなアクティブな鈴木君にこれからも頼

って行こうと思います！ 

 

中林和希 1 年 情報コミュニケーション

学部情報コミュニケーション学科 

長野県出身の彼はノリの良さ No.１で

す！時間をかけて作ったサングラスがとて

も似合ってます。いつも積極的に作業にと

りかかっているので、覚えが早いです。そ

れを活かして活躍して下さい。頑張れ、中

林君!! 

 

鳥居祐太 1 年 政治経済学部政治学科 

航空部唯一の政経学部、帽子を後ろ向きに

被るのがアイデンティティ(?)、“トリー“こ

と鳥居くんです。台風の時にはエクストリ

ーム傘壊し大会を催す熱いヤツでもありま

す。 

冷静かつ的確なツッコミも彼の持ち味です。

たまに鋭すぎて泣く。 

和田のどか 1 年 農学部農学科 

サングラス 1 代目が早くもお釈迦になって

悲しんでいる和田ちゃん…そんな彼女は今

日も glass on glass がチャームポイント！ 

ヘッドフォンが大好きな、1 年期待の清掃

班長。 

 

 

田中理紗子 1 年 理工学部機械工学科 

女子力 MAX ポイントを誇る、期待の一

年田中さん。高校で服飾部をしていた田中

さんはちょっとしたほつれ程度の補修なら

お手の物！また落ち着いた雰囲気で、部員

の空気を和ませてくれる事間違いなし?! 

 

吉川有美 1 年 農学部農芸化学科 

自動車班で頑張る一年女子と言えば彼女

のこと。平日はギター片手にヴォーカルと

して、週末には訓練に励む航空部員として

マルチな活躍を見せてくれます。 

 

黒田 1 年 法学部法律学科 

 航空部に入って一番驚いたことは、空を

とぶために 20kg のバラストを抱えなけれ

ばならなかったことです。飛ぶために重り

を抱えるという矛盾ッ！！！ 
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祝 

第１5 回 東京六大学対抗グライダー競技会 

 

明治大学体育会航空部 教官一同 

監 督 折原  正規 

教 官 堀 内  繁    教 官 内海  敬三 

教 官 斎藤  賢一    教 官 内田  敏仁 

教 官 戸川  兼一    教 官 遠山  宜幸 

教 官 黒川  弘薫    教 官 原田  幸郎 

整備教官 山城  宏一    整備助教官 田 辺  敦 

 

 

第１5 回 東京六大学対抗グライダー競技会開催おめでとう！ 

明治大学体育会航空部 卒業生有志 平成５年度卒 

黒川  弘薫  磯部  敦子  佐藤  信章 

三宅  正之  西島  啓子 

 

第１5 回 東京六大学対抗グライダー競技会開催おめでとう！ 

明治大学体育会航空部 卒業生有志 平成６年度卒 

伊保内 良治  鳥生  忠正  原田  幸朗 

田 辺  敦  三尾  尚己  堀 口  淳 

 



31 

祝 

第 15 回 東京六大学対抗グライダー競技会開催おめでとう！ 

明治大学体育会航空部 卒業生有志 平成７年度卒 

本多 修二  酒井 喜紀  舟橋由高 

 

 

第 15 回 東京六大学対抗グライダー競技会開催おめでとう！ 

明治大学体育会航空部 卒業生有志 平成８年度卒 

宮地  寿博  長谷川 大介  阿部  朋弘 

下 田  卓  大久保 隆紀  小原  宏史 

畑 山  毅  森岡  慶典  宇野  大悟 

 

 

第 15 回 東京六大学対抗グライダー競技会開催おめでとう！ 

明治大学体育会航空部 卒業生有志 平成９年度卒 

成冨  修一  坂本 雄一郎  富 田  渉 

桐山  敦孝  山代  泰久  深谷  真美 

春日  尚子  萩 原  潔  滝沢  孝宜 

 

第 15 回 東京六大学対抗グライダー競技会開催おめでとう！ 

明治大学体育会航空部 卒業生有志 平成１３年度卒 

円岡  達也  近藤  雅直 

林  崇  井林  智博 

 



32 

祝 

第 15 回 東京六大学対抗グライダー競技会開催おめでとう！ 

明治大学体育会航空部 卒業生有志 

平成１４年度卒   板坂  敏也  中島  謙太郎  石黒  雄太 

平成１５年度卒  田中  裕子  柳田  嘉一 

平成１６年度卒  揚張  雅行  安部  龍太郎 

 

 

第 15 回 東京六大学対抗グライダー競技会開催おめでとう！ 

はばたけ！明治！ 

明治大学体育会航空部 卒業生有志 

平成１９年度卒 田 村  優 富松 真二郎 梅田  直輝 福地  健太 

              丸  憲太朗 佐藤  大洋 簾籐  篤史 中村  貴洋 

平成２０年度卒 村上  浩樹 

 

 

祝 

第 15 回 東京六大学対抗グライダー競技会開催おめでとう！ 

明治大学体育会航空部 卒業生有志 

平成２１年度卒 平田  正浩 笹本  達也 川島  智紀 松原  友昭 

平成２２年度卒   伊澤 諒  榊原 瑛人 新井 秀廣 太田 智貴  

宮井 雄大 

平成２３年度卒   岩崎 竜平 田中 敦 
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立教大学体育会航空部 

 

選手紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松澤 秀之 4 年 理・物理 

黙々と仕事に励む松澤さん。あまり多

くを語りませんが、部のために動いて

くださいます。院試合格おめでとうご

ざいます。そして、部にもっと尽くし

てくださる運命の松澤さん、これから

もよろしくお願いします。ライセンス

は 5 年間ということは…あっ嬉しいで

す。甘い声でみんなをどんどん酔わし

ていく、立教のエースです。 

 

平田 昂之 3 法・法 

指定養成真っ最中の平田は頭の中がグ

ライダーでいっぱい。今週も妻沼来週

も妻沼。その為に近頃はいろんなこと

が疎かになっている。飲み会も女の子

もそして単位も…卒業できるよう祈っ

てるよ！がんば！あとチョコをとても

美味しそうに食べる。チョコは妻沼の

癒し。メロンパンは最近飽きたらしい。

後輩からの第一印象は「怖い」けど実

際はそれなりに優しい。 
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部員紹介 

4年 五十嵐 雄人 経済・経済 

好きなものはスポーツ全般。嫌いなことは

暇、無駄。引き受けた仕事は確実にやって

くれる。地球の果てまで気が回るので、そ

のうち竹島問題からソマリア内戦まで解決

してくれるのではないかと期待している。 

 

4年 田中 悠斗 法・政治 

他己紹介を誰も書いてくれないほど人気の

ない現主将。もうみんなに忘れ去られてる

かもしれない。あぁ・・涙で前が見えなく

て何も書けないや。って書いても誰からも

かまってもらえない未来が目に見えてい

る・・ 

 

4年 藤沼 耕平 経済・経済 

部員全員が復帰を心待ちにしている立教大

学航空部に欠かせない存在の藤沼さん。マ

イペースなムードメーカーで、彼の周りは

自然と笑いに包まれます。柔和な物腰で非

常に話しかけやすいです。・・・（ヒソヒソ）

これだけ褒めればすぐに帰ってきてくれる

だろう。 

 

3年 中島 理佐 文・独文 

３年唯一の女子。文学少女で普段は穏和だ

が訓練になると、次期主務の大役を背負っ

ているからか最近キレキャラ。機材主任で

機材のことならおまかせ下さい。俺の分も

頑張ってね 

 

3年 廣口 瑛一 理・化学 

紹介するまでもなく知ってるんじゃない

か？1 年の時に出た新人戦でヤラカし、一

躍有名になった廣口。動力系が好きでウイ

ンチ養成中。もうちょっと学んでくれれば

なぁ。謙虚さと素直さと礼儀と敬いの心

と・・・ちょっとじゃなかった。 

 

2年 青木 理恵 文・史 

真面目で、面倒見がよく、気の利く人＝青

木理恵というイメージをあなたは持ってい

ないでしょうか？…実は彼女には裏の顔が

あったのです。その正体は、機材車にぶら

下がった葉っぱを見ながら「いとをかし」

と言い、携帯を防水だからといって洗い、

フレッシュを喜んで飲むという奇跡を我々

に見せる"変人"なのでした。ですが、その

ギャップが私達の心を捉えて離しません。

また驚くことに、めちゃくちゃかわいいの

です！これはもう…話してみるしかないで

すよね？ 

 

2年 宇野 良祐 文・日本文 

宇野君は、二年生のなかでも頼りになる兄

貴分です。一年生へも丁寧な指導に定評が

あります。フライトも貪欲にこなし、教わ

ることも多いかなという感じです。よく部

室にいます。よく部室で会います。部室の

長です。 

 

2年 西田 奨 文・基督 

定着したあだ名「神」は誰が言い出したの

か。妻沼入りすると雨雲が消滅する、祝福

された男。立てばジーザス座ればブッダ、

歩く姿は預言者モーセである。「この水面歩

けるんじゃね?」などとその言動にも神性は

顕れている。 

 

2年 野村 知世 文・英米文 

ムードメーカー担当！I love  違う、We 

love MOYOOOOO!愛されキャラのクールかわ

いい彼女は、ここぞというときにバシッと

言ってくれる姉さん。でもね、少し抜けて

いてそこがまたかわいいのです。グライダ

ーに対する思いは熱い、将来有望女子。美
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白追求にも熱く夏は長袖長ズボン、プラス

仮面をしてます。熱中症には気をつけて。

個人的には驚いた時、ハッとした時にぴょ

んと飛ぶ動作がお気に入り。次回確認をお

願いします。 

 

2年 山本 勇祐 現代心理・心理 

働きたくないでござる…それが彼の口癖で

ある。隔離された島国、新座で黙々とレポ

ートをこなしたまにヒャッハーする心臓か

弱い系男子です。アメリカで再誕します。

乞う、ご期待！ 

 

1年 斉藤 美有 法・法 

口ぐせは、埼玉には何もありません。自衛

隊と戦争が大好きな女の子。 

 

1年 寺田 圭祐 観光・交流文化 

静岡の魅力を伝えるべくやってきた笑顔の

親善大使、寺田君。自分の持ち分をしっか

りとこなしつつ周りに気にしてくれる、頼

りになる存在です。 

 

1年 山坂 遼太郎 経済・経済政策 

口癖は、めんたいこ。修羅の国から来た機

体大好き文系男子。 

 

 

祝 
第１5回 東京六大学対抗グライダー競技会開催 

立教大学体育会航空部 コーチ・整備士一同 

 

監 督 鈴木 伸司 

コーチ 小宮 啓之亮 三宅 晴彦  浅川 清雄  塩谷  仁 

  櫻井 正樹  佐々木 泉  関  俊彦  大島 健嗣 

  佐伯 重自  山田 道成  山中 康正 

整備士 屋良 朝夫  織田 育男 
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祝 

第１5回 東京六大学対抗 

グライダー競技会 出場 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spirit of St. Paul’s 

はごろも会 一同 

（立教大学体育会航空部 OB会） 
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早稲田大学航空部 

 
 

 

選手紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小柳良太 4 年 教育学部 

彼こそ早稲田の主将小柳くん。 

ランウェイでは的確に指示を出しミーティ

ングでは的確にダメ出しし、ももクロのライ

ブでは的確にコールする。 

最近ももクロが有名になりすぎてうれしい

半面少し複雑な彼。 

チャラ男に見られがちだが、なかなか彼女が

できないのは意外に純情で奥手(笑)なのか、

はたまた人にはとても言えないような趣味

をお持ちなのか。 

 

望月匠 4 年 スポーツ科学部 

『ハッハッハー』『ええっー？？』リアクシ

ョンに定評あり。スーパーポジティブ人間。

彼のポジティブさに救われた部員は多い。で

も、何故か彼女できない。。おーい、妻沼の

女子部員の皆さん、富士重上空高度 850 にて

高身長イケメンがあなたとガグル組むのを

待ってますよー！ 
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部員紹介 

阿部 光 4年 基幹理工学部 

帰ってきた、あべくん♪学業には来年から

本気を出すことにしたらしく、最近はとて

も元気そうでなによりだ。実は彼、妻沼で

6月に携帯を無くしたそうで、HTCが落ちて

るのを見つけたら渡してあげてほしい。あ

れから数ヶ月間携帯を使わず文明を捨てい

る彼だが、最近プリー〇フォンがちょっと

気になっているらしい。果たしてその誘惑

に勝てるのだろうか。。。いや、2 日間かけ

て 100 キロを歩き切ってしまう彼の精神力

なら、きっと目もくれないことだろう。 

 

小川 健 4年 文化構想学部 

早稲田の神様は最近、ますます神々しさに

磨きがかかっている。聞くところによると

彼は最近「女神」に変貌を遂げているらし

い。…何を言っているかわからないという

人は彼にウィッグと化粧品と女性用衣類

（特にロングカート）をお供えしてあげる

とよいだろう。変貌を遂げた「女神」様が

きっと優しく微笑んでくれるはずだ…女子

部員が増えた今年の航空部の中でも一番美

しいのは多分彼だろう。 

 

夏目 大彰 4年 創造理工学部 

毎日研究室に行っては終電まで残って研

究をし、家に帰ってからも勉強・課題な

どを頑張るなつめさん。命けずって研究

してます。口癖は「明日は何時に研究室

行こうかなぁ」いつも研究室のことで頭

がいっぱいみたいです。頑張る姿は素敵

ですが体調が心配です。一方で妻沼に来

るとウインチマンとして活躍しています。

風間勇輝 3 年 基幹理工学部 

ハワイにて自家用ライセンスを取得し、6

月には 3 年生最初の WP 移行を達成、メ

キメキと着実にその実力を上げている風

間君。後輩たちからの信頼も厚く、将来の

エースパイロットとして早稲田大学航空

部を背負って立つことは間違いない！…

ただ、ちょっと抜けているところもあるの

だよね…風間君！大会中にポカをしない

ように頑張って！！！ 
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無線から聞こえる声がかっこいいので、

日曜日の早稲田の曳航は要チェックです。

さらに飛んでもかっこいいので、選手に

なって大会で活躍してほしいですね！ 

古田洋一郎 3 年 基幹理工学部 

機体主任から主務代行へとランクアップ？

した古田君最近の悩みは単位と大量のタス

ク、そして仕事をしない新機体主任だそう

な。でも彼は髪型をバッチリ決め、来るべ

き春を目指して前向きに努力しているみた

い。自家用ライセンスも取れるだろうし？

（文章執筆時現在）きっとよい春を迎える

でしょう。おわり 

 

梶山健光 3 年 基幹理工学部 

早稲田が誇るガチ♂山兄貴。オハヨウゴザ

イアッス（迫真）といつも威勢のいい声で

返事してくれる彼は、ブルーハーツや長渕

剛など、音楽の趣味も男の中の男♂である。

ただ 7 月時点で自家用をまだ取得できてな

いんだよなぁ・・・（困惑）しかし彼ならあ

っという間に自家用を取得し驚くべき速さ

で周回も決めてくれるんじゃないっすか

ぁ！？（驚愕） 

 

内海 飛洋 3年 教育学部 

今年の春から新しく機体主任になった内海

くん。二運整を目指す彼は早稲田の整備ご

意見番。とりあえず機体でわからないこと

があったら整備士に聞く前に内海に聞くべ

し（←ここテストに出ます。）そんな彼のお

母さんは早大航空部のアイドル。たびたび

愛媛からおいしいミカンジュースを送って

くれます。このミカンジュースを飲むこと

が妻沼で唯一の楽しみですね。（いつもあり

がとうございます！！ぜひ妻沼にいらっし

ゃってください！）…あれ？これ誰の紹介

文だっけ？ 

 

櫻澤 健吾 3年 政治経済学部 

人は彼を親しみをもってこう呼びます、「会

計のザワお兄(鬼)」と…責任感が人一倍強

く、先輩相手にも歯に衣着せぬ物言いで食

い付く姿は猛犬そのもの。一方、年齢面で

も異彩を放ち 5月には同期内初の 23移行を

果たした。え、そんな彼が来年度は何の役

職に就くかですか？それは勿論「広報係海

外担当」に決まりです。彼なら持ち前の責

任感でドイツで一年や二年、広報活動に勤

しんでくれるに違いないでしょう！ 

 

林屋 成一郎 3年 教育学部 

「彼と電話越しで話した時間は数知れず

（ドイツのざわにぃには内緒だよ♪）、た

まには良い返事を聞かしておくれ（笑）最

近は広報主任という ちょっとシャレた役

職なんかやっちゃって大隈講堂で講演会を

企画し、そこで機体を組むという荒業を成

し遂げた。ごめん、オレはあれ無理だと思

った。やっ ぱ、最後は頑固な人が勝つんで

すね、最終的には。あと最後にお前の初ソ

ロは風間がマイクでオレがウインチやるか

ら安心して行って来い、あ、古田は翼端持

ちで・・・だから必ず次合宿初ソロ出ろよ！

って六大には出てるよな・・・」 

 

安達 拓人 2年 先進理工学部 

紺碧の大空に想いを馳せて学生生活を送っ

ています。無表情でいるとき，心は直向き

に空へと向けられているのでしょう。空を

愛する余り最近は学業が上の空みたいです

ね。「俺やっぱり機体になりたい･･･」なん

て空言でごまかすのはダメだぞ♪ただ，そ

んな彼の“稲魂”は誰よりも熱い！滝川で

の修行の成果は早ければ３月に待ち受ける

激闘で見ることが出来るかも。そうでなく

てもグライダーパイロットとして将来を見

据えている彼は，今の早稲田を無限の彼方
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まで連れて行ってくれことでしょう。To 

infinity and beyond! 

 

荒金 裕 2年 基幹理工学部 

祐へ、小さい頃は可愛かったのに、いまで

は立派になりましたね。空を飛んでいるん

だっけ？最初は危ないからやめておきなさ

いと言ったけど、あなたが好きなら今後も

続けなさい。航空部の皆さん、うちの息子

を宜しくお願い致します。祐へ、てんが音

頭とか、うんこまんとかそういうのが好き

な年頃なのはお母さんわかってるけど、人

様に迷惑をかけることだけはしちゃダメ

よ！それと、いつまでも妻沼と結婚すると

か言ってないで、きちんと好きな子にアタ

ックしてみなさい！あと、祐は隠してるつ

もりかもしれないけど、パソコンにいやら

しい動画を保存してるのしってるのよ！と

もあれ、お母さん一生懸命応援するから、

祐も頑張ってね！体には気をつけなさい、

大事な大事なお母さんのゆうくん♡ 

 

宇野 絵莉香 2年 創造理工学部 

それはさながら聖母のごとく、航空部員を

癒しのベールで包み込む。そして素敵な笑

顔でさりげなーく布教活動に勤しんでる宇

野さん。しかし彼女はうって変わって超パ

ワフルな側面を持ち、ハウトレも一人で牽

引できるんじゃないか、と男子部員から一

目置かれている今日この頃。宇野さんは!

ピュアでかわいい女の子なんですよ!! 

 

大田 篤 2年 基幹理工学部 

コークー部で一番のジンカクシャとの呼び

声高いオータさん。部活では、とうとう初

ソロに出ました。そのさいありがた〜いお

言葉を頂戴いたしました。真面目な方なん

です、オータさんは。デートのたびの結果

報告ごくろーさまです。律義な方なんです、

オータさんは。授業、初まりからいたこと

は、・・・。とてもいそがしー方なんです、

オータさんは。そんなブインのカガミ、オ

ータさんを皆さんも一緒に崇め奉りましょ

う。 

 

尾島 誠人 2年 教育学部 

ｵｼﾞﾏマジｵｼﾞﾏ。ｵｼﾞﾏー!!お前何考えてんだ

か分っかんねえぞ！？ｵｼﾞﾏ君は訓練中主に

リトリブをやっているため姿こそ見かけな

いが、影のごとくクルーに忍び込み、気が

ついたときには長低音ｲｹﾒﾝｳﾞｫｲｽでセイセ

イ機体を押している。影の薄いキャラがか

えって影の濃くなる典型例であり、特にｵｼﾞ

ﾏ君のテゥイートはマジで混沌と呼ぶに相

応しい時があるのでなんて返していいか分

からないです。くだらない駄洒落を言うと

本気で怒られます。いつもサーセンﾄﾞｩﾌﾌ。

そんなｵｯｼﾞﾏ君は寿司屋でバイトしてます。

板前みたいでかっちょいいです。やっぱり

髪型短い方が似合ってます。マジｵｼﾞﾏｵｼﾞﾏ

だわ。 

後藤 峻 2年 政治経済学部 

妻沼に誇る七色(716)の誕生日を持つ男、元

気いっぱい早稲田の 2 年生！後藤俊！ゴト

ー君は仕事をどんどんこなし、機体組ばら

しをマスターした彼はピスト系役職を次の

標的に定めた…！でもリトリブ教育にも入

るんだよね？さらに今年の秋からは「土曜

授業」という足枷から解き放たれ、思う存

分暴れてくれる予感。ソロ発数ももっと伸

びることうけあい！そんなゴトー君はお察

しの通りリア充でしかもゲスいです。でも

いい人だから憎めないです。早稲田の近く

のいろんなラーメン屋を知ってるから、今

度連れていってもらうといいよ！ 

 

鈴木 元美 2年 創造理工学部 

金太郎のふるさと足柄山から大学に通う彼
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女。ただの田舎者じゃありません。家に帰

れば山ガール、また滑空場にやってくれば

空ガール、女子高時代の挨拶は「ごきげん

よ」のお嬢様、しかしてその実体は…「ホ

モォ…┌（┌ ＾o＾）┐」の掛け声と共に

変身！彼女が本領を発揮する。掛け算が得

意な彼女のそのスキルは、合宿会計の計算

だけにとどまらず、男子部員たちの掛け算

もお手の物。日夜最適な掛け算を研究、脳

内シュミレーションしてるとかしてないと

か…。 

 

塚本 匠 2年 創造理工学部 

「おい！ちょっと待て！！お前アンテナケ

ース盗んでるんじゃねーよ！！」と声をか

けてみよう♪ちなみに彼が持っているのは

製図を入れているアジャスターケースであ

る。そう、何を隠そう彼は建築学科なのだ。

つまり次の妻沼宿舎を建て替えるのは彼だ。

今のうちに間取りの要望等を伝えておこう。

そんな建築な彼は色んな男と仲が良い。同

じく建築の N 目先輩やら同期の G 藤の家に

行って……。まぁ、彼は一体どこで身に付

けたのかとてもしなやかな舵で、その舵は

某世界選手権パイロットのお墨付きだ！い

いですね！学科の課題が忙しくても部活に

もちゃんと参加しているし文武両道の鏡の

塚本さんでした。 

 

西崎 健太郎 2年 基幹理工学部 

しばらく顔を見ていませんが、元気でやっ

ていますか。「人生はフルマラソンである」

こんな名言を残した人がいます。しかし、

あなたには「人生はインターバルである」

と言った方がいいかもしれません。それで

もいいじゃないか、ざきにしだもの。次の

ダッシュを待っています。ちょっくら失礼。 

 

 

平井 紀江 2年 法学部 

部の頼れる、厳しいけどほんとは優しいお

イガールと呼ばれるツワモノです。かっく

い〜(￣∀￣)彼女の心に秘めたる熱さで、

サーマルガンガンできちゃいます！てきな

で、エースパイロットになるんや！ファイ

ヤー(」゜□゜)」 

 

森本 晃弘 2年 創造理工学部 

一言で言えば機体係の優しいお兄さん。ち

ょくちょく抜けてるとこがあるので、愛あ

るツッコミを受け、ネタにされ、日々成長

しています。あと、彼の前でご飯を粗末に

してはいけません。鬼の様な形相で怒鳴り

散らされますよ、皆さん。どうしても残す

ときは森本さんに献上しましょう。喜んで

何でも食べてくれます。あと変顔も天下一

品です。12月でやっと社会的にお酒を飲ん

でもいい年齢になるね！もうちょっとの我

慢ですね！！ 

 

結城貴大 2年 文学部 

昨年の 11 月に彗星のごとく颯爽と現れ通

常の三倍（当社比）で課目をこなしていく

彼、結城貴大はフランス文学コースに在籍

している。そんな彼のことだから脳内では

毎日フランス語がボンジュールしているに

違いない。彼の語学力なら数ヶ月間の留学

も「メルシー、メルシー」のみでネイティ

ブスピーカーと会話を繰り広げてくれるこ

とだろう。グライダーと共に貴方の帰還を

心待ちにしています。貴方ならブランクが

空いてもとっとと有象無象（2 年生）を追

い越して未来のエースになる日も遠くない。

あっ、お土産とかはいらないからマジで。 
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青木雄太郎 1年 商学部 

ちからの抜けた返事が心地よい「あおちゃ

ん」。「学院出身っす、ふぁ～い。」ネッ

トで知り合った彼女とちゃっかりリア充中

で、大学生活を大いに謳歌しているようだ。

一方で、学年の LINEではその美形な容姿か

らは想像出来ないほど過激な下ネタを連発

するなどして変態紳士の称号を勝ち取った。

部内にいつも旋風を巻き起こす「ムードメ

ーカ青木」は航空部になくてはならない存

在。LINE常駐メンツの彼は今日も午前 3時

頃、川越シェフのアイコラ画像を巧みに貼

り付けながらド変態っぷりに磨きをかけて

いる。 

 

岩崎祐太 教育学部 1 年 

いわさきゆうた。イワサキユウタ。またの

名をいわにゃん。彼は多くの特性を持ち、

それらは畏怖と尊敬をこめた様々な二つ名

として具現化されている。以下が我が部で

囁かれる彼の異名である。物事分かりやす

く説明いわにゃん。常時口角上昇いわにゃ

ん。ちょっとげすっぽいわにゃん。C プロ

大好きいわにゃん。相手が興味のない様子

を見せると懐中電灯で嫌がらせいわにゃん。

ギャルゲー好きいわにゃん。がちにゃん。

（？）彼の本質はどこにあるのか。それは

誰にも分からない。きっとどこにもないわ

にゃん（意味不明） 

 

大熊勇生 １年 基幹理工学部 

一見物静かそうで、知的な雰囲気漂う彼だ

が、人の失敗を煽ることが大好き。その煽

りテクニックは人一倍、煽り界のロナウジ

ーニョといっても過言ではない。口癖は

「( ̂ω^)いいぞもっとやれ」「(^q^)ねえ？

今どんな気持ち？？」。専ら最近の標的は、

oym、ymstなど。Twitterで人の写真をさら

すなど朝飯前。ちなみに鍵アカではないの

で tnk の土下座写真などは全世界に晒され

ている。そんな面白い？一面をもつ彼だが、

実は機体に関する知識などはピカイチ！！

早稲田大学航空部機体係期待の新人エース

なのだ！！ 

 

小山里美 １年 先進理工学部 

彼女は早稲田１年のなごみキャラ。彼女が

いると全体の雰囲気が柔らかくなる気がし

ます。しゃべり方が少し特徴的で、部室か

らもれる声ですぐわかります。私服の姿は

ランウェイとはガラリと変わり、お姉さん

の雰囲気を醸し出していますが中身はその

まま。お菓子を差し出すと喜びます。よく

「うぅぅ」と唸っているような気もします

が…。そんな彼女はジャニヲタですので、

ジャニーズ好きな方は話しかけてみては？

あっ！ちなみに「"お”やま」ですので、お

間違えないように。間違えると「なんだし

ぃ～」と言われるかも？ 

 

川口彗太 1 年 商学部 

川口彗太君は、商学部の学生で航空部では、

動力係に属している。彼は、発言がとても

哲学的で理屈っぽく、たまに面倒くさい時

があるが(笑)、とてもしっかりしていて、か

つて演劇をやっていたということで、この

前に行われた航空部新入生歓迎会での出し

物の演出、演技指導をこなしてくれていた。

それに彼は、先日、某イタリアンレストラ

ンチェーンにて彼女ができたことを発表し、

みんなを驚かせた。そんな彼だが、初めは

とっつきにくさがあるかもしれないが、話

してみると、とてもいい奴だと分かる。 

 

小長谷礼美 １年 基幹理工学部 

早稲田一デキル女といえば、間違いなく彼

女のことを指す。これテストにでます。本

気をだせば大根を切るついでにまな板も切
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れるし動圧口とベンチュリー管一緒に吹け

るし左手で英語、右手で数学ができる。そ

んな彼女にはまだまだ知られていない驚く

べき必殺技が・・・！？真相は webで検索！

しても出てこないよ！「スーパー☆サイヤ

人 こながやれみ♪」は毎週水曜日、朝８時

から放送中！！テレビの前のおともだち、

みーんなまとめて＼オール・ハイル・レミ！

／ 

 

小山 栞菜 1年 文化構想学部 

彼女の名前は小山。読みは「こやま」。「お

やま」ではない。「こやま」だ。大事なこと

だから 2 回言いました。そんな彼女は文化

構想学部の学生である。ところが困ったこ

とに何を構想してしまったのか、「大学は休

むもの」と思っていたらしく、授業を切り

まくってしまったのである。やっちゃった

のである。しかし、実は彼女はとてつもな

い頑張り屋さん。いつも周りに気を利かせ

ている。こやま自身が大丈夫なのか心配に

なるくらい気を利かせている。そして彼女

は今日もまた、バイトの世界へと旅立って

いくのであった……。 

 

坂田真衣子 1年 基幹理工学部 

彼女ほど「ギャップ」という言葉が似合う

人はいない。可愛くフェミニンな外見＋才

女であるのだが、何せ、よく食べるのであ

る（主に肉）。ゆっくりとしたスピードで

驚異的な量の食事をとる姿は、圧巻だ。さ

らに、彼女の家の冷蔵庫には、６０個あま

りのから揚げや骨付き肉が常備されている

という。なぜ、そんなに食べても太らない

のかは、航空部きっての謎である。なんに

せよ、彼女が美人で優しい性格の持ち主で

あることは事実であり、誰から見ても素敵

な女性であることは間違いない。 

 

櫻井 隼人 1年 法学部 

彼は法学部出身であり、１年の一部の間で

は親しみを込めて「先生」と呼ばれている。

機体係の彼曰く、彼には「右手に工具、左

手にゲージを持つ女神」がついているそう

だ。暴走しがちな１年を止める最後の番人

であり、最後の良心であるかと思われた。

だが、その実体は影ですべてを握る者だと

いうことを私は知っ…おっと、誰が来たよ

うだ。う、嘘は言ってないんだからな!!た

だ一つ言える事は、女神がついているそん

な彼はいつも部の将来を考えており、いず

れ部の不可欠な人物となり、早稲田大学航

空部を導いてくれよう。 

 

高田洋輔 1年 基幹理工学部 

うじゃうじゃいる１年の中でも異彩を放つ

男。多彩な趣味を持つ彼はスキューバダイ

ビングにバイク、さらにはバイオリンもや

っていたとか。水に潜り、地を駆け、妻沼

では空に舞う、そんなハイブリッドな彼は、

普段は授業の課題やボランティア(有償)で

忙殺されているようで部室で姿を見ること

はあまりない。妻沼にあっては橙色のつな

ぎに身を包み、機械科学航空学科で培って

きた博い知識を生かし率先して動く姿に信

頼を依せる 1 年は多い。ダイビングで空け

た肺の穴も最近塞がり、走行可能になった

今では元気に妻沼を駆けずり回っているの

だった。めでたし。 

 

竹矢昂祐 1年  文化構想学部 

甘いフェイスと爽やかなスマイルで、幾多

もの女性部員と一部の男性部員を魅了して

いる竹矢君。「それな！」「言うてな！」だけ

で会話を成立させたり、先輩にフレンドリ

ーなタメ口で話かけるなど高いコミュ力を

誇る。某紅い豚に憧れて入部を決めた熱い

ハートの持ち主で、利根川着水の機会を狙
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っているとかいないとか。緩旋回であって

も 60°バンクで挑もうとするあたり、彼の

隠し持つ熱さが伺える。疲れてくると毒舌

になるので注意が必要。竹"谷"と間違われ

るのが最近の悩みらしい。 

 

田中 努 1年 先進理工学部 

京王線にて JK「ﾋｿﾋｿ……冴えない大学生…

…w」JK2「ちょっ wwww うける wwww」なん

て笑われてしまう田中。授業あるのに平日

の朝起きれなくて部員にモーニングコー

ル？してもらい、昼頃にやっと起きる田中。

新人講習会当日、本番前に練習するという

ことで自ら 10 時前集合を指定したにもか

かわらず、１時間３０分遅刻して公園で土

下座する田中（写真アリ）。まさに航空部界

の k↑z↓にふさわしい男。あだ名はたなつ

と。そんな時間にルーズで、イマイチ冴え

ない田中君は今日も kngy ファン倶楽部副

会長として今日も何かと戦っている。「ﾁｬ

ｿ!!!」 

 

富田 真梨子 1年 基幹理工学部 

航空部一富田真梨子さんに詳しいと自負し

ております、半同棲中の坂田です。清楚な

見た目でミュージカルをたしなみ、マンゴ

スチンの美味しさについて語る彼女はまさ

にお嬢様。ymstを下僕に、tnkをペット(外

飼い)、aokをペット(室内飼い)にしたいと

公言し、既に 3 分の 1 を成し遂げた彼女は

部員から「上からまりこ様」と呼ばれてい

ます。妻沼とシャバでのギャップの激しい

彼女がこの夏のメヌマーへの短期留学を経

てどのように変化してしまうのか非常に楽

しみです。 

 

中島 玲菜 1年 基幹理工学部 

すらっとした長身、さらさらの黒髪、まさ

に大和撫子というべきなかしー。そんなな

かしーから放たれるのは、冷静な核をつく

一言である。ｙｍｓｔが場を凍りつかせる

ような発言をし、ほかの部員が手におえな

くなったときでも「てゆうかｙｍｓｔ、○

○じゃない？」 

一言で解決。冷静沈着、何事にも動じず、

すらっと正論を述べていくのだ。そんなな

かしーは航空業界にものすごい興味を持っ

ている。Face book で彼女が「いいね！」

するものはほとんＡＮＡ関連のものばかり、

ものすごい意識の高さであることは言うま

でもない。 

 

山川まどか １年 基幹理工学部 

コンコン属。鹿目科。学術名 Mokyu Mokyu。

航空部に突如出没した新種。主食はアイ

ス（ラクトアイスは決して食べない）。生

息地は妻沼（暑さに弱い）。性格は大人し

く（多分）優しい。役職は動力係、もき

ゅもきゅ親善大使、理容師。ジャズ、戦

闘機、ロシア、宇宙が大好物。適当を装

うが、数多いクレイジー１年の中でも志

は突出して高く、多方向でポテンシャル

の塊である。発見者の私は最近、実はと

ても真面目で１年女子の中で一番純情な

面を垣間見ている。彼女の生態と魅力は

２５０字以内に収まらない。伝説をつく

りそうな香りがするっ！もきゅっ！ 

 

山口 亮輔 1年 商学部 

相棒の iPad を華麗に操る一見すると爽や

か IT系好青年の山口君。彼の口癖は「っは

～いっ」「かしこまりました」。初めて聞く

と会社員と接している錯覚に陥るがあなが

ち間違いではない。彼はユニクロの社畜で

あるからだ。ユニクロで服買ったと言うと

嬉しそうにする。しかし表の顔とは裏腹に

LINEでは変態の本性が垣間見られ、現在変

態界の超新星として急速に勢力を拡大して
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いる。変態界のスーパールーキー山口君だ 

がフライトへの熱意には計り知れないもの

がある。早速コンドルを揃えた彼はフライ

トにおいて死角なし！彼の今後の活躍を見

逃すな！ 

 

山下大貴 １年 基幹理工学部 

早稲田航空部はじまって以来の天才ヤマシ

タは航空部のブレーンだ。彼の鋭い意見に

は先輩方もタジタジである。しかしながら、

彼の真の凄さは尋常でない運動量にある。

引き締まった体は日頃の鍛錬の過酷さを物

語る。そんな彼にもひとつだけ弱点がある。

女性と話すと挙動不審になってしまうこと

だ。原因は男子校純粋培養である。そんな

かわいらしい弱点も彼の魅力となっている

ことは言うまでもないことだ。また青いタ

イツがよく似合う。ドラえもんみたいにな

ってとてもかわいい。 
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飛行安全は、一人ひとりが責務を果たすことで達成される 

 

第 15回六大学対抗グライダー競技会 

早稲田大学航空部 コーチ一同 
監督 S61 卒 麻生 真也 ヘッドコーチ S62 卒 鳴河 洋二 

コーチ S39 卒 水川 毅 コーチ S41 卒 土屋 宣幸 

コーチ・耐空検査員 S42 卒 山本 康夫 コーチ S44 卒 小野 淳 

コーチ S51 卒 渡邊 正樹 コーチ S56 卒 篠原 衛 
コーチ S56 卒 鈴木 道弘 コーチ・整備士 S57 卒 村上 進 
コーチ S60 卒 櫻井 玲子 コーチ・整備士 S61 卒 布田 浩二 
コーチ S61 卒 三ツ目 信二郎 コーチ S63 卒 佐々木 敬彦 
コーチ S63 卒 柴山 孝太郎 コーチ H1 卒 古市 安利 
コーチ H2 卒 川島 善之 コーチ H3 卒 加藤 亮太 
コーチ H4 卒 高本祐一郎 コーチ・整備士 H5 卒 宗 裕雄 
コーチ H6 卒 瀧田 晃一 コーチ H6 卒 高見 道明 
コーチ H6 卒 丸山 毅 コーチ H15 卒 袴田 崇 
コーチ H15 卒 渡辺 義朋 コーチ H16 卒 石賀 忠宏 
コーチ H17 卒 宇治川 悠吾 コーチ・整備士 H19 卒 山根 和也 
コーチ H19 卒 上田 隼也 コーチ H21 卒 石丸 浩隆 
コーチ H21 卒 中村 知生 コーチ H21 卒 西山 航平 
コーチ H21 卒 江浦 頌太    
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祝 第 15回 東京六大学対抗グライダー競技大会 

昭和 30年卒 

理工学部 

山口 和義 

 

 

 

 

 

祝 第 15回 東京六大学対抗グライダー競技大会 

昭和 31年卒 

理工学部           理工学部 

織茂 芳三      白川 宏 
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祝 第 15回 東京六大学対抗グライダー競技大会 

昭和 37年卒 

政治経済学部 

小野木 建雄 

 

 

 

 

 

 

 

祝 第 15回 東京六大学対抗グライダー競技大会 

昭和 44、47年卒 

理工学部           理工学部 

岡 雅顕      小倉 弘行 

教育学部          理工学部 

菊池 肆司     前坂 清富 

 

祝 
第 15回 

東京六大学対抗グライダー競技会 
 

稲門航空クラブ 34会一同（昭和 38年卒） 
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祝 

第 15回 六大学対抗グライダー競技会 

頑張れ! 早稲田!! 

早稲田大学航空部 平成 3年卒業生一同 
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大 会 規 定 
第１条 総則 

本大会は「東京六大学対抗グライダー競技会（以下、「大会」と言う）と称する。 

第２条 目的 

本大会は、競技を通じて学生グライダースポーツの向上と、健全なる心身の育成をは

かり、もって航空文化の発展と、六大学間の親睦を深めることを目的とする。 

第３条 役員 

本大会に次の役員をおく。 

 会長１名、副会長５名 

 競技委員長１名、競技副委員長５名、競技委員若干名 

 審判委員長１名、審判副委員長５名、審判委員若干名 

 学生委員長１名、学生副委員長５名、学生委員若干名 

第４条 会長 

会長は主幹校の部長とし、本大会の運営を統括する。副会長は主幹校以外の部長とし、

会長を補佐し、会長に事故がある場合には、そのうち１名が職務を代行する。 

第５条 競技委員 

競技委員長は主幹校の監督とし、会長の統括のもとで大会の運営を統括する。競技副

委員長は主幹校以外の監督とし、競技委員長を補佐し、競技委員長に事故がある場合に

は、そのうち１名がその職務を代行する。競技委員は、各校監督に委任され派遣された

地上教官とする。 

第６条 審判委員 

審判委員長は日本学生航空連盟教育訓練部長とし、審判委員は各校監督から委任され

た教官とする。審判委員長は、会長の統括のもとで競技の審判に関する一切の事項、及

び競技の判定に対するクレームの処理を統括する。審判委員長に事故がある場合には、

審判委員のうち１名がその職務を代行する。 

第７条 学生委員 

学生委員は、六大学各校主将、及び六大学の中から選任された学生によって構成され、

主幹校の主将を学生委員長とし、主幹校以外の六大学主将の中から学生副委員長を選任

する。学生委員長は、会長の統括のもとで大会における第４条、第５条、第６条に定め

られた以外の全ての雑務を統括する。学生副委員長は学生委員長を補佐し、学生委員長

に事故がある場合には、その職務を代行する。 

第８条 運航管理委員 

運航管理委員は第３条の役員で構成し、競技の現場運航全般を統括する。なお、競技

は全て競技委員の指示に従って行う。 

第９条 補足 

細部は別に定める大会競技規定による。 
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大 会 競 技 規 定 
1. 総則 

(1) 本規定は大会における競技の運営全般について定める。 

(2) 本規定は大会の競技種目、実施の方法、および各種競技の成績順位を定め、その他大会

の適正な運営を図ることを目的とする。 

 

2. 競技種目 

(1) 競技種目は周回コース速度競技とする。指定された周回コースを飛行し、飛行距離と所

要時間の長短により優劣を競う。 

(2) 周回コースは以下のいずれかとする。但し、管制機関などとの調整により変更もありう

る。 

a． 妻沼―高林給水塔―千代田―妻沼（24km） 

b． 妻沼―高林給水塔―富士重工―千代田―妻沼（27km） 

なおb.項の富士重工コースは以下の場合のみ実施する。 

周回者の出た競技日が前日までに２日以上あり、充分な雲底高度が予測される

場合（具体的には、前日夜の選手ブリーフィングにおいて、その３０分前の最

新気象データを基に予告し、当日朝の選手ブリーフィングにおいて、その３０

分前の最新気象データSunny Spotの渡良瀬遊水地の情報を基に、当日の最高雲

低高度が1200m以上と予測される場合） 

(3) セクターの範囲は第一ランウェイ中心と旋回点の座標を定め、その二点を結ぶ線を中心

線とし、旋回点から中心線の左右４５°の範囲とする。 

   座標 

   第一ランウェイ中心（36°12’46.41”N 139°25’02.07”E） 

      高林給水塔    （36°14’51.04”N 139°22’06.67”E） 

      千代田      （36°12’26.01”N 139°29’13.82”E） 

      富士重工     （36°16’16.01”N 139°24’15.77”E） 

(4) 周回方向は気象状況により前日に予告し、当日の競技開始３０分前までに決定して発表

する。 

 

3. 参加 

(1) 選手としての参加資格は以下の条件を満たす者とする。 

a． 慶應義塾大学、東京大学、法政大学、明治大学、立教大学、早稲田大学に本拠をお

く各航空部のいずれかに所属し、大学航空部在部４年以内（ただし、在部４年以内

の大学院生等、事前の協議で認められた場合はこの限りではない）である者 

b． 有効な技能証明（自家用操縦士、または事業用操縦士、滑空機・上級）を所持して

いる者 

c． 銅章相当の技量を有し、競技に必要な能力を有する者 

d． 各校監督の許可を得た者 

(2) より多くの者に大会出場の機会を与え経験を積ませることで以後の大会の発展に寄与

することを目的として、前項条件のうちb.項c.項を満たさない者であってもオープン参

加することができる。但し、前項条件のb.項を満たさない者は有効な練習許可証を所持

し、また教官と同乗のうえ競技に参加するものとする。 

(3) 競技に参加する者は、所属大学航空部員からなるチームを編成し申し込むものとする。 

(4) チームにはチームリーダーを置く。チームリーダーはチームを代表して大会本部間との

連絡にあたるほか、チームを適切に統率、監督し、競技の円滑な運営に努力する。 

(5) 競技に参加する者は、集合日までに参加費を支払う。 

(6) 競技に参加する者は、第三者賠償保険１億円以上、傷害保険1000 万円以上の保険に加
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入契約するものとし、競技開始までに学生委員長により確認を受けなければならない。 

 

4. 競技機・装備 

(1) 競技機をはじめトレーラーや無線機、発航に必要な備品(Ｗリング・単索・ヒューズ・

プラグコネクションリング等)など、参加するために必要なすべての装備は、参加者が

準備するものとする。 

(2) 競技機については以下の通りとする。 

a． 競技機は、上級滑空機とし型式は制限しない。スタンダード機に関しては翼幅15m

とする。 

b． 競技機は、有効な型式証明を有するものでなければならない。 

c． 競技機の数は、各校３機までとする。但し同時に競技に参加できる機体は２機まで

とし、競技機の入れ替えを行う場合はラインナップ順の最後尾とする。 

d． 競技機は、競技開始までに規定された装備・点検が行なわれていることを学生委員

長により確認を受けなければならない。 

(3) その他の装備については以下の通りとする。 

a． 競技機には、ＨＦ無線機、ＧＰＳを搭載する。 

b． 競技機には、パラシュートを装備し、選手はこれを装着しなければならない。 

c． 競技機には、重心位置を調整するバラストを装備し、確実に固定されていなければ

ならない。なおウインチ曳航のため、水バラストの使用は禁止する。 

d． 競技機には、万が一場外着陸した場合に備え、原則として携帯電話を搭載する。 

 

5. 競技の運航 

(1) 競技は原則として、開始10：30、最終発航15：30、競技終了16：30 とする。但し、運

航管理委員で話し合って臨時の選手ブリーフィングを開き、選手ブリーフィングで反対

が出なかった場合には、これらの時刻を変更することができる。 

(2) 競技は当日出場したチームの全てが発航を終えた時有効とみなし、成立する。 

(3) 競技機の飛行は、離陸をもって始まり、着陸をもって終了とする。飛行成績は、競技機

の出発に始まり、到着または着陸をもって行なう。 

a.GPS判定においては、GPS解析ソフトによって表示される気圧高度を指示値、指示値に

キャリブレーション証明書類に記載された誤差を加えた値を補正値、補正値に基準点

における補正値と30mとの差を加えたものを校正値と呼ぶ。判定においては当該飛行

出発直前の妻沼滑空場地上で4秒以上静止した時を基準点とする。 

b.速度飛行の飛行時間は、スタート時刻からゴール時刻までとする。 

c.GPS校正値が離陸前に4秒静止しているものをQFE0mとし、QFE150mを超えた最初のプロ

ットをスタート時刻とする。ゴール時刻とは、定められたゴール範囲内に最初に記録され

たプロットから、20秒以内のプロットの示す時刻のうち、最初にQFE300m以上となったも

のとする。 

d.ゴールの際のQFE高度は、ゴール時のGPS校正値から、基準点でのGPS校正値を引いたも

のとする。この判定においては当該飛行着陸直後に4秒以上静止した時を基準点とする。 

e. 旋回点クリアーの確認は、GPSにより測定された経路がセクターゾーン内のプロットの

有無により判定する。 

6. 飛行成績・得点および表彰 

(1) 飛行成績と得点は、飛行距離と所要時間をもとに算出する。 

a． 個人の飛行成績は次の式により算出する。 

各選手１周目の得点(Aフライト)＝Rd(500＋500×Rv）×Rh1－Pdis 

各選手２周目以降の得点(Bフライト)＝Rd(500＋500×Rv）×Rh1×Rh2－Pdis (得

点計算方法例参照) 

Rd ： 距離得点係数 ＝各選手の飛行距離／当日の最大飛行距離 



55 

 

Rv ： 速度得点係数 ＝各選手の速度／当日の最高速度 

Rh1､Rh2  ： ハンディキャップ 

Rh1:  DISCUS、LS4、LS8、ASW24、SZD55 0.90 

 ASK23、ASK21、SZD51-1,ASK18 1.00 

 Ka-6、Pw-5、 1.05 

Rh2:  0.80 

Pdis ： 各選手の減点 

飛行距離 ：地図上の各点の座標から計測された距離 

飛行時間 ：離脱時刻から到着時刻または着陸時刻までに経過した時間 

飛行速度 ：指定された距離を飛行時間で割って得られる平均速度 

 

得点計算方法例 

 
b． 得点はa.項飛行成績をもとに計算し、順位を決定する。 

(a) 有効得点は、出場登録機体数に関わらず各校５周までとする。得点したフライ

トが６周以上となった場合、得点の高い順に５周を有効得点とする。 

(b) 個人の得点は、各個人の競技日毎のＡフライトの成績を得点とする。 

(c) ゴール判定に疑義がある場合は、一度に限り再ゴールを認める。再ゴールする

に当たってはピストの許可を得るとともに速やかに再ゴールする（連続旋回に

より高度を上げ直してはならない）。再ゴールした場合はそのフライトで判定

の良い方を採用する。 

(d) 個人の得点は、個人ごとの競技日毎のＡフライトの得点の合計とする。 

(e) 団体の得点は、チーム内の選手のＡフライト、Ｂフライトの合計とする。 

(f) 選手は１周目のフライトを取り消せば次のフライトを1周目とし、Ａフライト

とすることができる。Ｂフライトを選択後、Ａフライトを取り消すことはでき

ない。 

(g) 選手は発行前にＡフライトかＢフライトかピストに宣言しなければならない。 

(h) 2周目以降もＢフライトのRh2は0.8である 

(i) 採点の特例などは次のように定める。 

ｱ． 指定されたコースを、周回できず１ポイントのみ往復し、妻沼滑空場に着

陸した場合は、往復の距離点のみとし、速度点は与えない。 

ｲ． 競技終了時刻までにフィニッシュラインに到着又は着陸しない場合は最
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後の旋回点までの距離点のみを対象とし、速度点は与えない。 

ｳ． 妻沼滑空場以外に着陸したものは無得点とする。 

(j) オープン参加選手およびチームについては、各競技日の点数の算出は行うが個

人順位および団体順位からは除外する。 

c． 減点その他処分については次の通りとする。なお減点については基本的に個人の飛

行成績から控除するものとし、０点以下にはならないものとする。 

(a) GPS  

ｱ．GPSの提出時間切れ                                    －50点   

(b) ゴール通過高度 ゴール範囲内に記録された２０秒以内のプロットにおいて 

ｱ． 対地250m以上 300m未満(ﾉｰ･ｸﾞｯﾄﾞ)(但し500点以下にはならない) －50点 

ｲ． 対地250m未満(ネガティブ)  Rv＝0 

(c) セパレーション違反、他機妨害など 

ｱ． 競技期間を通じて1 回目の警告  警告 

ｲ． 競技期間を通じて2 回目の警告  翌日飛行停止 

ｳ． 競技期間を通じて3 回目の警告  以後失格 

(d) 低空飛行 

ｱ． 旋回点高度違反当日の得点から  －200点 

ｲ． 低空進入 個人総合得点から  －200点 

ｳ． 危険な低空飛行  当日失格 

危険な低空飛行とは第1ランウェイの中心、対地高度100ｍ地点から横軸(水

平方向)をx、縦軸(垂直方向)をyとしx:y＝25:1を下回る飛行とする 

前提として飛行の安全基準は選手の判断による。上記規定は安全を保障す

るものではない。 

(e) 高高度、空域違反 

ｱ． 制限高度、競技空域から脱したもの  当飛行無得点 

ｲ．  GPSから高度記録が判定できないもの  当飛行無得点

  

(f) 場外着陸 

ｱ． 飛行場、滑空場（第２ランウェー含）  当飛行無得点 

ｲ． その他場外  当日失格 

ｳ． 人身事故、第三者に被害を与えたもの  以後失格 

(g) 無線通信 

ｱ． ピストの指示に応答しないもの  当飛行失格 

(h) 危険な飛行 

ｱ． 過失  当日失格 

ｲ． 故意、技量未熟  全期間失格 

ｳ． 人身事故、機体が大修理に該当する事故当該チーム  以後失格 

(i) 基本操作不良 

ｱ． 急激なウインチ曳航の初期上昇 当日の得点から －100点 

ｲ． 場周飛行の高度または経路不良 当日の得点から －100点 

(j) その他規則・指示違反 

ｱ． 軽度の違反、過失 当日の得点から －50点 

ｲ． 規則違反、指示違反 個人総合得点から －100点 

ｳ． 重大な規則違反 個人総合得点から －200点 

(2) 表彰は、団体上位３チーム、個人順位６位までを対象に行う。 

(3) 審判委員は、競技の方法や判定に関する諸問題を裁断する。 

 

7. 安全義務と安全運航 
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(1) 大会期間中の飛行は全て航空法、令、規則により、安全に行なわなければならない。 

(2) 選手は飛行の安全のため万全を期さなければならない。特に、他競技機との間のいかな

る危険行為も避けることを絶えず留意しなければならない。 

(3) 緊急の場合は、この規則にかかわらず、選手は自己の安全のために最善の方法をとるこ

とができる。 

(4) 運行管理委員は競技の継続が危険と判断した場合はそれ以降の発航を停止することが

できる。また、停止期間が長く、競技に公平を欠く場合は、その日の競技を中止するこ

とができる。 

(5) 競技機に対する指示・連絡・通報などは、原則として滑空機専用周波数無線機を使用す

る。飛行中の競技機に対しては、運行管理委員以外の無線局及び全ての通信機器から、

指示・援助を与えてはならない。但し、緊急通信、救援活動のための通信、及び航空機

局と航空管制機関等との飛行の安全のための通信を除く。 

(6) 飛行は昼間有視界飛行方式（ＶＦＲ）のみとする。 

(7) 同一および接近する上昇風帯（以下「上昇風帯」と言う）における競技機相互間のセパ

レーションなどは次の通りとする。 

a． 先に旋回中の競技機を優先とする。 

b． 先入機と同一方向に同心円で旋回する。 

c． 相互に他機を視認できる位置を保つ。 

d． 相互の経路が交差する飛行をしない。 

e． 他機を視認できない場合は、高度、上昇率、位置、及び、移動方向などを無線で確

認する。 

f． 同一サーマル同高度によるガグルは2機までとする。同高度とは高度差150ｍ以内と

する。 

g． 同高度付近では、同一サーマル内でのガグルでない場合、最も接近する旋回経路の

間隔が500ｍ以上離れること。 

h． 100ｍ以上の高度差が無い場合、後続機は先行機と同一のサーマルにエントリーで

きない。 

(8) 競技機以外の航空機は、競技の進行中に、競技に影響を及ぼす可能性のある飛行をして

はならない。 

(9) オープン参加機は可能な限り競技機への妨害とならないように努め、必要であれば無線

で相互に確認の上、上昇風帯からの離脱を行うことが望ましい。ただし、場周経路内で

はこの限りではない。 

(10)制限速度などについて次の通りとする。 

a． 飛行速度は、各機の飛行規程に示された速度限界以内でなければならない。 

b． 曲技飛行など、大きな姿勢変化を伴う飛行を行なってはならない。 

(11)不時着などについて次の通りとする。 

a． 可能な限り不時着を避けるための飛行経路をとり、原則として600ｍ以上の高度を

維持する。 

b． 運航管理者は、周回コース周辺に場外着陸可能な場所を数ヶ所選定し、事前に掲示

する。 

c． 万が一に備え選手は、あらかじめ飛行コースの近辺に不時着場を設定し、必ず実地

踏査を行い、機体の回収方法についても検討しておく。 

d． 妻沼滑空場以外に着陸した場合には、電話により速やかに報告し、また選手はその

土地の所有者または管理者を調べ、本部に報告するものとする。 

e． 選手は、地図・救急用具・係留用具・携帯電話・小銭・電話メモなど、その他必要

な用具を搭載し、飛行の障害にならぬよう確実に固定しておく。 

(12)場周経路の周辺（滑空路中心線から２ｋｍ以内）の飛行について次の通りとする。 

a． 競技機が集中し、規定の高度差・距離が保てない場合は、次の競技機の発航を待機
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する。 

b． 運航管理委員は、高度500ｍ以下で滞空している競技機に他地域へ移動を命ずるこ

とができる。また、高度200ｍ以下で飛行している競技機に着陸を命ずることがで

きる。 

(13)機体が１機以上上空で滞空している状態でピストチェンジが必要となった場合、発航を

中止し、安全が確認された時点でピストチェンジを行う。手順は以下の通りとする。 

a． ピストはピストチェンジを完了しても、上空の機体は降ろさず、周回方向の変更も

行わない。 

b． ピストはゴール手前２kmの無線を受けた場合、発航を一時中断する。 

c． ピストはピストチェンジが完了し、ピストチェンジを行う前に発航した機体の全て

が着陸した時点で周回方向を変更し、無線で報告する。ただし、フィニッシュライ

ンの位置は変更しない。 

(14)報告の義務および無線通信について次の通りとする。 

a． 旋回点を通過する場合には、原則として直前に「位置・高度」を通報する。 

b． フィニッシュラインを通過する場合には、２ｋｍ以上手前で「位置・高度」を通報

し、運航管理委員の了解を受けなければならない。 

c． 外部から場周経路付近に進入する場合には、滑空路から約２ｋｍの地点で運航管理

者に確認し、飛行情報を確認後進入する。 

d． 競技機は、10 分間以上受信・送信が無い場合、運航管理委員と無線チェックを兼

ね「現在位置・高度」を通報する。 

e． 通信不能の場合には、直ちに滑空場に帰り、着陸しなければならない。通信不能機

は、ピスト横に来るまで翼を大きく振り、通信不能であることを表示する。 

f． 競技機の無線通信は、混信を避け必要最小限に行う。 

 

8. 競技運営 

(1) 競技委員は毎日選手ミーティングを開く。ミーティングには、各選手は必ず出席しなけ

ればならない。その際に掲示する飛行上・安全上の事項などは、補充規則として効力を

持つ。 

(2) 競技空域は妻沼滑空場を中心とした半径9ｋｍ区域内で、高度は妻沼滑空場を中心とし

た半径9キロ圏内のA空域4,500feet、B空域3,500feet以下とする。また周回コース上お

よびその付近では高度2000ft 以上とする。航空機局（VHF）を装備する競技機について

も、同一空域・同一高度範囲内で競技飛行する。 

(3) 発航方法はウインチ曳航とする。 

(4) 毎日の競技機の発航順位は前日の抽選によって決定する。当日の2 回目以降の発航順位

は場周に入った順番とする。この時、ダウンウインド上ピスト横のチェックポイント付

近の適切な位置でピストへ無線、または無線機が使用できない場合は定められた方法に

より着陸の意思を示した時点をもって場周経路への進入とする。 

(5) オープン参加機の競技開始時の発航順はオープン参加機のみで抽選を行い、競技機のラ

インナップ順最後尾に続く。但し、オープン参加機の発航は発航を控えている競技機が

ない場合に限る。 

(6) 競技機は、発航可能になってから３分以内に発航するものとする。ピストは発航可能に

なってから３分経過の警告を行う。出発機が警告後、３０秒以内に発航しない場合は、

その時点での最終発行順位とする。また、発行可能な状態とは、直前の機体の曳航索を

巻き取り、ウインチのパトランプが消灯した時点、またはリトリブが到着後索をショル

ダーに寄せた時点からとする。1 機を残して他の全機体が滞空した場合は、その１機の

後ろに着陸した機体がセットされた時から計測を開始する。但し、気象条件などにより

ピストが発行できないと判断した場合はこの限りではない。 

(7) 索切れなど曳航不調の場合には再発航することができる。その場合は、ただちに「キャ
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ンセル」を宣言して、すみやかに着陸しなければならない。 

(8) 競技機に搭乗する選手はラインナップした時点で変更してはならない。搭乗する選手を

変更する場合は一旦ショルダーし最後尾にラインナップし直さなければならない。 

(9) 旋回点・フィニッシュラインを通過するときは「先入機優先」とし、他機警戒について

十分な注意を払い、他機を妨害するような行為をしてはならない。旋回点では、周回方

向と同じ方向に旋回する。 

(10)フィニッシュラインは競技開始時のピスト横、滑走路直線状の高さ対地300ｍ以上を設

定した計測器の測定範囲内を指定方向から進入通過するものとする。 

(11)フィニッシュライン及び旋回点、妻沼滑空場を通過する場合は、運航管理委員の指示を

受けなければならない。またフィニッシュライン通過後は、運航管理委員の指示に従い

順次着陸するものとする。 

(12)競技は、主に第１滑走路下段（Ｂ、Ｃ、Ｄ）で行う。着陸機が数機重なって進入し危険

な場合は、第２滑走路に着陸を命ずることがある。 

(13)ＧＰＳについては、次のように定める。 

a． 使用するＧＰＳ本体、接続コード等は参加者が用意する。 

b． ＧＰＳはキャリブレーションを受け、気圧補正できるものとする。 

c． 「旋回点への到着」「到着」時の高度判定はGPSを使用する。 

d． 予備として2台目以降のＧＰＳの搭載を認める。なお、予備であっても以下ｅ.項に

準じた処置を行う。 

e． 使用手順を以下のように定める。 

(a) 使用するＧＰＳは、集合日にフライトデータの全消去並びに時刻表示について

各校学生委員の確認を受け、シリアルナンバーを登録する。 

(b) 競技開始前に審判委員並びにピストに提出し、各機体に搭載するＧＰＳのシリ

アルナンバーを登録する。 

(c) 競技終了後、ＧＰＳ及び接続コードを提出し、フライトデータをＧＰＳ本体か

ら抽出する。その際、ＧＰＳ解析ソフト「ＳＥＥ ＹＯＵ」で表示可能なファ

イル形式に処理する。 

(d) 抽出後、当該ＧＰＳのフライトデータが全て消去されていることを確認する。 

(e) 「ＳＥＥ ＹＯＵ」でフライトデータを表示し、「旋回点への到着」及びその

高度を確認する。 

(14)競技期間中に競技機が損傷を受けた場合には、運航管理委員に報告し、修理することが

できる。但し、事故扱いとなった場合には、調査が終了するまで現場を保存しなければ

ならない。 

 

9. 異議申し立て 

(1) 規定・細則の範囲外で異議がある場合、各校のチームリーダーで裁定を行う。同意が得

られない場合は競技委員の判断に委ねるものとする。 

(2) 成績・得点に関しての異議申し立ては、成績発表後２時間以内に口答及び文書によって

行う。審判員は関係者を集め事情を聴取し、裁定する。 

 

10. 安全対策 

(1) 組織体制 

a． 選手は、競技前日および当日朝のミーティングに必ず出席する。 

b． 集合日に技能証明・身体検査証・練習許可証を確認する。 

c． ウインチ、リトリブなどの要員の精神状態、健康管理に留意する。特にウインチ曳

航者は、厳選された者に担当させる。 

d． 学生委員が持ち場を離れる時は、その場の長の許可を得るとともに、必ず引き継ぎ

を行う。 
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e． 競技空域内を同時に飛行する機数は、選手の技量などに応じて制限する。 

(2) 運航（大会ピストの運営） 

a． ピストは飛行管制者と地上管制者で構成する。 

b． 滑空場の周囲は第三者の進入防止処置を厳重にする。 

c． 飛行中の競技機には必ず地上監視員をピスト近くに配置し、着陸まで監視させる。 

d． 進入中の機体がある場合には、着陸、停止し安全を確保した後に次機を発航する。 

e． 周回コース付近に場外着陸が可能な場所を選定し、掲示して選手に周知徹底する。 

f． 上昇気流が少なく、場周経路付近に競技機が集中し、規定の高度差、距離を保てな

くなる可能性のある場合は、次の競技機の発航を一時停止する。 

g． 場周経路付近およびその内側では、高さ２００ｍ（AGL）以下での連続旋回を禁止

する。 

h． 競技委員の指示に従わぬ者には着陸を命じ、減点とする。 

i． 万一重大事故が発生した場合、心理的動揺による二重事故を防ぐため、運航管理委

員は競技を中断し、順次着陸させる。 

(3) 参加選手 

a． 安全教育のテキストや各大学航空部または個人で所有しているサーマル旋回の技

術、空中接触防止の資料および場外着陸の要領などを集めてマニュアル化し、選手

全員に勉強させる。 

b． 選手はすべての場外着陸場を下見し、障害物や路面の様子、着陸方法、管理者、着

陸後の機体の搬出方法などを検討し、また途中の大きな目標を確認しておく。 

c． 出場選手が競技大会の雰囲気に呑まれないよう、教職員および同チームの監督、選

手同士でチェックする。 

(4) 整備 

a． 参加機は集合日に、耐空証明、登録証明、航空日誌の検査を受ける。 

b． 競技機の装備および搭載物は、各機の飛行規程に定められたものであること。 

c． 競技機は毎日競技開始前にチェックリストにより点検し、そのリストをピストに提

示する。 

d． ウインチは毎朝チェックリストにより点検する。 

e． 索のエンドセットは基準に適したものを使う。 

(5) 気象 

a． 気象条件は、日本学生航空連盟の滑空スポーツ訓練実施規則３８～４１を厳守する。

(VMCであること、正対風１０m/s 以下、危険な乱流がない、横風４m/s 以下で曳航

索が場外に落下する恐れがないこと、競技区域内に落雷の危険がないこと) 

b． 有視界飛行方式に従うほか、具体的に次の条件を満たすものとする。 

(a) 滑走路の北西約5km の刀水橋、南東約5.5km の利根大堰が見えること。 

(b) 妻沼滑空場上空から、当日の旋回点付近が視認できること。 

(c) シーリングは１０００ｍ以上であること（雲上飛行は行わない）。 

(d) 平均風速１０m/s以下、横風成分４m/s以下、背風成分２m/s以下の全てを満た

すこと。 

(6) 競技空域 

a． 競技機は危険な場外着陸を避けるため、高度６００ｍ（AGL）以下では安全に着陸

できる場所から離れてはならない。 

b． 競技機には、ＧＰＳの搭載を義務づける。飛行後に記録を確認し、規定された高度

範囲内で飛行したことを証明する。 

(7) 他航空機との調整 

競技空域付近を飛行する航空機との調整は次の通り行う。 

a． 米空軍横田基地 

(a) 妻沼付近は米軍の管轄する空域のため、自衛隊入間基地を経由し、横田ラプコ
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ンに情報を提供し、競技空域付近を飛行するIFR 機に注意を促す。 

b． 航空自衛隊入間基地 

(a) 入間基地を使用する自衛隊のVFR 機は妻沼付近を通過するため、入間基地総隊

司令部飛行隊および管制隊に毎日競技内容を連絡し、同隊の協力により自衛隊

機は競技空域を避けて飛行する。 

(b) 入間管制隊は横田基地管制隊と妻沼ピストとの中継に協力する。細部は別紙

「横田基地、入間基地との調整」参照。 

c． 国土交通省東京航空交通管制部 

(a) 空域使用については事前に説明し、大会初日と最終日に連絡する。 

d． 国土交通省東京空港事務所運用課 

(a) 航空法第６０条の申請をし、許可を得る。 

(b) ノータムの発行を依頼する。 

(c) 競技機のフライトプランを一括提出する。 

(d) 民間訓練試験空域KK４－３の使用予定を確認する。 

(e) 競技空域付近を飛行する航空機との調整は次の通り行う。 

(8) 無線通信要領 

a． グライダーの専用周波数の無線機を使用する。 

b． 呼出名称は次の通りとする。 

(a) ピスト・・・「妻沼ピスト」 

(b) 旋回点・・・「給水塔」「千代田」「富士重」 

(c) 競技機・・・あらかじめ定められたコールサインを用いる。 

c． 専用滑走路の名称は次の通りとする。 

(a) ランウェイ・・・北側＝「１４（ワン・フォー）」南側＝「３２（スリー・ツ

ー）」 

(b) 着陸帯・・・・・土手側＝「Ｂ（ブラボー）」中央＝「Ｃ（チャーリー）」川

側＝「Ｄ（デルタ）」  ＜なおＡ（アルファー）は現在使われていない＞ 

d． 速度、高度はメートル単位に統一する。全機メートル計器を装備する。 

e． 競技機は次の通り報告の義務を負う。 

(a) 旋回点を通過する場合は必ず直前にピストに「位置、高度」を報告する。 

(b) ゴールライン通過は約２km 手前で「位置、高度」を通報し、了解を受ける。 

(c) １０分以上受信がない場合は無線チェックを兼ね「位置、高度」を通報する。 

(d) その他、不必要な交信は行わない。 

f． 場周経路への進入 

(a) 競技機は場周経路へ進入する際、チェックポイント通過時にピストと交信を行

う。 

g． 無線通信不能 

(a) 競技機は、無線通信不能の場合、直ちに着陸する。当該機はピスト横に来るま

で、翼を左右に大きく振りながら飛行し、通信不能であることを明示する。 

(b) ピストは赤白旗の合図により、他機に優先し着陸させる。合図は次の通りとす

る。 

ｱ． 白旗を振る・・・・「着陸してよい」 

ｲ． 赤白旗を振る・・・「障害物あり、注意」 

ｳ． 赤旗を振る・・・・「危険を回避して着陸しなさい」 

h． めぬま・フライトサービス 

(a) 飛行援助用航空局（呼出名称：めぬま・フライトサービス 周波数：１３０．

５ＭＨz）は、ピストでこれを管理する。 

(b) 滑空場周辺を飛行する他の航空機に対して、期間中の競技飛行状況を提供し飛

行の安全を確保する。 
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(c) 競技機のうちVHF を搭載する機は、めぬまフライトサービスと正常に交信でき

ることを競技開始前に確認せねばならない。 

(9) ミーティング 

a． 運航管理委員は、事前の選手ミーティング、および集合日から最終日まで毎日の定

められた時間、競技会本部（妻沼訓練所事務所）ないし学連で、選手全員に対して

次の事項を説明する。 

(a) 集合日 

ｱ． ライセンス、身体検査証、練習許可証、航空日誌、保険証などの確認 

ｲ． 競技規則、細則、安全対策の確認 

ｳ． 周回コース速度競技の実施要領の説明、質疑 

ｴ． 競技実施空域および管制機関との連絡要領 

ｵ． 緊急時の対応要領 

ｶ． 無線通信要領 

ｷ． 滑空場の使用要領 

ｸ． 機材の準備状況 

ｹ． 開会式要領 

ｺ． 出場選手最終決定発表 

ｻ． 学生委員の役割分担、配置など 

(b) 競技期間中 

ｱ． 当日の得点発表 

ｲ． 当日の飛行状況について反省（運航委員からの指示、選手からの要望など） 

ｳ． 翌日の気象予報 

ｴ． 翌日の競技予定 

ｵ． 発航順位の抽選など 

(10)ブリーフィング 

a． 運航管理委員は、競技実施日は飛行開始の３０分前に滑空場ピストで、選手、学生

委員に対し、次の事項を説明する。また気象条件などにより競技が中断される時は

必要に応じてブリーフィングを行う。 

ｱ． 気象解説 

ｲ． 本日の競技コース発表 

ｳ． 運航指示 

ｴ． 機体点検確認 

ｵ． 選手の健康状態確認 

 

(11)運航管理委員ミーティング 

a． 期間中毎日、競技終了後、競技会本部（妻沼訓練所事務所）で、運航管理委員全員

が、当日の競技結果と翌日の予定および注意事項などを協議する。 
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  佐 藤 大 祐       寺 本 進   

                

                

明治大学体育会航空部部長     慶應義塾體育會航空部部長 

            

  小 林 健 一        足 立 修 一   
                

                

早稲田大学航空部部長     法政大学体育会航空部部長 

            

  内 田 健 康       日 高 光 信   
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東京六大学対抗グライダー競技会最終成績 

発表 東京六大学対抗グライダー競技会実行委員会 

 

第１回 

団  体 

優勝慶應義塾大学0 点 

〃東京大学0 点 

〃法政大学0 点 

〃明治大学0 点 

〃立教大学0 点 

〃早稲田大学0 点 

 

第２回 

団  体                   個  人 

優勝  慶應義塾大学 5089 点    優勝  山畑裕一 慶應義塾大学 2761 点 

準優勝 早稲田大学  3308 点    準優勝 会田嘉彦 慶應義塾大学 2328 点 

第３位 法政大学   2615 点    第３位 熊倉裕介 法政大学   2045 点 

第４位 東京大学   850 点     第４位 富岡祐一郎 早稲田大学  1817 点 

第５位 立教大学   500 点     第５位 若松瑠利 早稲田大学  1411 点 

第６位 明治大学   0 点      第６位 金子 元 東京大学    850 点 

 

第３回 

団  体                           個  人 

優勝  慶應義塾大学 4506 点   優勝  大貫 大  早稲田大学  3413 点 

準優勝 早稲田大学  3794 点   準優勝 谷口伸之  慶應義塾大学 1907 点 

第３位 法政大学   2921 点   第３位 有坂 徹  慶應義塾大学 1649 点 

第４位 立教大学   1017 点   第４位 小柳慶太郎 法政大学   1618 点 

第５位 東京大学   234 点    第５位 町田和隆  法政大学   1303 点 

第６位 明治大学   0 点     第６位 上野嘉久斗 慶應義塾大学  950 点 
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第４回 

団  体                        個  人 

優勝  慶應義塾大学  8458 点             優勝  中西祐介   慶應義塾大学  3354  

準優勝 早稲田大学    4001 点            準優勝 小野浩弥   早稲田大学   2681 点 

第３位 法政大学      3207 点            第３位 田村有加理 法政大学     2534 点 

第４位 立教大学       248 点            第４位 大和健吾   慶應義塾大学  2519 点 

第５位 明治大学         0 点            第５位 松本雄一   慶應義塾大学  1635 点 

第６位 東京大学       棄権              第６位 神谷憲一郎 慶應義塾大学   950 点 

 

 

第５回 

競技不成立 

 

 

第６回 

団  体                         個  人 

優勝   慶應義塾大学  2008 点           優勝  五十嵐健大  慶應義塾大学  1386 点 

準優勝  立教大学       900 点           準優勝 加藤勇人   立教大学       900 点 

第３位  法政大学       810 点           第３位 山野澄人   法政大学       810 点 

第４位  早稲田大学     500 点           第４位 渡部祐介   慶應義塾大学   622 点 

第５位  明治大学         0 点           第５位 大渕泰斗   早稲田大学     500 点 

 

 

第７回 

団  体                         個  人 

優勝   早稲田大学      3028 点          優勝  里見佑太   慶應義塾大学  2167 点 

準優勝  慶應義塾大学    2167 点         準優勝 町田清仁   早稲田大学    1500 点 

第３位  法政大学        1096 点         第３位 福田由香里 早稲田大学    1298 点 

第４位  立教大学         331 点         第４位 中野将和   法政大学      1096 点 

第５位  明治大学         281 点         第５位 岡山 薫   立教大学       331 点 

第６位  東京大学          棄権          第６位 揚張雅行   明治大学    281 点 
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第８回 

団  体                  個  人 

優勝    早稲田大学   1321 点            優勝   尾松 俊   東京大学     850 点 

準優勝   東京大学      850 点          準優勝  田口陽子   早稲田大学   838 点 

第３位   慶應義塾大学  723 点           第３位  山下貴也   慶應義塾大学 723 点 

以下同率  法政大学     0 点            第４位  八木志奈子 早稲田大学    483 点 

以下同率  明治大学      0 点 

以下同率  立教大学      棄権 

 

第９回 

団  体                 個  人 

優勝    慶應義塾大学  19449 点          優勝  家村耕一   慶應義塾大学  5918 点 

準優勝   早稲田大学    14293 点         準優勝 大堀宏海   慶應義塾大学  5464 点 

第３位   法政大学      12146 点         第３位 長町隆介   慶應義塾大学  4501 点 

第４位   立教大学      1411 点          第４位 西田周平   早稲田大学    4145 点 

第５位   東京大学        棄権           第５位 増子慎一郎 慶應義塾大学  3566 点 

明治大学 オープン参加                   第６位 大川直也   法政大学      3548 点 

 

第１０回 

団  体        個  人 

優勝  慶應義塾大  13295 点        優勝 増田塁  慶應義塾大学   4858点 

準優勝 早稲田大学  11313点        準優勝 西野純貴 早稲田大学  4444点 

第 3位 法政大学   3326 点        第 3 位 奥田徳幸 慶應義塾大学 3591点 

第 4位 東京大学   2388 点        第 4 位 柳澤知則 法政大学   3326点 

明治大学 オープン参加             第 5位 西山航平 早稲田大学  2542点 

第 6位 金子泰徳 早稲田大学  2462点 

 

第１１回 

競技不成立 
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第１２回 

団  体        個  人 

優勝  慶應義塾大学 11048 点     優勝 後藤真徹  慶應義塾大学  4858 点 

準優勝 法政大学      5248点      準優勝 星野佑介 慶應義塾大学  2781点 

第 3 位 東京大学    5000 点       第 3 位 舩曳直志 慶應義塾大学  2751 点 

第 4位 明治大学    1593点      第 4位 三木原悠介 法政大学   2748点 

第 5 位 立教大学    1008 点        第 5 位 東和弘  東京大学     2678 点 

第 6位 小林脩平 慶應義塾大学   2536点 

 

第１３回 

団体    個人 

優勝   慶応義塾大学 21288点   優勝   森研人    慶応義塾大学  6311点 

準優勝  早稲田大学  17482点   準優勝 和田 悠介 早稲田大学    6117点 

第 3位  東京大学   11815点   第 3位 後藤 真徹 慶応義塾大学 5977点 

第 4位  明治大学   5158点    第 4位 岡本 一秀 東京大学    5826点 

第 5位  松浦 貴之 早稲田大学     4755点 

第 6位  舩曳 直志 慶応義塾大学   4573点 

 

第１４回 

団体    個人 

優勝   早稲田大学  5945点   優勝   岩崎竜平        明治大学  2900 点 

準優勝  慶応義塾大学 5475点   準優勝 岩澤 秀岳   慶應義塾大学  1964 点 

第 3位  明治大学   4604点   第 3位 渡邉 孟子     早稲田大学  5977 点 

第 4位  東京大学   1221点      第 4位 田中 雅士   早稲田大学  5826 点 

第 5位   法政大学   1081点   第 5位 浅場 友里子 慶應義塾大学 1523 点 

第 6位  小柳 良太      早稲田大学  1362点 
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○ 会 場 案 内 

 

 

高崎線熊谷駅下車『葛和田』行バス20分『葛和田上宿』下車 
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お礼のあいさつ 

 

東京六大学対抗グライダー競技会も今年で第 15を迎えました。 

これも関係者各位の方々からのご支援，ご協力の賜物であり，この場をお借りしまして

深く感謝申し上げます。 

 そして，来年以降も東京六大学が一体となり，本競技会ひいては学生航空界をさらに 

発展してもらいたいと強く願っております。 

 今後とも学生の活動に対しまして、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い致します。 

 

第 15 回東京六大学対抗グライダー競技会 

実行委員会学生委員長 大野雅 

( 法政大学航空部主将 ) 

 

 


