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己で創る『カッコいい』
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「横浜国⽴⼤学男⼦ラクロス部はどういう集団ですか︖」

これに対し私たちはこう表現します。⼰で創る「カッコい
い」を⽬指す集団だと。「⼰で創る」の部分が私たちの主
体性を表しています。⾼校までの監督やコーチに指⽰をさ
れた練習をする部活とは違い、⾃分たち学⽣主体でチーム
の⽅針から毎⽇の練習までのすべてを運営しています。主
体性を持って活動することで、⼤学を卒業し社会に出た時
にも⾃分で考え、⾏動することができる⼤⼈になることに
つながります。主体的に部活動を運営することは簡単では
ないですが、主体的に⾏動することで物事に責任感を持つ
ようになり、そのことは⾃⾝の⼤きな成⻑につながります。

「カッコいい」の部分が⽬標達成を⽬指す集団であるこ
とを表しています。私たちは⽬標を掲げ、それをクリアす
るために考え、努⼒する過程を通じて成⻑しています。そ
のような姿を「カッコいい」とは思いませんか︖今年度は
⼀部昇格を⽬標に掲げ活動しています。⼀部昇格するため
なら全体練習はもちろん、⾃主練習やウェイトトレーニン
グでも妥協はしません。「ラクロスを楽しむ」だけではな
く真剣に⽬標を達成するために活動しています。⽬標達成
のために活動する過程でうまくいくこともいかないことも
あるけれど、その経験は⾃⾝の⾃⽴にもつながります。⽬
標達成を常に⽬指し続けることで「カッコいい」⾃⽴した
⼤⼈になることができます。

このように私たちは⾃分で努⼒することで成⻑し、⽬標
を達成することで“⼰で創る「カッコいい」”の実現を⽬指
してます。カッコいい⼤⼈とカッコ悪い⼤⼈のどっちにな
りたいですか︖⾃分の⼒でカッコよくなるのと他⼈の⼒で
カッコよくなるのどっちがいいですか︖私たちとラクロス
を通して⾃分の⼒で「カッコいい」⼤⼈になりましょう。
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＜チーム紹介＞

名称︓横浜国⽴⼤学男⼦ラクロス部
チーム名︓RAPTORS
所属リーグ︓関東学⽣ラクロスリーグ２部
部員︓プレイヤー ４年8⼈ ３年１２⼈

２年3⼈ 計２３⼈

スタッフ ４年４⼈
２年１⼈

３年５⼈
計１０⼈

＜RAPTORSとは＞

RAPTORは「猛禽類」という意味

隼のように速く、そして鷹のように強いラクロスにより
フィールドを制圧する

あらゆる困難に対し本気で⽴ち向かい、不屈の精神で乗
り越えてゆく

＜戦績＞

２０１４年関東学⽣ラクロスリーグ２部６位 ２０
１５年関東学⽣ラクロスリーグ２部４位 ２０１６年
関東学⽣ラクロスリーグ２部５位 ３部降格 ２０１７
年関東学⽣ラクロスリーグ３部１位 ２０１８年関
東学⽣ラクロスリーグ３部１位 ２部昇格 ２０１９年
関東学⽣ラクロスリーグ２部３位

＜チーム理念＞

『奮』
⼰を奮い⽴たせ〜Gather up〜
仲間を奮い⽴たせ〜Incite〜
観る者すべてを奮い⽴たせる〜Impress〜

• 常に⾃信・勇気・闘争⼼を持ち、⽬の前の相
⼿に対し果敢に勝負を挑む

• 共に戦う仲間を⿎舞し、フィールド・スタン
ド⼀丸となり、⼈々の⼼に刻み込まれるラク
ロスを追い求める

• 何事にもひたむきに且つ全⼒で取り組み、⾼
い⽬標に対し、野⼼・挑戦⼼・向上⼼により
粘り強く努⼒し続け、周囲を巻き込んでいく

• RAPTORSのあらゆる活動が⼈々の共感を得る
ことで、常に応援される集団を⽬指す

＜２０２1年度⽬標＞

『一部昇格』

＜２０２1年度スローガン＞

『Contrail』
「Contrail」は、直訳すると「飛行機雲」であり、
Raptors が⾶⾏機雲のようにまっすぐ前進し、
⼀部昇格を掴み取り、また、昨年のスローガンで
あるDeep Impactの後継馬であり、今後伝説的
に強くなると期待されていることからラクロス界に衝
撃を与えて歴史を刻むといった想いが込められて
います。
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GM 安⽥佳弘

HC 鈴⽊章悟

主将 小川貴之

スタッフリーダー 松崎莉子

新⼊⽣の皆さん，ご⼊学おめでとうございます．
こんにちは．男⼦ラクロス部主将を務めます小川貴之です．
男⼦ラクロス部は関東リーグが１部，２部，３部とある中で２部に
所属しており，１部昇格を⽬標にプレイヤー３１名，マネジャー１
３名で活動しております．急ですが，この部活に対して感じている
ことを書こうと思います．それは環境がとても恵まれているという
ことです．きれいな⼈⼯芝でプレーできる環境があり，OBOGから
の⽀援，就活のサポートがあり，GMやHC，各ポジションのコーチ
がいて，そして何より⼀部昇格という⽬標に向かって本気で向き合
う仲間がいます．このような環境はなかなかないし，この環境だか
らこそ学べる事がたくさんあります．⼤学４年間を男⼦ラクロス部
に捧げる価値はあります．価値があるかどうか判断するのは皆さん
ですが，皆さんがこの部活を選び，⼀緒に１部昇格を⽬指したいで
す．少しでも興味がある⼈はぜひ⼀度男⼦ラクロス部に来てくださ
い︕皆さんのことを待ってます︕

新⼊⽣の皆さん、⼊学おめでとうございます。
スタッフリーダーの松崎莉子です。今、皆さんはどんな4年間をイ
メージしていますか︖⼤変だった受験期を超え、明るく楽しい学⽣
⽣活をイメージしてる⼈や、地元を離れて少し不安を感じている⼈、
様々だと思います。⼤学⽣は本当に⾃由です。広い選択肢、決定権
は⾃分、たくさんの挑戦できる環境。そして、男⼦ラクロス部もそ
の環境のうちの１つです。⼤学の４年間、それは『これからの⼈⽣
に 必要か否か』そんな難しいことを考えずにがむしゃらに挑戦でき
る
唯⼀の期間だと私は思っています。わたしはラクロス部を通して、
それが出来ていると感じています。⼊学時に描いていた⼤学⽣活と
は違っているけど、私にとっては価値ある選択だったと思います。
ラクロス部には⽴場関係なく挑戦し、輝ける環境があります。部活
経験の有無は関係ありません。私達と⼀緒に、唯⼀無⼆の経験を
作っていきませんか︖皆さんの⼊部お待ちしてます︕

新⼊⽣の皆さん、ご⼊学おめでとうございます。
RAPTORSゼネラルマネージャーの安⽥と申します。昨年までヘッド
コーチを務めておりましたが、今年からはGMとして、OB会やチーム
関係者も含めた部全体の責任者という⽴場でチームの活動をサポー
トさせて頂いています。皆さんには現在多くの選択肢があるかと思
いますが、⾼い⽬標に向かってチャレンジを認め合い、学⽣が主体
的にチームを創り上げていくRAPTORSには、メンバー１⼈１⼈が卒
業後も社会で活躍するための成⻑環境が整っています。私⾃⾝も⼤
学時代は⼤半のエネルギーをこの部活動に注ぎ込みましたが、⾃ら
考え熱く議論し挑戦を繰り返す経験と、その経験を共にする最⾼の
仲間を得られることが当部で4年間を過ごす最⼤の価値だと確信して
おり、強い絆で繋がった仲間は卒業して９年経った今でも私にとっ
て最も誇れる財産です。
このRAPTORSという環境で最⾼の仲間と共に成⻑し、最も熱い学⽣
⽣活を送りましょう。

新⼊⽣の皆さん、ご⼊学おめでとうございます。HCの鈴⽊章悟で
す。
早速ですが、皆さんは⼈の"⼼"を動かせる⼈になりたいですか︖たく
さんの⼈を前向きにさせたり、悩んでいる友達や仲間の後押しをし
たりと。恐らく、「はい」と答える⼈がほとんどでしょう。
皆さんも⼀度はこう思った事があるはずです。
「あの⼈が⾔うならやってみよう」
私は、これこそが⼈の"⼼"を動かす本質だと考えています。そして、
あの⼈に共通するのは⾃分にとって「今」が尊敬出来るか否かだと。
周りへの向き合い⽅、⽇頃の姿勢や⾔動、能⼒などの様々な「今」
が尊敬出来るからこそ、"⼼"を動かされ次の⾏動に移すのではないで
しょうか。
⼤学⽣の部活動において⼀⼈で出来る事は本当にわずかです。です
が、その⼀⼈が「今」出来る事を磨き上げた先の「未来」には、尊
敬され、たくさんの⼈の"⼼"を動かす⼒が必ず付きます。そんな⼒を
⼿に⼊れたいと少しでも"⼼"を動かされたら、是⾮男⼦ラクロス部に

５ 来て下さい。必ず後悔はさせません。 ６



８⽉ サマーステージ

フレッシュマンだけで⾏われ
る⼤会の⼀つ⽬。⼊学してか
らは、基本的にこの⼤会に向
けて練習に取り組む。

１２⽉ ウィンターステージ

サマーに次ぐフレッシュマン
の⼤会。ここからはロングス
ティックも登場し、コートも
正規のものでプレーする。

８⽉ 夏合宿

RAPTORSだけで⾏われる⼭中
湖での試合合宿。リーグ戦に
向け、ラクロスだけではなく、
チームとしても⼀つになって
いく。

８〜１０⽉ リーグ戦

夏〜秋にかけて⾏われる、
関東学⽣リーグ。すべては
この舞台で結果を残すため
に我々は⽇々練習に励んで
いる。

２⽉ つま恋SPRINGCUP

新チームが始まってからの最初
の腕試し。全国から各⼤学が集
まり、試合を⾏う。各ポジショ
ン表彰や、MVP、⼀発芸でのグ
ランプリもある。

５〜６⽉ フレッシュマンキャンプ

毎年、フレッシュマンだけが
集まり、ラクロスの練習や、
試合を⾏う合宿。他⼤学の選
⼿との交流もある。

５⽉ あすなろカップ

フレッシュマンの最後の⼤会。
この⼤会が終わり次第、ユース
メンバーが確定する。

入部
新入生に向けて、今年一年の年
間スケジュールをま とめま した

７ ８
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ラクロスとはどのようなスポーツか︖

ラクロス男⼦競技では、それぞれ１０⼈からなる２つの
チームが得点を競う。男⼦ラクロスの⼤きな魅⼒は、プ
レーのスピード感や、激しいボディコンタクトにある。
⼤きなフィールドをいっぱいに使ったパス展開、オフェン
スからディフェンス、また、ディフェンスからオフェンス
への素早い切り替え、ゴール前での体のぶつかり合いや、
緊迫感あふれる駆け引きの攻防等は、ラクロスを特徴づけ
るものである。
また、ゴールの裏のスペースも使うことができる点が他の
球技にはない⼤きな特徴である。

Faceoffer

Midfielder
攻守ともに活躍するゲー
ムメイカー。フィールド
全体を駆け回るため、最
も体⼒を必要とする。

各クォーターの初めと得
点がある度に、フィール
ドの中⼼でボールを奪い
合う、瞬間の勝負師。

Defender
守りの専⾨家。鋭い
チェックや、激しいボ
ディコンタクトでボール
を奪う。ロングスティッ
ク(約１８０㎝）を使⽤。

Goalie
守りの最後の砦でDFの司
令塔。セーブに特化した
⼤きなクロスを使い、相
⼿ショットを⽌め、ゴー
ルを守る。

Attacker
攻撃の専⾨家で、最前線
に位置する。オフェンス
をコントロールし、相⼿
DFを翻弄して、得点する。

＜

＜

G

９ １０



教育学部
4年スタッフ
村井加奈

経営学部
３年プレーヤー
内村光太郎

理⼯学部
4年プレーヤー
⼆宮聡太

12:00~13:00

13:00~16:10

16:30~17:00

17:30~22:00

23:00~24:00

6:45~8:30 朝練

8:50~12:00 授業

24:00~ 就寝

5:00 起床

7:00~10:00 朝練

10:00~12:00 自主練

12:00~13:00 昼⾷

13:00~14:00 ドライブ

14:00~18:00 買い物

19:00~20:00 ⼣⾷

20:30~21:30 帰宅

22:00~ 就寝

11:00~11:30

12:00~13:00

13:30~14:30

15:00~16:30

8:30~9:30 ⾃主練

調理

昼⾷

昼寝

筋トレ

17:00~23:00       バイト

23:30~24:00

23:00~23:30 帰宅

風呂

24:00~ 就寝

6:40トレーナー集合

7:00〜8:30 朝練

8:50~12:00 授業

13:00~16:00

17:00〜18:00

18:30~23:30

12:00~13:00 昼⾷

空きコマ
映画鑑賞

昼寝

バイト

24:00 帰宅

25:00~ 就寝

下宿生の休⽇

7:00 起床

実家⽣の土⽇スタッフの平⽇

6:00 起床

理⼯学部
３年プレーヤー
⻄村瑠⾺

下宿⽣の平⽇

6:00 起床

１５ １６

バイト

移動

動画反省

昼食

授業



Q&A Q&A

新⼊⽣

新⼊⽣

新⼊⽣

新⼊⽣

新⼊⽣

センパイ

センパイ

センパイ

センパイ

センパイ

あ、もう、⼊部します︕︕︕なるほど、、、

１７ １８

新⼊⽣

部活ってお⾦がかかるってよ
く聞くんですけど、どうなん
すか︖

センパイはラクロス部のどん
なところが好きすか︖︖

ラクロスは特に道具を使うし、
最初はアパレル代や、合宿費な
どで結構かかる︕

バイトと勉強、部活の両
⽴って出来るんすか︖

練習は基本午前中に終わるか
ら、バイトも勉強にあてる時
間はたっぷりあるよ。

センパイは何でラクロス部に
⼊ったんですか︖

センパイ

居⼼地の良さ︕あと、先輩の
普段の姿と、試合での熱量の
ギャップに惹かれた︕

先輩後輩の壁がなく、⽬標達
成のためならみんなが意⾒を
⾔い合える環境かな︕

⼀⼈暮らししながらで、忙し
すぎたりしないですか…

部員は⼀⼈暮らしの⽅が多い
よ。みんな家事はしてるし⾃
由時間もとれてる︕

実家⽣でも早起きできます
か︖

早起きが苦⼿な実家⽣もいる
けど、部活を意識してなかな
かみんな遅刻しない︕



同期や、先輩後輩、他⼤

の友⼈など交友関係

組織マネジメント能⼒が⾝につ

いた
⾃⼰の成⻑(思考⼒、課題解決能⼒

など）

⼤学⽣活が充実した

(ラクロス以外でも）

本気で熱くなれるも

のが⾒つかった

就職で有利 その他
⼊部してよかったこと

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

私にとってラクロス部で過ごした４年間は、ただ気の合う友達ではなく、好
き嫌いを超えた仲間と目標に向かって試行錯誤した学びの多い期間でした。

大学生にもなると性格や価値観もはっきりとし、人との相性が明確になる
と思います。そのため大学では似たような雰囲気の人たちが集団を作って
過ごしています。価値観の近い友人を見つけて「人生の夏休み」を満喫する
ことも大学時代にしかできないことの一つです。ただ、わたしにとって最も大
きな学びとなったと感じたことは、価値観の違う仲間と意見をぶつけ合いな
がら同じ目標に向けて本気で試行錯誤したラクロス部での経験でした。価
値観の違いからの衝突や馴れ合いでないからこそのストレスなど、楽しかっ
たとは言い切れないこともたくさんあります。それでもなお、チームの一員と
して理念を体現し、目標を達成したいと言う圧倒的な熱意を持った人がラク
ロス部に所属しています。

皆さんにとってラクロス部が最高の成長の場になると私は確信しています。

２８期（21年卒）北⼭柚樹
シャープ株式会社

新入生の皆さん、この度はご入学おめでとうございます。

大学生活は、振り返るとあっという間で大きく成長した４年間でした。ラ
クロス部の仲間やラクロスを通じて関わった人、学部の友達、バイトの仲
間、関わった全ての人から学び、支えられ、大きく成長できたと強く感じ
ます。

大学は自由です。自由ということは、己で決断を下し、行動していく必
要があるということです。そして、その決断を左右するのは、周りの環境
であり、また、周りの支えがあってこそ行動を起こせます。大学は自由で
あるからこそ大きな可能性があり、その可能性を実現させるには必ずや
周りの環境が大切になってくると思います。

入学して最初にまず自分で大学４年間を過ごす環境を決めると思いま
す。ぜひ、いろんな団体を見て自分に合った環境を選択し、充実した大
学生活を送ってください。そして、もし、自分を大きく変えたい、最高の仲
間が欲しい、何か本気で取り組みたいと思う人は男子ラクロス部に足を
運んでみてください。最高の環境があなたを待っているでしょう。

私は大学生になるまで積極的にこうどうしたりすることは苦手で、そんな
自分を変えようと、眩しいほどに活発だと感じたラクロス部に入部しました。

ラクロス部には前向きに挑戦し続けるかっこいい人たちがたくさんいます。

入部当初、私は無力な自分に落ち込み、辛い時期もありましたが、周り
の仲間に刺激され、努力し続けることができました。

その結果、自信を持って楽しみながら積極的に部活に取り組めるように
なり、自分自身大きく変化したことを実感しました。

部活に限らず、仲間と一緒に何かに打ち込むことはきっと皆さんにとって
大切な経験になるのではないかなと思います。

新入生のみなさんが素敵な大学生活を送ることができるよう、願っていま
す！

２8期（21年卒）溝部ほのか
日本電気株式会社(NEC)

28期（21年卒）中島⼤輔
株式会社きんでん

１９ ２０

OB・OGより新入生へ



［ 求 ム ］

共に目指そう。

自分だけの
「カッコいい」を。

大学で何かを成し遂げたい君。
高校で部活に打ち込んだ君。
スポーツが好きな君。
本気で何かにチャレンジしたい君。
充実した４年間を過ごしたい君。
自立した大人になりたい君。

男子ラクロス部は共に戦い成長する
プ レ イ ヤ ー 、 ス タ ッ フ を 募集しています。
ぜひ一度、見学・体験に来 て く だ さ い 。

男子ラクロス部一同より


