
歯 学 体 報 告

【バドミントン部門】

デンタルバドミントン部門は、８月２日から横

須賀アリーナで行われました。男子団体、女子団

体共に決勝トーナメントに進出することができま

したが、両方決勝トーナメント１回戦で敗退とい

う結果でした。しかし、女子団体はあと少しでベ

スト８入りできるチャンスがありました。来年は

この悔しさをバネに練習し、今年以上の成績を残

してくれると信じています。個人戦は６年生の頑

張りが結果に現れました。下級生にはとてもよい

練習目標になったはずです。大会会場にはOB、

OG の先生方がたくさん応援に来てくださいま

した。また、このデンタルのために多くの先輩、

先生方から御指導、御支援をいただきました。本

当にありがとうございました。

男子

団体 予選リーグ

新潟大学 １―４ 日本大学松戸歯学部

新潟大学 ５―０ 鶴見大学

新潟大学 ５―０ 朝日大学

２勝１敗 予選通過

決勝トーナメント１回戦

新潟大学 ０―３ 日本歯科大学新潟歯学部

個人 シングルス ３回戦敗退

小林（６年）、山本（５年）、岡田（２年）

ダブルス ベスト16

小林（６年）・山本（５年）ペア

女子

団体 予選リーグ

新潟大学 ２―０ 日本歯科大学

新潟大学 ２―０ 大阪大学

２勝０敗 予選通過

決勝トーナメント１回戦

新潟大学 １―２ 奥羽大学

個人 シングルス ベスト32

野澤（６年）

ダブルス ３回戦敗退

野澤（６年）・坂上（３年）ペア

（５年生 山本 良太）

【弓道部門】

今年度の弓道部門は８月５日から８日まで東京

武道館にて行われます。

連日の30度を越える猛暑のなか、部員一同持て

る力を出し切って練習しています。部員は男女と

も控えメンバーなしという少なさですが、その分

得られるやりがいはとても大きく、互いに助け合

い質の高い部活をしています。

昨年は試合に初参加のものが多く総合17位とい

う成績で、弓道以外の面でたくさん学ぶことの多

かった試合でした。一年たち今年は部員の力量も

上がり、まだまだ発展途上ながらチームワークが

育っていると感じています。

大会本番まであと一週間を切り、とにかく怪我

の無いよう邁進しています。

常日頃から温かく見守ってくださる顧問の星野

先生をはじめ、OB・OG の先生方の声援は何より

の励みになり、とても感謝しています。その応援

を力にがんばりたいと思っています。

弓道部（細川 由佳）

【剣道部門】

新潟大学歯学部剣道部は去年度の夏に岐阜の朝

日大学主幹で行われた歯学体に参加をしました。

歯学体における剣道部門は大会日程が二日間と他

の部門に比べると短いものですが、その分内容の

充実したものであったと考えています。現在剣道

部は人数があまり多くないためここ近年は団体戦

に参加出来ずにいましたが、去年度の歯学体では

男女ともに協力し合い団体戦に参加することが出

来ました。団体戦はリーグ制のため数多くの他大

学と試合を行うことができ、部員一同貴重な経験

になったのではないかと思います。また、学生の

試合と並行して行われるOB 戦ではご多忙の中、

歯学体に参加していただいたOB の先生方の試

合を見ることができ、非常に勉強になりました。

試合後はやはり近年参加をしていなかった他の国

立大学との交流会に去年度は参加をし、他大学の

歯学部生とも交流を行うことが出来ました。この
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ように去年度の歯学体はここ最近の歯学体とは異

なった様々な貴重な経験を積むことができ、非常

に充実したものでした。

（剣道部 渋谷 和彦）

【水泳部門】

水泳部門は、８月10、11日と横浜国際プールで

行われました。水泳部は今年新設され、５人と少

ない人数での参加となりましたが、それぞれが実

力を発揮して望んだ結果、以上のような好成績を

おさめることができました。水泳は基本的に個人

競技ですが、団体競技として楽しむことの大切さ

を実感することができる大会となり、本当に良か

ったと思います。応援してくださった皆さん、本

当にありがとうございました。

成績

女子200M

メドレーリレー（清野、塚田、信田、佐藤）

第２位（大会新）

女子200M

フリーリレー （信田、佐藤、清野、塚田）

第３位

女子400M

フリーリレー （信田、佐藤、清野、塚田）

第４位

塚田 博子（５年） 女子 50M 平泳ぎ 第１位

女子100M 平泳ぎ 第１位

信田 智美（３年） 女子 50M 自由形 第１位

女子 50M バタフライ

第１位（大会新）

今井 秀明（２年） 男子 50M 自由形 第２位

男子100M 自由形 第４位

佐藤 愛子（１年） 女子 50M 背泳ぎ 第６位

清野七菜子（１年） 女子 50M 背泳ぎ 第４位

女子100M 背泳ぎ 第４位

新潟大学総合成績

男子総合 第12位

女子総合 準優勝

男女総合 第４位

（歯学部５年 塚田 博子）

【バレーボール部門】

今年のデンタルバレーボール部門は、予選が

７╱31～８╱２にかけて、男子は鶴見大学体育館、

女子が鶴見スポーツセンターで行われ、決勝トー

ナメントが８╱３に男女とも鶴見大学体育館で行

われました。男子は、久々に決勝トーナメント進

出を果たすことができましたが、決勝トーナメン

トは厳しい予選を勝ち抜いてきたチームが相手と

いうこともあって、波に乗ることができず、準々

決勝で敗退という残念な結果に終わってしまいま

した。しかし、ベスト８という成績を残せたこと

で来年以降は十分優勝を狙うことができると思い

ます。女子は、初日は好調で順調に勝つことがで

きましたが、２日目以降は、強豪相手に試合の流

れを呼び寄せることができず、勝利をあげること

ができませんでした。来年こそは、より一層レベ

ルアップを図り上位を目指したいです。最後にな

りましたが、多大なご支援ご声援をいただいた先

生、OB・OG の方々、本当にありがとうございま

した。

男子 予選 対北海道大学 ２―０ 勝

対徳島大学 ２―１ 勝

対朝日大学 １―２ 負

対鶴見大学 ２―１ 勝

対日本歯科大学 ２―０ 勝

ブロック２位（５戦４勝１敗）で決勝トー

ナメント進出

準々決勝 対東京医科歯科大学 １―２ 負

ベスト８

女子 予選 対東京歯科大学 ２―０ 勝

対日本大学 ２―０ 勝

対岩手医科大学 ０―２ 負

対朝日大学 ０―２ 負

対広島大学 ０―２ 負

ブロック４位（５戦２勝３敗）で予選敗退

（歯学部５年の金子正幸）

【サッカー部門】

今年のデンタルは、東京の駒沢オリンピック公

園総合運動場で８月３日にvs 徳島大と一回戦を

行いました。結果は、１―１の同点でPKとなり

ましたが、残念ながら敗退となってしまいました。
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試合内容としては、後半開始直後、１点を思わぬ

形で簡単に決められてしまいましたが、試合終了

間際に劇的に同点に追いつくという、粘りを見せ

ることができました。今年のチームとしては、は

じめは天候が悪く練習も出来ず、怪我人もでたり

などでチーム作りが思うように出来ませんでし

た。しかし、試合が近くになるにつれ各々選手の

レベルアップが見られ、戦術も浸透させることが

でき、レギュラー、リザーブ問わず誰がでてもチ

ームとして成り立つなどの部員が少ないにも関わ

らず選手層も厚くなり、最終的には強豪と練習試

合しても引けを取らないようになりました。今年

で、多くの先輩が抜けてしまい、今年以上に人数

的にも厳しくなってしまいますが、新主将をはじ

めとして来年こそはご期待に応えられるよう、い

い報告ができるよう部員一同がんばっていきま

す。最後に御指導、御支援をしてくださった後援

会をはじめ多くの先生方ありがとうございまし

た。そしてこれからもサッカー部をよろしくお願

いします。

遠藤 広規（サッカー部５年）

【軟式野球部活動報告】

昨秋は、多くのご声援のもと、東日本大会への

出場を果たすことができました。試合は日光市所

野野球場で行われ、両チーム共に一進一退の攻防

戦となりました。残念ながら結果は、２―４で文

教大学（南関東軟式野球連盟代表）に惜敗しまし

たが、部員一同が自らの実力、野球の楽しさを再

認識できたことはとても貴重な体験でした。また

この試合で歯学部が全国レベルのチームであるこ

とを証明できたと思います。

現在は東日本大会出場、初勝利に向けて、「守っ

て勝つ」をモットーに守備の強化に部員一同練習

に励んでいます。

・2003年新潟地区大学軟式野球連盟秋季リーグの

全試合結果

８/30 黒埼球場 歯学部８―１新潟薬科大学

９/14 第一野球場 歯学部３―２新潟大学全学

９/27 黒埼球場 歯学部８―１長岡大学

10/４ 津島屋球場

歯学部８―２新潟大学医学部

10/５ 黒埼球場 歯学部17―４新潟産業大学

10/11 第一野球場

歯学部５―12新潟国際情報大学

10/18 黒埼球場 歯学部４―４新潟工科大学

10/19 黒埼球場 歯学部３―３新潟経営大学

５勝２敗１分で第２位となりました。

・2003年東日本大学軟式野球選手権大会試合結果

(11╱８所野野球場)

チーム名 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 計

新潟大学歯学部 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ２

文教大学 ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ × ４

（国）池田―塚田 （歯）竹政―田口

・2004年新潟地区大学軟式野球連盟春季リーグの

全試合結果

４/17 黒埼球場 歯学部７―０新潟薬科大学

４/24 黒埼球場 歯学部11―１新潟産業大学

４/29 濁川球場

歯学部８―６新潟医療福祉大学

５/２ 第一野球場

歯学部９―９新潟大学全学部

５/８ 津島屋球場

歯学部７―１新潟大学医学部

５/９ 第一野球場

歯学部２―７新潟国際情報大学

５/15 黒埼球場 歯学部10―０新潟工科大学

５/22 黒埼球場 歯学部８―２新潟経営大学

６/５ 黒埼球場 歯学部６―５長岡大学

７勝１敗１分で第３位となりました。

（４年生 竹政 健一）
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