
歯 学 体 報 告

【ラグビー部門】

ラグビー部門は今年度も第35回歯学体のトップ

を切って、昨年の12月に岐阜の朝日大学にて行わ

れました。我が新潟大学は鶴見大学と対戦し、結

果は善戦むなしく、惜敗しました。ここ数年初戦

敗退が続いているので、今年こそは良い結果を残

して、最後のデンタルとなる忙しい中毎回練習に

来て頂いてる６年生には良い思い出を作ってもら

いたいです。また、OB の先生方には毎年、あた

たかいご指導・ご支援を頂いていますが、これか

らも期待に応えられるようガンバリたいと思いま

すので、よろしくお願い致します。

（４年生 野口 映）

【スキー部門】

昨シーズンのオールデンタルスキー部門は、岐

阜県高鷲スノーパークにて行われました。天候に

恵まれ雪質もよく、コンディションは最高の大会

でした。全員が力を出し切れたと思います。例年、

スキー部のデンタルは年度末の大変忙しい時期に

開催されますが、それでも時間を無理やり作って

参加するだけの価値のある大会だということを、

今回は特に実感しました。この紙面には載せきれ

ないたくさんの収穫ありました。全員がシーズン

を通して成長し、今回はそれを最後のデンタルで

結果として示すことができ、部員一同納得のシー

ズンだったと思います。先生方を始めたくさんの

方々に応援していただき、ありがとうございまし

た。

公式結果

スーパー大回転部門

男子

木村 隆寛 29位 ２ point

女子

森 香奈子 ３位 13point

回転部門

男子

有井 丈朗 26位 ５ point

女子

篠倉 千恵 14位 ２ point

大回転部門

男子

有井 丈朗 23位 ８ point

木村 隆寛 30位 １ point

女子

森 香奈子 ５位 11point

新潟大学総合成績

男子総合 14位 16point

女子総合 ９位 26point

男女総合 15位 42point

（５年生 木村 隆寛）

【サッカー部門】

今年のデンタルは８月５日から岐阜市を中心と

した５つの会場で行われました。デンタルに臨む

にあたり新潟の天候が悪く、思うような練習がで

きませんでしたが、全員で問題点をじっくり話し

合いながらなんとか納得のいくようなチームに仕

上げました。１回戦は北海道医療大と対戦しまし

たが、暑さと緊張のためかなかなかペースをにぎ

れず、後半に２点を失い２対０で敗退してしまい

ました。後援会をはじめたくさんの方々に御支援

いただきましたが、このような結果になってしま

ったことをこの場をお借りしてお詫びさせていた

だきます。新潟大学は今年は18人でデンタルに参

加しました。50、60人というチームがあるなか、

18人は最も人数の少ないチームの１つだと思いま

す。ですが私はこのことが決して不利だったとは

思っていません。18人だからこそ試合に出る人、
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出られない人、怪我してる人、マネージャー、全

員が１つになってこの大会に向かっていけたと思

っています。これからもこういったチーム状況は

それほど変わらないと思いますが、新主将をはじ

めとしてみなさんの御期待にこたえられるような

チームを作ってくれると信じていますので、これ

からも変わらぬ御支援をいただけますよう宜しく

お願いします。 （５年生 奥村 暢明）

【バレーボール部門】

成績

男子 予選リーグ 対 広島大学 ２―０ 勝

対 鶴見大学 ２―１ 勝

対 東京医科歯科０―２ 負

対 福岡歯科大学０―２ 負

対 奥羽大学 ２―０ 勝

３勝２敗 リーグ３位 予選敗退

女子 予選リーグ 対 広島大学 ０―２ 負

対 東京歯科大学２―０ 勝

対 日本大学松戸２―０ 勝

対 大阪歯科大学０―２ 負

対 鹿児島大学 ２―０ 勝

３勝２敗 リーグ３位 予選敗退

男女ともに同成績で予選敗退という結果になり

ました。しかし男子では東京医科歯科が優勝し鶴

見大学が準優勝、女子では鹿児島大学が優勝し大

阪歯科大学が準優勝という結果になり、私達新潟

大学は男女共に激戦区リーグの中で上位チームと

互角に戦うことのできる力を実感しました。あと

一歩というところで悔しい思いをしましたが、良

くも悪くも来年につながる収穫のある充実した大

会でした。今大会で男女共に合わせて３人の６年

生が引退しますが、その穴を早く埋め、来年は今

年以上の成績が出せるように部員一同精進してい

きたいと思います。激しく熱い岐阜の夏でした。

ご指導、ご支援してくださった先生、OB、OG の

方々、どうもありがとうございました。

（４年生 栗原 崇文）

【バスケットボール部門】

今年度デンタルの結果

男子 予選敗退

女子 予選敗退

来年は決勝トーナメントに進出できるよう、ま

た１年間頑張って練習していきたいと思います。

（５年生 服部 義）

【卓球部門】

私たち卓球部のデンタルは８月４～７日にかけ

て、朝日大学が主管となり、岐阜県にある岐阜ア

リーナでおこなわれました。以下に結果を報告し

ます。

団体 男子 予選リーグ敗退

女子 決勝トーナメント進出 ベスト８

個人 ダブルス 女子 井表（１年）・西尾（１年）

ペア ベスト８

シングルス男子 ベスト16 佐野（２年）、

ベスト32 土門（６年）

女子 ベスト８ 安部（６年）、

ベスト16 井表（１年）

新人戦 男子 準優勝 小島（２年）

女子 ３位 小出（１年）

今年は残念ながら男子が予選リーグで敗退とい

う結果になりましたが、女子は今年も決勝リーグ

に進むことができました。個人では６年生の貫禄

と、新人の飛躍が現れた結果になっています。去

年に比べて男女共に着実にレベルアップしている

ので、来年はさらなる成績を出せるようにこれか

らも部員一同がんばっていきます。ご指導、応援

ありがとうございます。（４年生 高橋 佳男）

【硬式庭球部門】

軽井沢で行われたオ－ルデンタルの結果を報告

致します。
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男子１回戦 対神奈川歯科大学

ダブルス１―１、シングルス１―２、計２―３ 負

２回戦 対愛知学院大学

ダブルス０―２、シングルス１―１、計１―３ 負

３回戦 対東京医科歯科大学

ダブルス２―０、シングルス１―０、計３―０ 勝

４回戦 対岡山大学

ダブルス１―１、シングルス２―１、計３―１ 勝

女子１回戦 対鹿児島大学

ダブルス１―０、シングルス１―０、計２―０ 勝

２回戦 対日本歯科大学

ダブルス０―１、シングルス０―１、計０―２ 負

３回戦 対広島大学

ダブルス０―１、シングルス１―１、計１―２ 負

４回戦 対長崎大学

ダブルス０―１、シングルス０―１、計０―２ 負

５回戦 対岩手医科大学

ダブルス０―１、シングルス０―１、計０―２ 負

という結果で、男子21位、女子16位、総合20位

という結果でした。男女共に来年に向けて確かな

手応えを摑んできました。今回得たことを来年の

デンタルに活かせるよう部員一同がんばっていき

ます。応援してくださった先生、先輩方どうもあ

りがとうございました。（５年生 大久保二郎）

【バドミントン部門】

男子

団体 予選リーグ １位通過

決勝トーナメント

１回戦 新潟大学３―０神奈川歯科大学

２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 押田 ベスト32

ダブルス 押田・牛島ペア ベスト16

女子

団体 予選リーグ敗退

個人 シングルス 野澤 ３回戦敗退

ダブルス 野澤・坂上ペア ３回戦敗退

デンタルバドミントン部門は８月６日から名古

屋市総合体育館レインボーホールで行われまし

た。男子団体では数年ぶりにベスト８まで進出し、

よい結果を残こすことができました。女子団体は

残念な結果になってしまいましたが、男女共に個

人個人の実力を上げて来年は今年以上の結果を残

すことができるよう、これからも練習に励んでい

きます。最後にデンタルを応援してくださった先

生方、ほんとうにありがとうございました。

（４年生 西川 敦）

【弓道部門】

８月７日～10日、岐阜でのデンタル弓道部門。

８月に入りようやく夏本番、炎天下となった中、

金華山とそこに見える岐阜城を望める、岐阜メモ

リアルセンター長良川弓道場で、団体戦３日間、

個人戦１日の計４日間行われました。大会の結果

は男子団体17位、女子団体15位、総合16位でした。

結果としてはまだまだ満足のいかないものではあ

りましたが、チームがまだ若いこと、弓の試合に

初めて出るという人が多くいたことから、今年の

この大会での経験をもとに、さらに練習を積んで、

来年のデンタルでは、よい成績を残せるよう頑張

りたいと思います。応援してくださった先生方、

先輩方本当にありがとうございました。

（５年生 小原 彰浩）

【剣道部門】

私たち剣道部は８月２、３日に岐阜市の岐阜ア

リーナにおいてデンタルが行われました。

女子団体戦（女子３名で出場）は１回戦、大阪

歯科大学と対戦し、０勝２敗１引き分けで敗退し

ました。また、今年は公式団体戦にも出場しまし

た。団体戦は予選リーグで九州歯科大学、朝日大

学、鶴見大学、日本歯科大学、徳島大学の５大学

と対戦し、１勝４敗で予選５位となり惜しくも決

勝トーナメントに勝ち進むことはできませんでし

た。

個人戦の結果は以下の通りです。

男子初・無段の部

渋谷 和彦（２年） １回戦敗退

男子弐段以上の部

大貫 尚志（３年） ３回戦敗退

女子の部

竹口 智子（６年） １回戦敗退

北沢奈保子（４年） １回戦シード

２回戦敗退
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伊藤沙奈重（２年） ２回戦敗退

高 明子（２年） １回戦シード

２回戦敗退

今回の大会では各選手が去年よりもいい試合を

したのではないかと思います。また、今大会が最

後となる６年の竹口も自分の力を出し切って戦

い、その姿は残された下級生の今後の練習目標に

なりました。少ない人数ではありますがこれから

も皆で協力しあって𥡴古に励みたいと思います。

（４年生 北沢奈保子）

【ゴルフ部門】

大会会場 富士カントリー塩河倶楽部

試合結果 男子団体：19位

女子団体：参加せず

うだるような猛暑の中、選手はそれぞれ、特に

経験の浅い者ほどよくがんばってくれました。今

回はたいへん残念な結果しか残せませんでした

が、数年後の飛躍のための良い糧になると考えて

います。まずは来年のデンタルでその第一歩を踏

み出すために、一年間努力を重ねていこうと思い

ます。

今年は多くの先生方にいろいろな面で支えてい

ただきました。心から感謝を申し上げます。あり

がとうございました。 （５年生 塚田 大幹）

【軟式野球部活動報告】

・2002年全日本大学軟式野球選手権大会試合結果

チーム名 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 計

国学院大学 １ ０ ２ ０ ４ ０ ０ ０ ３ 10

新潟大学歯学部 １ ０ ０ ４ ０ ０ ０ ０ ０ ５

（国）滝澤、田中―財津 （歯）金子―田口

・2002年新潟地区大学軟式野球連盟秋季リーグの

全試合結果

８/28 黒埼球場 歯学部10―３新潟工科大学

９/１ 津島屋球場 歯学部０―１新潟国際情報大学

９/４ 黒埼球場 歯学部４―１新潟産業大学

９/８ 西川球場 歯学部10―８新潟薬科大学

９/14 津島屋球場 歯学部５―１新潟大学医学部

９/22 西川球場 歯学部１―１新潟経営大学

10/５ 黒埼球場 歯学部０―２新潟大学全学

４勝２敗１分で第４位となりました。

・2003年新潟地区大学軟式野球連盟春季リーグの

全試合結果

４/29 黒埼球場 歯学部８―０新潟工科大学

５/３ 津島屋球場 歯学部10―０新潟薬科大学

５/10 西川球場 歯学部２―４新潟経営大学

５/17 西川球場 歯学部２―５新潟国際情報大学

５/24 第一野球場 歯学部６―４新潟大学全学部

５/25 第一野球場 歯学部２―２新潟大学医学部

７/19 津島屋球場 歯学部２―１新潟産業大学

４勝２敗１分で第３位となりました。

私たち軟式野球部は、新潟地区軟式野球連盟に

加盟し、春と秋にリーグ戦に参加しています。例

年、７～９校で構成されており、春は優勝すると

全日本、秋は準優勝以上で東日本大会に出場する

ことができます。

昨春は、多くのご声援のもと、念願であった全

日本大会への出場を果たすことができました。試

合は猛暑の中で行われ、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、５―10

で国学院大学に惜敗しましたが、部員一同が自ら

の実力と野球の楽しさを再認識することができた

貴重な経験であったと確信しています。

現在は東日本大会出場に向けて、打撃の強化を

目標に部員一同練習に励んでいます。

（４年生 塚田 哲也）

【軽音楽部活動報告】

軽音楽部は学生23人を中心に、卒業した先輩や

外部の人がバンドを組み、それを定期的に行なう

LIVE で発表するという部活です。バンドのジャ

ンルは邦楽、洋楽、オリジナルと様々です。

また主なLIVE として、

新入生勧誘LIVE ４月 講堂

新入生歓迎LIVE ５月 講堂

歯学祭LIVE 10月 病院玄関ロビー

YAMAHA定期コンサート

11月 YAMAHAホール

卒業生追い出しLIVE １月 講堂

中でも特に大きなイベントはYAMAHA定期

コンサートです。この定コンは、万代のYAMA-

HAホールにおいて、一般客の前でLIVE をしま
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す。１年間の練習の成果の見せ場でもある最も大

きなイベントです。

ま た 今 年 は、７ 月28日 に ラ イ ブ ハ ウ ス

WOODYでLIVE を行いましたが、満員御礼の

大盛況でした。またこの際に、オリジナルの曲を

演奏したバンドが、スカウトをされました‼

このように軽音楽部生は日々LIVE にむけて

頑張っています。是非皆さん聞きに来てください。

（４年生 富樫裕一郎）

【茶道部活動報告】

江戸千家茶道部は、茶道を通じて和の心を学ぶ、

のんびりとした部活です。

主なお茶会、お茶席は、年に二回の学生茶会と

歯学祭、医学祭などで、それに向けて毎週練習に

励んでいます。

お茶をおいしく点てるだけではなく、茶碗や茶

入れなどのお道具の取り合わせ、掛け軸やお花な

ど、お茶席に来ていただいたお客様にくつろいで

いただけるよう、工夫してあります。茶道という

と堅苦しいイメージがあり、お茶席には入りづら

いという人もいると思いますが、初めての人でも

十分楽しめると思います。

お茶に興味がある方も、お茶はまったく分から

ない、というかたも、是非一度お茶席にお立ち寄

りください。部員一同お待ちしております。

（４年生 本間 春菜）
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