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７月23日～８月８日でのオリンピックは、厳
しい状況下で終了しました。会員の皆様もテレ
ビで十分にお楽しみいただけたでしょうか。
今回は、オリンピックでメダルを獲得した早

稲田大学出身選手（在学生を含む）を中心に、
その活躍などを皆様にお伝えしたいと思います。

須崎優衣選手（スポーツ科学部4年）
【女子50㎏級レスリングフリースタイル 金メ
ダル】
須崎選手は２回戦から決勝まで、相手から得
点を取られることなく勝利しました。その勝ち
方もテクニカルフォールでの勝利です。テクニ
カルフォールというのは、対戦相手から10点差
以上で勝つことです。大きな大会では日本女子
選手は史上初です。須崎選手は小学1年よりレ
スリングを始めて、中学２年から高校３年にか
けてJOCエリートアカデミーに所属し、外国人
選手相手には15歳から負けていないようです。
パリ五輪ではまだ25歳ですので、さらに力をつ
けて連覇を期待したいと思います。
なお、夏季オリンピックで早稲田大学出身の

女子選手の金メダル獲得は初めてです。

加納虹輝選手（2020年スポーツ科学部卒）
所属：日本航空
【男子フェンシング エペ団体 金メダル】
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フェンシングの種目のひとつであるエペは、
相手の体全体に剣を突くことで得点を得るこ

とができるものです。体格の大きい外国人が有
利な種目です。今大会では準々決勝で前回リオ
五輪での金メダルのフランスを破り、勢いをつ
けて金メダルを獲得しました。団体ですので３
名で交互に対戦します。加納選手は３番目（ア
ンカー）を務めており、素晴しい活躍でした。
加納選手はエペ団体メンバーの中で最年少であ
り、パリ五輪での活躍を期待します。
なお、男子団体フルーレでは、松山恭助選手

（2020年スポーツ科学部卒・東亜学園卒⇒東亜
学園は中野区にある高校です）は惜しくも４位
でした。パリ五輪では期待の星です。

本橋菜子選手（2016年スポーツ科学部卒）
所属：女子プロバスケ 東京羽田ヴェッキーズ
【女子バスケットボール 銀メダル】
バスケットボールにはポジションがあり、本

橋選手はポイントガードというポジションです。
昨年11月に大怪我をしましたが、大会に参加で
きました。準々決勝でベルギーに一点差で勝利
し、準決勝でフランスを破りましたが、決勝で
は惜しくもアメリカに敗れて銀メダルとなりま
した。
総得点41点、日本出場選手中5番、全選手中

41番です。

＜レポート＞
①オリンピックレガシー、次世代へ

1
②栄光の早稲田駅伝 2

笹田 裕（中野稲門会幹事長）

中野区コロナ・再開発事情 3
2021稲門祭・ホームカミングデー
INFORMATION                                                   4
中野稲門会/WASEDA/会員情報

1 



山内大夢（スポーツ科学部4年）
【男子陸上400mハードル準決勝敗退】
山内選手は準決勝で敗退しましたが、９月17

日から開催されたインカレ陸上の男子400m
ハードルで49秒28の記録で初優勝しました。今
年から急に伸びた選手で、早稲田大学の磯監督
が大学でハードルをしていたこともあり、その
ご指導によりオリンピックテスト大会で48秒84
の記録を出し、オリンピング標準記録を突破し
ました。名門の福島県立会津高校出身です。オ
リンピックは準決勝で敗退しましたが、次のパ
リ五輪では優勝できる可能性のある選手です。
ちなみにインカレ陸上では、女子400ｍハー

ドルも１位・２位を早稲田大学が独占しました。
また、男子対抗得点総合でも３位になり、久々
の早稲田復活となりました。

早稲田大学競走部は1914年（大正３年）に
創部され、輝かしい箱根駅伝も97回中90回出
場している名門校である……
「学生三大駅伝」―出雲で開催される「出雲駅
伝」、伊勢路で開催される「全日本大学駅伝」、
新春の「箱根駅伝」は、今年は優勝候補です。
４年生では、千明（ちぎら）選手を駅伝主将

として、学生長距離界で１万メートル27分台の
記録をもつ中谷・太田両選手を中心に、半澤選
手・山口選手の計５名が最終学年としての役割
を果たします。３年生は井川・鈴木創士・小指
（こさし）選手の３名、２年生は北村・辻・諸
富・菖蒲・柳本・佐藤航希選手の６名、１年生
は伊藤大志・石塚選手の２名で、（箱根駅伝の
登録は15名ですが）合計すると16名の選手が
おります。うち、箱根駅伝の経験者は９名です。
出雲駅伝（10月10日）は、６区45.1kmとい

う短い距離⇒フジテレビで放映予定。次の全日
本大学駅伝（11月7日）は、８区間106.8km⇒
テレビ朝日で放映予定。最後の箱根駅伝（翌年
1月2日・3日）は、10区間217.1kmという長
い距離を争います。
この三大駅伝で面白いことは、一番有名な箱

根駅伝は関東の大学しか出場できないことです。

全国から出場する全日本大学駅伝より箱根駅伝
のほうが有名であり、高校生の憧れとしての箱
根駅伝を走ることになります。
箱根駅伝は1区間が20km以上で、“陸上の長

距離”といわれるのは、1,500ｍ・3,000ｍ障害、
5,000ｍ・１万ｍが競技場で行われるのに対し
て、ハーフマラソン・マラソンは競技場ではな
く通常の道路を走るからです。つまり、箱根駅
伝は１区間が長いため（１万ｍは10km）その
倍を走るということは、単純に１万ｍ記録が良
いから箱根駅伝も速いということにはならない。
ゆえに箱根駅伝は面白く、とくに５区の山登り
は逆転されるほど厳しいものになります。
このようななかで、早稲田大学競走部の駅伝
は相楽駅伝監督を中心に駅伝シーズンに突入し、
今年は三大駅伝が優勝できるチームになってお
ります。１万ｍ27分台の記録保持者が３名（中
谷・太田・井川選手）おり、千明選手もその記
録に近く、他の選手もほぼ1万ｍ28分台です。
選手としての注目は、スポーツ科学部から入

部するエリート選手と一般入試から入部する選
手がいることです。４年生の山口選手は鹿児島
の名門・県立鶴丸高校から文学部に入り、昨年
1万ｍ28分台の記録を出し、今年の箱根駅伝で
もアンカー10区を任され、６位入賞を勝ち取り
ました。あと注目の選手としては２年の辻選手
です。係属校・早実からの推薦入学ですが、政
治経済学部に入学して駅伝チームのレギュラー
になろうとしております。スポーツ科学部以外
では諸富選手は文学部、石塚選手は辻選手の後
輩で早実から教育学部で、高校時代は全日本選
手権で高校生として1,500ｍで決勝に進んでい
る逸材です。
テレビで観戦できる出雲駅伝・全日本大学駅

伝・箱根駅伝－早稲田大学の長距離に期待した
いと思います。お好きな方はYouTubeなどでそ
の他の大会も見られるので、ご覧ください。
なお、9月29日開催の早稲田大学記録会にお

いて、鈴木・伊藤・石塚・菖蒲・太田・千明の
６名の選手が5,000ｍで13分台、山口・辻選手
の２名は14分前半という記録を出しており、出
雲駅伝が期待できると思います。楽しみにして
いてください。 （笹田 裕）

レポート②：栄光の早稲田大学駅伝

「三大駅伝」今年は優勝候補
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10月24日（日）にホームカミングデーと稲門祭はオンラインで開催されることになりました。
＊基本的にオンライン中継はYouTubeで行います。
開催時間内容についてはhttp://www.wasedaalumni.jp/tomonsaiをご覧ください。
基本的YouTubeにつきましては、ホームカミングデー⇒稲門祭になる予定でございます。

＊稲門祭の記念品購入における抽選会について
稲門祭の記念品を購入すると、抽選券が付いてきます。今回は稲門祭がオンラインで開催のため
以下の稲門祭抽選会をご覧ください。※今回の抽選券は2020年も有効です。
http://www.wasedaalumni.jp/tomonsai/tomonsai-chusen.html
○上記の稲門祭抽選会より申込書をダウンロードしていただき、必要事項ご記入のうえ、
半券を封入していただき、下記にご送付願います。郵送料はご負担願います。
送付先 〒169-8050 東京都新宿区戸塚町1-104

稲門祭実行委員会 福引抽選会担当（校友会事務局内） TEL：03-3202-8040
期 限 10月18日 消印有効
送付当選者への発送をもってかえさせていただきます。

当選番号については、後日稲門祭ウェブサイトに掲載いたします。

内野大三郎（副幹事長）

「稲門タイムス中野」は、にっくき新型コロ
ナウィルス感染症がいまだに終息せず、稲門活
動の制限が長らく続いていることから、大学や
町の話題などをタイムリーに皆様へお届けする
ことを目的に誕生、広報活動が活発化し、早稲
田魂の燃えたぎる熱い思いを感じずにはいられ
ません。
さて、ワクチン接種が進んでいます。全中野
区民の２回接種率55.3％、65歳以上は83％（9
月20日現在）となり、さらにサンプラザでの集
団接種、東京ドームでも中野区民が接種できる
体制など、若年層にも摂取しやすい環境が整い
ました。校友であり会員でもある酒井直人区長
と都議会との猛烈な勢いを感じています。
また、中野駅周辺も再開発が着々と進んでお
ります。駅南側にはタワービル（地上20階）と
タワーマンション（地上37階）が令和４年度末
に、駅の西側に駅舎・駅ビル（地上５階）・南
北通路一体型の施設が令和８年頃に完成予定で

す。昼間人口もさることながら、駅前一等地に
住まう所得層により、区の財政はさらに豊かに
なり、発展していくのではないでしょうか。
●中野二丁目地区について
https://www.city.tokyo-
nakano.lg.jp/dept/523000/d022702_d/fil/4
.pdf
●中野駅西側駅舎について
https://www.city.tokyo-
nakano.lg.jp/dept/523000/d025740.html

中野区コロナ・再開発事情

稲門祭当日、オンラインで『稲門祭話芸企画』が公開
されます。奮ってご参加ください。
≪出演者≫
●落語：桂右團治・川柳つくし・柳亭こみち・古今亭

志ん雀（以上真打ち）、三遊亭遊七（二つ目）
●講談；神田陽子（真打ち）
●浪曲：東屋一太郎

（小柴：
実行委員会スタッフ）

◀写真は、柳亭こみち師匠
と、収録に協力された稲
門会の皆さん。

🄫🄫早稲田大学校友会

2021稲門祭・ホームカミングデー

あの「こみち師匠」が‥‥

オンライン参加
「あるある」
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2021年度会費（年会費4000円）を納入されていない方は、
お振り込みをお願いいたします。
【振込先】 ■ゆうちょ銀行 00130-3-35392 中野稲門会

※同封の振込用紙をご利用下さい。
■みずほ銀行 中野北口支店 中野稲門会

（普通） 1884821

映画監督の古新舜さん（平16年卒）の著書・小説『あまのがわ』（ラグーナ出版：1,300円+税）が、８
月７日に出版されました。屋久島を舞台にした映画『あまのがわ』をノベライズした作品で、「昨今メディ
アで大変お馴染みの分身ロボットOriHimeをモチーフにしています。時代が大きな転換点を迎えるなかで、
私たちはいかにして自分らしい人生を歩んでいくかを問いかけた作品です」（古新さん）。
なお、「パーキンソン病×ダンス」をテーマにした同監督・最新作『いまダンスをするのは誰だ？（2023

年公開予定）』のイベントとして、職場での対人関係やメンタルヘルスケアを考える講座が開始されます。
●日時：2021年10月16日（土）16:00〜17:30（※15:50より入場可） ○会場：ZOOMオンライン
●入場料：無料 ○申込み・詳細：https://forms.gle/wumuC7k4QhEezQrA8

NHKラジオ第２の番組「私の日本語辞書」に新会員の小川誉子美さん（昭和58年卒・横浜国立大学教授）
が出演、10月に５回シリーズで放送されます。第一回目（10/2：放送終了）以降、10/9、10/16、10/23、
10/30の放送になります（各翌日に再放送があります）。
●私の日本語辞典 -（NHKラジオ第２） →https://www4.nhk.or.jp/nihongojiten/
なお、昨年出版された小川さんの著書『蚕と戦争と日本語』（ひつじ書房：3400円+税）が、今年に入り、

第33回・和辻哲郎文化賞（一般部門）にノミネートされました。惜しくも受賞とはなりませんでしたが、併
せてお知らせします。

早稲田キャンパスや関係機関には多彩な催しがありますのでご案内します。
●所沢キャンパス祭2021・例年の対面開催(事前予約制)とオンライン配信を合わせたハイブリット開催
〇10月24日（日）10:00〜18:00 〇開催地：早稲田大学所沢キャンパス 所沢キャンパス公式サイト

●早稲田大学エクステンションセンター中野校・早稲田校（秋学期）オープンカレッジ講座
〇申込方法：ホームページ、電話またはエクステンションセンター各校の事務所窓口にてお申し込みくだ

さい。

部会再開（リバウンド防止期間）のお知らせ、メールご登録のお願い中野稲門会

WASEDA 所沢キャンパス祭、オープンカレッジ講座

会員情報 新刊案内、NHKラジオ出演
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会費納入のお願い

【部会の再開について】
会員の皆様がお待ちいただいております部会の再開につきましては、現在、中野稲門会幹事で協議

中でございます。10月24日までは現在東京都では緊急事態宣言は解除されておりますが、リバウンド防
止期間なっております。再開については中野稲門会オールメール及び部会長よりご連絡いたします。
【中野稲門会から会員への連絡方法について（メールのご登録）】

中野稲門会から会員へ連絡方法についてはメールを中心に行いたいと存じます。
会員の皆様でメールをご登録されていない方はぜひ、ご登録いただき、ご協力いただきたいと存じます。
メール登録先：waseda1968@yahoo.co.jp (中野稲門会幹事長 笹田 裕）宛にお願いいたします。
＊メールご登録で「中野稲門会オールメール」でタイムリーな情報を受け取ることができます。

INFORMATION
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