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EXHIBITION

中野稲門会会長 高田 宜美

杉原千畝は本学校友で第二次世界大戦中、日本領事館領事代理として赴任していたリトアニアで、ナチ

ス・ドイツによって迫害された多くのユダヤ人たちにビザを発給し約6,000人のユダヤ人難民を救い、支

給したビザは「命のビザ」と呼ばれました。

その杉原千畝展が2021年８月４日（水）～23日（月）に日本橋高島屋S.C.本館８階ホールで開催され、
入場料は通常価格1,000円です。中野稲門会では校友会から無料招待券を入手しましたので、ご希望の方
先着10名様に送付させていただきます。ご希望者は、氏名、送付先を明記の上、下記までご応募下さい。

■応募先：wasedanakano10432@gmail.com 藤森敏光　（東京都23区支部幹事）
■申込締切： ７月28日（水）
※なお、当選者発表は招待券の郵送をもって代えさせていただきますので、お含みおき願います。

”早稲田なう”なニュースや情報を中心に提供

コロナ禍での長期間の自粛生活もそれぞれ工夫してお元気にお過ごしでしょうか。本来ならまん

延防止等重点措置が解除されて少しずつ中野稲門会の活動も再開に向けて動き出すはずでしたが、

変異株の急激な拡大が懸念されることから東京都は７月12日から８月22日まで４回目の緊急事態宣

言が発出されました。

　昨年の３月から全会員を対象とする総会等の行事をはじめ各部会活動も、すべて中止やむなきと

なりました。７月８日にWEBで開催された幹事会で会員に対する情報、特に早稲田大学からの通知

や時宜を得たニュースなどを、新たに『稲門タイムズ中野』として継続的にお知らせすることを決

定いたしました。中野稲門会の機関誌『さざんかの道』は総会等の行事を中心に掲載しておりまし

たが、このような状況下ですので次号は年末頃になる予定です。

さて、「東京オリンピック2020」は1年遅れて７月23日から無観客で開催されることが決定しま

した。本来なら会場へ行き応援したいところですが、自宅でのテレビ観戦となりました。多くの早

稲田在学の学生、卒業生が選手として参加します。競技名もお知らせしますので応援いたしましょ

う。一部の戸外で行われている部会は緊急事態が終了されれば再開されると思いますが、引き続

き、安心、安全の生活をここしばらく継続し、晴れてコロナ禍から解放された時には元気にお会い

したいと思います。
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別紙で稲門祭記念品ご購入のご依頼をしておりますが、今回は新型コロナ感染症のため稲門祭が縮小

傾向になっており、飲食の販売がございません。そのため、稲門祭記念品（記念品購入額の約半額を学生

支援に充てております）は、今回は個人様での購入とさせていただきますが、ご寄付も可能でございます。

【ご寄付の場合】中野稲門会の口座（本紙に記載されております）にお振り込みをお願いします。

【ご購入の場合】「中野稲門会」のご記入を添えて、ご購入額のお振り込みをお願いします。

ご寄付・ご購入とも、９月末までによろしくお願いいたします。

INFORMATION

早稲田出身選手を応援し、

無観客五輪をもっと楽しもう！!全出場選手34名
リスト掲載

会費納入のお願い 　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
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 　稲門祭（10月24日）記念品ご購入・ご寄付について 
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 　杉原千畝展の開催（2021年８月４日～23日）と招待券配布のご案内



競技名 出場種目 氏名 学部等 学年等 出身高校

水泳

男子100m自由形
中村 克 スポーツ科学 2016年卒 武蔵野

男子400ⅿリレー

男子200ｍ個人メドレー

瀬戸大也 スポーツ科学 2017年卒 埼玉栄男子400ｍ個人メドレー

男子200ｍバタフライ

女子200ｍ平泳ぎ 渡部香生子 スポーツ科学 2019年卒 武蔵野

パラ 男子150ｍ個人
鈴木孝幸 教育 2009年卒 聖隷クリストファー

パラ 男子200ｍ自由形

体操 女子団体 畠田 瞳 スポーツ科学 3年 日体荏原

バスケットボール 女子 本橋菜子 スポーツ科学 2016年卒 明星学園

硬式テニス
男子シングルス 杉田祐一 スポーツ科学 中退 湘南工科大付属

女子ダブルス 青山修子 スポーツ科学 2010年卒 日大三

ハンドボール
男子 岩下裕太 スポーツ科学 2014年卒 熊本市千原台

男子 東江雄斗 スポーツ科学 2016年卒 興南

陸上競技

女子100ｍハードル 寺田明日香 人間科学通信 2017年卒 恵庭北

男子400ｍハードル 山内大夢 スポーツ科学 4年 会津

男子1600ｍリレー 伊藤利来也 スポーツ科学 2020年卒 成田

男子マラソン 大迫 傑 スポーツ科学 2014年卒 佐久長聖

パラ 女子100ｍ車椅子 村岡桃佳
スポーツ科学

大学院
博士課程 正智深谷

バレボール 男子 大塚達宣 スポーツ科学 3年 洛南

ラグビー
男子7人制 藤田慶和 スポーツ科学 2016年卒 東福岡

女子7人制 弘津 悠 スポーツ科学 3年 兵庫 星陵

サッカー

男子 相馬勇紀 スポーツ科学 2019年卒 調布南

男子 吉田麻也 人間科学通信 2019年卒 愛知 豊田

男子 町田浩樹 人間科学通信 在学中 鹿島学園

女子 遠藤 純 スポーツ科学 3年 三島長陵

柔道
女子 63Ｋ級 渡辺 聖未 スポーツ科学 2019年卒 東大阪敬愛

フィリピン代表

バトミントン 男子ダブルス 嘉村健士 スポーツ科学 2012年卒 八代東

水球 女子 徳用万里奈 社会科学 2018年卒 秀明英光

ボート 女子軽量級ダブルスカル 大石綾美 スポーツ科学 2014年卒 猿投農林

フェンシング
男子フルーレ 松山恭助 スポーツ科学 2020年卒 東亜学園

男子エペ 加納虹輝 スポーツ科学 2020年卒 岩国工業

レスリング 女子50K級 須崎優衣 スポーツ科学 4年 安部学院

ヨット
男子セーリング470級 岡田奎樹 スポーツ科学 2018年卒 唐津西

男子セーリング49er級 小泉維吹 山口　光

卓球 パラ男子クラス9 岩渕幸洋 教育 2017年卒 早稲田実業

アーチェリー パラ男子リカーブ 長谷川貴大 スポーツ科学 2012年卒 津田沼

空手
女子形 國米 櫻

国際コミュ研
究

2017年卒 岡山学芸館
アメリカ代表

早稲田大学関係「2020東京オリンピック」出場選手一覧

『稲門タイムズ中野』はタイムリーな記事を会員にお届けするために発行

されたものです。今回は東京オリンピックの早稲田大学出身者（在学生を含

む）のご紹介が中心です。ぜひ、テレビなどでご観戦ください。34名の活躍

を期待しましょう。

新コロナの感染のなか、段々暑くなってきておりますが、ワクチン接種が

進むなか早く、前の生活に戻りたいものです。笹田裕（中野稲門会幹事長）

（リサーチ：笹田 裕）__/_/_/_/_/_/_/_/_ 編集後記　_/_/_/_/_/__/_/_/_/
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