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「大隈重信 没後100年」に寄せて
高田 宜美（中野稲門会会長）

大寒の候、お健やかにお過ごしでしょうか。
2020年３月以降、約２年間に亘って、新型コロナウィルスの出現により大学からの要請も受けて、

ほとんどの稲門会活動が自粛となってしまいました。しかし、昨年12月から感染者が減少したので
特に屋外で行う部会、また少数人で感染症対策がしっかりできている部会は順次再開しておりまし
たが、年末から新規変異株であるオミクロン株の感染者数が急上昇し、政府は１月21日から13日ま
で「まん延防止重点措置」を東京含む16都県に拡大しました。２月19日（土）17時からの「新春
の集い」は行う予定で準備をしておりましたが、残念ながら中止せざるを得なくなりましたのは大
変残念に思います。
母校早稲田大学の創設者である大隈重信の没後100年記念式典が、去る１月10日に大隈講堂で開

催されました。中野稲門会設立20周年記念講演でもお願いした大日方澄夫名誉教授から「明治十四
年の政変をめぐる大隈と福澤」の講演がありました。なお「没後100年記念展 大隈重信 後世に残し
た言葉」は４月17日まで早稲田大学歴史館で展示されておりますので、大学へお立ち寄りの際は是
非訪問してください。普遍性をもった数々の言葉の中に私たちの人生の目標や指針が見い出せるか
もしれません。
また、１月18日には「大隈重信100年アカデミア」スペシャルトークイベントが小野講堂であり

ました。伊東潤氏（早稲田卒）の大隈重信を主人公とする新刊小説『威風堂々』（中央公論新社）
の紹介があり、脳科学者の茂木健一郎氏と大隈メソッドについての対談でした。
コロナ禍により外での行事が少なくなり、家で読書する時間が多くなりました。今まで知らな

かった母校のことも知る機会も増えました。それぞれコロナ禍の過ごし方があると思いますが、未
知のウィルスとの闘いがまだ続きそうですので乗り越えていきたいと思っています。
晴れ晴れとした気持ちでの再会が待ち遠しいです。
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４年に一度の冬の祭典、2022北京オリン
ピックが２月４日～20日まで、パラリンピック
が３月４日～13日まで開催され、総勢18名の
校友が日本代表としてが参加します。
ノルディック複合代表枠はなんと５名全員が
早稲田の校友という、素晴らしく誇らしい事に
なりました。
渡部暁斗選手（北野建設）は、2014年ソチ

2018年平昌の2大会連続個人ノーマルヒル銀メ
ダリストで、ワールドカップ2017-2018シー
ズンの個人総合王者となり、今回５大会連続出
場で、今回もメダル候補です。
弟の渡部善斗選手（北野建設）と永井秀昭選

手（岐阜日野自動車）は３大会連続出場、今
シーズン好調の山本涼太選手（長野日野自動
車）と谷知宙選手（スポ科３年）は初出場です。
クロスカントリーの宮沢大志選手（JR東日

本）はソチに続く２回目、廣瀬選手（スポ科３
年）と山下選手（自衛隊体育学校）、女子の小
林千佳選手（長野日野自動車）は初出場です。
フィギアスケートの羽生結弦選手（ANA)は、

2014ソチと2018平昌オリンピックの２大会連
続金メダリストで、世界選手権で２度、四大陸
選手権で１度、グランプリファイナルで４度の
優勝ほか、ジュニア時代から世界のトップス
ケーターです。

早稲田大学校友18名、日本代表として出場!!

●北京2022 オリンピック・パラリンピック開幕

競技名 出場種目 氏名 学部等 学年等 出身高校

ノルディク複合

渡部 暁斗 スポーツ科学 2011年卒 長野県 白馬

男子ノーマルヒル 山本 涼太 スポーツ科学 2020年卒 長野県 飯山

男子ラージヒル 渡部 善斗 スポーツ科学 2014年卒 長野県 白馬

男子団体ラージヒル 永井 秀昭 人間科学 2006年卒 盛岡南
谷知 宙 スポーツ科学 3年 盛岡中央

クロスカントリー
距離男子

宮沢 大志 スポーツ科学 2014年卒 新潟県 十日町
廣瀨 峻 スポーツ科学 3年 富山県 雄山
山下陽暉 スポーツ科学 2021年 富山県 南砺波

距離女子 小林 千佳 スポーツ科学 2021年卒 長野県 飯山

アルペン 女子ジャイアントスラローム 向川 桜子 教育 2014年卒 角館
女子スラローム

スノーボード 女子スロープスタイル 鬼塚 雅 スポーツ科学 2021年 熊本県 ルーテル学院女子ビックエア
フィギアスケート 男子シングルス 羽生 結弦 人間科学通信 2020年卒 東北

スピードスケート 男子1500m 小田 卓朗 スポーツ科学 2016年卒 山形中央

アイスホッケー 女子
小山 玲弥 スポーツ科学 3年 日体桜華
山下 光 スポーツ科学 3年 駒大苫小牧
山下 栞 スポーツ科学 1年 苫小牧東

バイアスロン
女子スプリント15Km

前田 沙理 スポーツ科学 2013年 北海道 俱知安女子パシュート
リレー

パラ アルペン座位

女子滑降

村岡 桃佳 スポーツ科学大学院 博士課程 正智深谷
女子回転
女子大回転

女子スーパー大回転
女子スーパー複合

＊村岡選手は2020東京パラリンピック陸上車椅子1000Mに出場し、夏冬連続出場 （リサーチ：笹田 裕）

早稲田大学校友・日本代表一覧
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新たに４回転アクセルを武器に、３連覇を目
指していますので、期待して応援しましょう！
スピードスケートの小田卓朗選手（開発計画

研究所）は、2018平昌は1000ｍと1500ｍの
２種目で５位に入賞していますので、今回はメ
ダルを目指して頑張ってほしいですね。
アルペン女子の向川桜子選手（富士フィル

ム）は初出場となります。
アイスホッケー女子は山下姉妹が出場、姉の

光選手（スポ科３年・西武所属）はフォワード、
妹の栞選手（スポ科１年・西武所属）はディ
フェンダーで、小山玲弥選手（スポ科３年・西
武所属）はフォワードです。

スノボ女子の鬼塚雅選手（星野リゾート）は
メダルの期待がかかります。
バイアスロンの前田沙理選手（自衛隊体育学

校）は2018平昌に続いての連続出場となりま
す。
パラではアルペン座位女子に村岡桃佳選手

（トヨタ）が３大会連続の出場になります。
2018平昌では、大回転金、滑降と回転銀、

スーパーコンビとスーパー大回転銅と５つのメ
ダリストであり、今大会も大いに楽しみです！
今回はテレビ応援になりますが、皆様も校友

の活躍に大いに期待し、楽しみましょう！
（藤森敏光 スポーツ観戦部会長）

●2022年第98回東京箱根間往復駅伝

●ラグビー大学選手権準々決勝・宿敵明治に敗れる

大学日本一『荒ぶる』奪還ならず
勝利した明治大学との再戦となり、12月に２度
の早明戦は史上初となりました。
過去の対戦を見ても、対抗戦と大学選手権での
早明戦に連勝することが難しいといわれるなか、

正月の風物詩である箱根駅伝での早稲田大学
競走部駅伝は、13位という無念の成績で予選
会からの再出発となりました（総合13位・往
路11位・復路12位)。
【敗因について】
敗因については、全て怪我からの回復が遅

れたことです。私の知る限り、１区井川・２区
中谷・３区太田・７区鈴木・８区千明・10区
山口と6名の選手が怪我からの回復が遅れたこ
と、昨年出場し良い区間記録でいた昨年６区の
北村・昨年9区の小指の２名が怪我などで出場
出来なかったことです。
全て怪我によるものです。怪我の原因につい

てはアフターケアとか、頑張りすぎなどの問題
がありますが、早稲田の特徴としてはスピード
重視によるもの、つまり1万ｍまでで、箱根対
応の長い距離（最低2万ｍ）の練習不足ではな
いでしょうか。今後は怪我のない体力づくりが
課題です。

対抗戦最終戦で明治大学に勝利し、第２位で
大学選手権に進んだラグビー部は、シードされ
12月26日の準々決勝から登場。
初戦の相手は、3週間前の対抗戦で17対７で

【今後の期待について】
新４年生では駅伝主将の今年7区の鈴木・１

区の井川・小指・安田がいます。新３年生は豊
富で柳本・北村・辻・佐藤・諸富がおり、新2
年生は伊藤・石塚で、とくに石塚選手は出雲・
全日本・箱根と活躍をして来年も期待です。ま
た、早稲田の難点である「山」は５区は伊藤選
手・6区は北村選手・柳本選手が経験者です。
新しい新入部員も昨年暮れの高校駅伝1区（1万
ｍ）で29分前半を記録した2名が入学を予定し
ております。
これらの選手で13名になります。トラックか

らロードへの変化による対応が重要で、新人は
ロードでの29分前半です。来年の予選会もハー
フマラソン‘（21.1km）ですので、上記の４・
３・２年生も十分に戦えると思います。今後も
競走部駅伝についてお知らせをしたいと思いま
す。 （笹田 裕：幹事長）
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2022 練馬稲門会 ニューイヤーコンサート

対抗戦は負傷でメンバーを外れた長田智希主将
（４年・東海大仰星）が復帰し、ベストメン
バーとなり連勝へ万全の布陣でキックオフ。

【逆転で早稲田リードで前半を終える】
対抗戦ではお互い手の内を隠す戦いとなり、

固いディフェンス合戦のなか、ロースコアでの
決着となりましたが、再戦は開始直後に明治に
先制を許す展開になりました。
しかしスタンドオフ伊藤大祐（２年・桐蔭学

園）の独走トライで逆転し、終了間際にはプ
ロップ小林賢太副主将（４年・東福岡）が左サ
イドにグランディングし、15対８と７点の
リードで試合を折り返しました。

【後半は我慢のディフェンス時間となる】
後半に入ってもお互い固い守りで一進一退の

展開となりましたが、明治はキックを有効に使
い始め、フォワードとバックスが一体となった
アタックにより、早稲田は自陣でのプレー時間

が長くなり、スクラムでも苦戦。その結果、明
治に２トライを献上し、早稲田は後半無得点の
15対20で敗北。
２年ぶりの「荒ぶる」への挑戦は、残念ながら
ここで幕を閉じることになりました。
対抗戦では明治のミスに付け込み、少ないチャ
ンスをものにした早稲田でしたが、大学選手権
では反対に早稲田の絶好のチャンスでのミスが
重なり、得点チャンスを逃してしまい残念な敗
戦でした。

【来季への期待】
今回の試合に先発した４年生７名が抜ける来期
は、特に今年苦戦したスクラムの強化に向け、
第一列選手の奮起が望まれます。
大田尾竜彦監督２年目となりますが、対抗戦優
勝と大学選手権優勝・大学日本一「荒ぶる」奪
回に期待しています。

（藤森敏光：スポーツ観戦部会長）

去る１月15日(土)、 2007年から始まり、今年で15回
を迎える練馬稲門会主催・ワセオケによる『New
Year’s Concert2022』が開催され、成功裡に終了。中野
稲門会からは16人参加しました。
曲目はブラームスの「交響曲第２番」と「ウィンナ

ワルツ」ほかでした。コンサートの終わりには「ラ
デッキ行進曲」「早稲田の栄光」、お決まりの「都の
西北」。ふんだんなプログラムでした。
新型コロナの感染拡大のなか、観客数を減らしての

開催でしたが、ほぼ満員の状態。プログラムを見て驚
いたのですが、団員が300名近く、他大学の学生はいま
せん。私もワセオケでしたが、当時(1970年代前半)は
100名を超える程度で、他大学の学生も“ウェルカム”で
した。
このような演奏会を企画運営された練馬稲門会の努

力は、大変なものだったと思います。ワセオケだけで
なく練馬稲門会にも拍手を送りたいと思います。
なお、練馬のワセオケコンサートは、来年から２回は

練馬文化センターが改修に入るので会場が変わります。
池袋の芸術劇場の可能性がありそうです。

（足立良雄：音楽芸能部会長）

受験シ－ズン到来！
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▲©早稲田大学

毎年、受験生が合格祈願に坪内逍遥像
の手を触れるので、手指が真っ白に
なっています。写真ではよく見えない
のですが、確認してみてはいかがで
しょうか。

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、
ご協力ください。
■メール登録先waseda1968@yahoo.co.jp 
(中野稲門会幹事長 笹田 裕）宛にお願いします。

中野稲門会＜メール登録のお願い＞
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