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――今シーズン初の対外試合（六大学戦）が始まりま

したが、初日を振り返っていかがですか？

伊藤　今年一年、チームとして意識していきたいこ

とは、｢全員で戦う｣ということです。スターターの

５人も、ベンチの選手も、｢全員で声を出して頑張っ

ていこう｣と思って取り組んでいます。

この初日の２試合も、みんなで声を出して“チームで

戦う”という意識を持ってできたので｢良かった｣と思

います。結果、早稲田にも勝って２勝できたので、そ

れも良かったです。

武津　僕らは、トレーニングしかやってきていない

ので、｢試合になるのかな？｣という不安な気持ちで

したが、蓋を開けてみたら｢意外とできた｣というの

が正直なところです。

今年は、早稲田も小さくて去年の河上さんみたいな

エースもいないですし、｢全員で激しくいこう！｣とい

うことで臨みましたが、そこは最初にしては｢できた

かな？｣と思っています。

負けはしましたけれども、｢悪くない！｣という印象で

す。

――春の練習は、どのように取り組んできましたか？

武津　バスケットをやったのは、｢１対１を４本｣と

かで、ほとんどがディフェンスのファンダメンタルと

ランしかやっていないので、最初の試合にしては悪

くないと思います。

伊藤　慶應は、今年から練習メニューを４年生が中

心になって決めていて、ボールとか使っていました

ね。トレーニング班と練習班と２つに分かれ、“１時

間半で交代する”ということを、今年初めて取り組ん

できています。そうすることで、Ａチーム・Ｂチーム

が一緒になって練習しているので、全員が“やりたい

こと”を明確に共通理解でき、｢誰が出てもやるべき

ことができる｣という面で良かったと思います。その

一方、Ｂチームと一緒に練習をするので、合わせて

しまっている面があると思います。

もっともっと競争を高めるために、早慶戦に向けてＡ

チーム・Ｂチームをしっかり分けて、｢やっていかな

ければ！｣と思っています。

日の試合では“一生懸命やっていた”のが、フレッシュ

でいいなと思いました。下級生うまいですし、即戦

力ですね。

伊藤　慶應はこの六大学戦では、阪口さんが“出さな

い”と決めていました。まだ３～４回しか練習に参加

していないので、｢４月からしっかりやろう！｣という

ことで、各自調整しています。

でも戦力になると思いますし、早く一緒にやって｢良

いチームを作っていきたいな！｣と思っています。

――去年の４年生が抜けた穴を埋めることはできそ

うですか？

武津　河上さんがいなくなったのは、得点という面

で相当大きいです。

今年の目標である｢全員でテンポを上げてやるバス

ケ｣が、今日は少しできていたと思います。でも、テ

ンポを上げることによって、今日慶應に９０点取られ

たというのがあるので、そこを改善しなくてはと思い

ます。

伊藤　蛯名さんや矢嶋さん・本橋さんという先輩が

抜けたことは大きいですが、抜けた穴を埋めようと

いう考えは、去年ほどはないと思います。新しい選手

が出てきて、去年の４年生を超える存在を｢どんどん

出していかなくてはいけない｣と思っています。４年

生が精神的な支柱になっていかないと、チームはつ

いてこないと思うので、そこをすごく意識しています。

――昨シーズンは両校明暗が分かれたと思いますが、

振り返っていかがですか？

武津　昨年の４年生は能力が高いですし、高校から

有名な選手が多かったので、リーグ戦が始まる前は｢

いけるのでは？｣という、安易な考えをしていたので

すが、最初の試合でつまずいてしまって、｢何かおか

しい？｣と言っているうちに最後まで歯車が合わな

いままに終わってしまいました。

今年はそういうことにならないように、ミーティング

を多くして｢互いに意見を言い合えるような環境｣を

作りたいと思っています。

伊藤　昨年は、１７勝１敗で２部優勝して１部に復帰

もできました。その４年生が、作り上げてきてくれた

――新チームになり変わったことはありますか？

伊藤　監督もコーチも変わったので、いろいろ変わ

りましたね。慶應は、元来学生が中心で考え、それ

に対しておかしな点があったら監督やコーチが指導

してくれるというチームでしたが、｢今年からまたそ

れをやろう！｣と、練習スケジュールやメニューなど

“すべて学生が考えた上”でやっています。４年生が、

｢しっかり考えてやっていかないといけない！｣とい

うことで、ミーティングも多くやり、下級生もついて

きてくれているので、今はいい感じです。

武津　早稲田もミーティングが多くなっています。

今までは、｢後輩が思っていても言えないこと｣ が

あったと思いますが、｢そういうのをなくそう！｣とい

うことで、学生コーチの吉岡等が中心になり、変えよ

うとしてくれているので、風通しは良くなったと思い

ます。

――新１年生もチームに合流していると思いますが、

いかがですか？

武津　馴染んできて、良いと思います。１年生は、ま

だチームでバスケットをあまりやっていないのに、今

チームの雰囲気を、継続して練習できており 、本当

に４年生のおかげです。

しかし、さらに慶應が強くなるためには、｢もっともっ

と練習しなくてはいけないこと｣があると思っていま

す。

――今季目指していく｢チームとしてのプレースタイ

ル｣などはありますか？

武津　エースがいなくなった分テンポを上げて、｢全

員でしっかり頑張る｣ということを掲げています。そ

うするためにも、トレーニングはかなり時間をかけて

やってきているので、テンポを上げることで得点を

高くして、ディフェンスを粘って走り勝つような感じ

を目指しています。

伊藤　慶應もトレーニングに力を入れており、“１個

１個のスクリーン”等をしっかりやり、｢全員でやって

いこう！｣というのを常に言っています。

青学・東海といった“すごい選手”がいるチームには、

全員でやっていかないと｢早稲田や慶應が勝つこと

はできない！｣と思っています。

――キャプテンとして意識していることはあります

か？

武津　私は伊藤くんみたいに、試合に出て“プレーで

どうこう”というのは難しいと思っているので、普段

の取り組みから｢誰よりも率先してやろう！｣と思っ

ています。言うということも大切ですけれども、｢練

習できついところを頑張る｣といった取り組みは、４

年生として譲らないようにしていて、そこは｢私の中

で大事かな！｣と思っています。

伊藤　バスケットの技術の上手い下手で誰かに伝え

るというよりも、｢きついところを頑張ったり｣｢人が

いないところでも練習をしたり｣、そういう部分で示

していかなければ下級生はついてこない。そういう

ところは、徹底していこうと思っています。

とりあえず｢１番声を出す！｣というところは、この１

年間やっていきたいと思っています。

――お二人はプライベートでも交流はありますか？

伊藤　めっちゃ、仲悪いですね（笑）。

武津　今日も、本当は帰りたかったですけど。全然、
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関わりがないですね。１年の時、リーグ戦でマッチ

アップしたことがあって、それ以来試合後にちょっと

話したりしていますけど。

伊藤　少し似ている部分が、あるみたいですね。

武津　よく言われますね。どこが似ているか、分から

ないですけど（笑）。でも、仲悪くはないです。多分。

――遊びに行ったりはしないのですか？

武津　無いです。

伊藤　絶対無いですね（笑）。連絡先も知らないです。

武津　連絡すること、無いっしょ（笑）。いい距離を

保っています。

――お互いの学校で、仲のいい選手はいますか？

武津　いやー。やっぱり、九州という小さい輪の中

にいたので、そんなにいませんね。

福元は、中学の選抜で一緒でしたが、福元は、先輩

に“ガツガツくるタイプ”じゃないので。あんまり絡

まないですね。

伊藤　友達いる？

武津　学校？いない（笑）。いないですよ。学部は、女

子ばっかりなので。ラグビー部とか何人かいますけ

ど、そういう同じ人としか絡んでないです。

寂しい大学生活を送っています。これから頑張りま

す（笑）。そっちは、洛南多いもんね。

伊藤　私は、平野くんとは１週間くらい前もご飯食

べに行きましたし、それくらい仲がいいですね。高

校の時から、ストレッチ

とシューティングを３年

間ペアでやり続けたので。

あんまり褒めると調子に

乗るので、でもあいつが

いなかったら今の自分が

ないくらい大きい存在で

すね。

洛南の会みたいなのが

あって、とりあえず集ま

りますね。洛南は、上下

関係が全然無いので、な

めていますけど、でも仲

武津　ここからですから、僕らは。

――早慶戦のキーマンとなる選手はどなたですか？

伊藤　主将としては「全員」と言いたいですね。それ

は両校変わらないと思うのですけど。ね？

武津　うん。全員だね。

伊藤　あえて言うなら…。早稲田は？

武津　いやいや！そっちが先に言ってよ！

伊藤　あえて言うなら…。やっぱ大元くん。去年も

３ピリすごかったので。大舞台に強いのでやってくれ

るかなとは思っています。

あとは、権田くんをはじめとする４年生ですね。４年

生は最後なので、私を含めて力を出し切らないとい

けないかなと思っています。

福元くんとかにも、期待ですね。難しいね、あえて

言うのは（笑）。

武津　あえてですよ！私も全員だと思っていますか

ら。

まあ、でもあえて言うなら平野ですかね？ 今日出て

いた４年生も平野だけですからね。彼は、泥臭いプ

レーをするのでキーマンになると思います。

あとは、下級生だったら池田ですね。あいつは、本

当にしっかりしています。しっかり考えていて、しっ

かりチームのために行動できるやつです。

伊藤　完璧だね。彼は。

武津　完璧よ。完璧よ。

伊藤　ルックスもよくて。

武津　池田は、個人的にも信頼していますし、池田

のプレーは｢チームに勝利を呼び寄せる｣と思います。

――警戒している選手はいますか？

伊藤・武津　あーーー！（笑）

伊藤　毎年ある質問だけど、｢あーーー｣ってなるね

（笑）。なんだかんだ言って、｢４年生の戦いなのか

な？｣って個人的には思っていて、武津くんがさっき

言っていた平野くん。あいつは、ほんと気持ちが強

くて粘り強いですし、そういうプレイヤーほど嫌な相

手なので、警戒するのは彼を含めた４年生になると

思います。

慶應としては、｢早稲田の４年生には負けられない！」

がいいですね。

武津　羨ましいですよ。私も舞鶴会やりたいけどね、

人がいないので（笑）。寂しいですよ。

――昨年の早慶戦を振り返っていかがですか？

武津　昨年は、勝つには勝ったのですが、結構僅差

だったので“慶應は強い！”という印象がありました。

ベンチから見ていたので、試合の印象というか会場

での慶應の雰囲気がすごかったです。

慶應が、代々木体育館に入ったら“観客がドッカー

ン！”みたいな。

伊藤　そんなこと、無いっしょ！

武津　早稲田入ってもシーン…。みたいな感じで、｢

まじかよー｣ってなりました。正直。

伊藤　観客の人数同じぐらいでしょ？

武津　いやいや、７：３ぐらいでしたよ。

慶スポ早スポ、ちょっと慶應のほうが多かったです

ね？

武津　ほら！

伊藤　頑張れよ！(笑）。

武津　今年は、日吉なので余計にすごいですよ。ま

あ、まとめると「すごいな！」という感じでした。

伊藤　去年は入院していたのでトーナメントは出ら

れなくて、早慶戦が復帰戦でした。しかし、去年は｢

絶対勝たないといけない！｣という気持ちで戦いまし

たが、やはり河上さんとかにやられました。

４ピリの早稲田って“めちゃくちゃ”強いかったです

よ。いきなり来るので、「あの波に乗っちゃいけな

い！」。

武津　そんなこと思ってないでしょ（笑）。

伊藤　いや、思っているよ！“グーッ”と流れが来る。

でも、慶應を応援する観客のほうが多かったのに、ほ

んと申し訳なかったです。今年は、絶対に勝ちたい

です。申し訳ないけど勝ちます！（笑）。

武津　いやいや。泳がしときます。今日の試合は、慶

應にあげたのですよ。

伊藤　去年は、早稲田が六大学戦で勝ち、早慶戦も

勝っているので、今年は、六大学戦で慶應が勝ちま

したから（笑）。

ので、警戒しています。

武津　気遣っているで

しょ？

伊藤　あとでご飯おごっ

て（笑）。

一同　（笑）

伊藤　でも、もちろん池

田くんであったり、河合

くんであったりすごく上

手いので、やっぱり鍵と

なってくるのは、４年生

だと思っています。

武津　私は、慶應も下級

生の大元くんとか。僕個人的に大元くんのプレー、す

ごく好きです。

伊藤　みんな好きだよ。あんなの誰もできないもん

（笑）。

武津　大元くんとか、あとは大分の後輩の福元くん

とか、警戒すべきだと思いますけど、やっぱりここに

いる伊藤くんをはじめとする４年生ですかね。

一緒になっちゃいますけど、その年に４年生が左右

する部分は、かなり多いと思うので。

伊藤くんとか吉川くんとか、あまり話したことないけ

ど（笑）。

伊藤　友達いないもんね。

武津　ぼっちなんで。でもやっぱり４年生ですね。

――早慶戦の｢ここに注目して欲しい！｣というとこ

ろを教えてください。

伊藤　欲を言うと、Bチーム戦から来て頂きたいです。

武津　私も、同じです。

伊藤　いつも一緒に頑張っている仲間なので、試合

も面白いので彼らのためにも、注目して頂きたいで

す。

武津　本戦のほうは、見て頂けたら分かると思いま

す（笑）。

でも私も、Bチーム戦ですね。あいつらホントに頑

張っていますホント頑張っているので･･･。３回言い

ますけど、ホント頑張っています。るそこは、見て欲
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しいです。

なかなか日の目は浴びてないですけど、普段の取り

組みは真剣にやっていてほんと頑張っていますので、

注目して欲しいです。

伊藤　本戦の見どころは…？

武津　見どころ？

伊藤　この冊子を見るのは、本戦始まる前だからね。

武津　いやぁ、やっぱりお互いさっき言った通り“全

員バスケ”のところですね。全員で戦うので。意地の

戦いになると思います。

伊藤　プライドだね。

武津　うん、気持ちのぶつかり合いだよね。ルーズ

ボールも全力で走って取りに行くと思うので。

伊藤　慶應は、早慶戦優勝が春の一番の目標。何が

何でも、勝ちたいので。

武津　早稲田も！

伊藤　絶対嘘でしょ！（笑）

武津　まあ、最初はこう言わせておいて、泳がせて

おく。

一同　（笑）

伊藤　毎年すごいと思うけど、今年は特にもっと激

しくなると思う。

慶應は３連敗しているので…。

武津　そうだね。早稲田は３連勝しているので。

伊藤　入学してから、１回も勝ったことが無い！。

武津　負けたことない…。とか言って、今年は今年

なので！

伊藤　今年は慶應が、全員で｢丘の上｣を歌うので、一

緒に歌いましょう！

――早慶戦にむけてどのような準備をしていきます

か？

武津　正直早慶戦に向けての準備というか、最終的

な目標はやはりインカレとか一部復帰というのがあ

るので、早慶戦の準備は特にないと思います。

それなりに、慶應の研究はすると思いますが。最終

目標へのステップアップだと思います。

伊藤　早稲田は余裕ですね。３連勝しているから。

武津　いやいや待って。去年早慶戦に勝っても、結

果としてシーズンは良くなかったですから、「そこだ

けに照準を合わせるのは、どうかな？」というのが個

人的な意見です。

だってそうじゃない？慶應は、去年早慶戦負けても、

最後は良かった。逆なのよ。

伊藤　そうだけど、慶應は｢春秋しっかり分けて考え

ている｣ので。

やはり“勝つ！”というのが目標で、そのステップアッ

プが、トーナメントとかリーグ戦だと考えています。

なので、早稲田に勝つ準備は、徹底的にしていこう

と思います。

武津　まあ、早稲田も、伊藤くんが｢右に行くのか？ 

左に行くのか？｣を研究します。

一同　（笑）

――早慶戦とは、自分にとってなんでしょうか？

伊藤　この質問は、初めてだ（笑）。

武津　えーー。

伊藤　思い入れは、学年を重ねるにつれてどんどん

強くなっています。

武津　確かに。年を追うごとにという感じです。や

はり慶應には負けたくないです。

伊藤　世間的にもライバルなので。でも、仲良いけ

どね。ここの２人は、仲悪いけど（笑）。

武津　確かに（笑）。

伊藤　けど、｢バスケ人生最後の大一番｣という感じ

です。何十年たっても、｢この試合のことは忘れない」

と思います。バスケ人生｢最後の早慶戦｣とか、ね？

武津　意地のぶつかり合いです。うっす。伊藤を倒

して。

伊藤　武津を倒して。

一同　（笑）

伊藤　自分にとっては、人生ラストのビックゲーム

です。

武津　そうだね。同じです。

伊藤　こんな幸せなことはない。

武津　観客いっぱい入るし。特別ですよ。

伊藤・武津　みなさん、楽しんでください！
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