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この突撃部隊とミスターオールラウンダーを｢どう

止めるか？｣が鍵ですね。

権田　木村(晃)くんは中学の時からすごかったので、

ジャンプシュートも相当上手く、大学入っても早慶

戦のいいところでシュート決めたりとか、お祭り男の

イメージですね。そこを乗せないために、｢どういう

風にするか？｣ を考えていかなければいけないです

ね。

平野くんにも、中学の時に決勝でやられたので…。そ

れに加えて、｢泥臭い部分で一番頑張れるプレイヤー

｣ということも洛南の人からも聞いていますし、実際

にプレーでも体現しているので、すごく厄介な２人

です。

吉川　さっき権田も言っていましたが、ずっと全国

のトップレベルのトップスターの方々です。特徴が

あって、木村(晃)くんだったら｢シュートが上手い！｣

だとか、平野くんだったら｢泥臭いところ頑張れる！」

とか。

しかもこの２人が頑張ると、｢チームが盛り上がって

いるな！｣という印象が強い。

早慶戦は”流れ”というのが、”チームの盛り上がり！”

だったり、”会場の雰囲気”ということのが、とても

大きな影響を与える試合です。だから、「しっかりこ

の２人を静かにさせて｣、慶應が勝てるようにしたい

です。

――お互いのチームから取り入れたい部分はありま

すか？

権田　シュート力は、取り入れたいかな。

吉川　あとは速攻の出し方が、慶應より”全然上手い

な！”と思っていて、リバウンドを取ってガードに渡

してからの切り替えが速く、慶應もそれをやりたい

です。しかし、全然上手くいかない。

平野　なんだろうな…。就活中なので、慶應ＯＢの

コネとか取り入れたいです（笑）。

権田　早稲田もいっぱいコネあるでしょ（笑）。

平野　全然違うよ（笑）。

木村　ベンチの盛り上がりとか、慶應は一体感があ

る。早稲田は、結構個人個人で盛り上がる感じで、ま
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――今シーズン初の対外試合（六大学戦）でしたが、

初日を振り返っていかがですか？

権田　今シーズン初めての対外試合だったので、や

はり｢上手くいくか？｣心配な部分もたくさんありま

した。

個人的には、ファウルをたくさんしてしまいました

し、「100％満足のいく結果だったか？」というと、そ

んなこともなかったです。でも、私が慶應に入学し

てから”早稲田に勝つ”ということがなく、”今日初め

て勝つ”ことができました。

早慶戦で今日みたいな勝利が挙げられたら、”もっと

嬉しいだろうな”と思っているので、今日勝てたこと

に慢心することなく、本番でも勝ちたいと思います。

木村　慶應は監督・コーチが変わりましたし、｢少し

今までとはスタイルが違うのかな？｣という印象を受

けました。早稲田も新人が入ってきて、まだ練習も

あんまりやっていないし、日が浅いので、両チームと

も”チーム作り途中”という感じでした。

私自身は、まずしっかり怪我を治した後にチームに

入れるようにすることを、目標にしています。

今、「慶應は、早稲田に勝ったことがない｣みたいな

というのは、これから何ヶ月も練習していったら｢恐

ろしい存在になるかも？｣と思うと、結構恐いです。

木村　去年の入替戦とかも見ていましたが、慶應は

すごくタテに速いイメージで、｢前に前に｣｢点を取っ

て点を取って｣という感じがありましたが、今年はよ

りチームワークというか、合わせのプレーとかが多く

て、チームとしてちょっと違うというか、方向性が変

わっていっているのかなという気がしました。

個人的に、慶應の選手はすごく能力的に高い選手が

多いので、｢そこまで合わされると、｢より厄介になっ

てくるのかな？｣という気がします。

吉川　去年の早慶戦は、河上さんだったり木村(晃)

くんだったり｢中のプレイヤーにやられていた｣とい

うイメージがありました。しかし、今日はガード陣が

速くて、慶應がやりたいバスケットをやられてしまっ

た場面があったので、その辺りが噛み合ってきたら

「早稲田は恐いな」という部分があります。

平野　慶應は、去年に比べてシステムではなくて、”

形にとらわれないバスケット”をしているかなと思い

ました。「いつものシュートタイミングとは違う」と、

変わりましたね。すごいです。

――お互いの選手の印象は？

木村　吉川くんと権田くんは、もう中学から知って

いるので、「２人は相変わらず点を取るな」というイ

メージですね。

中学の時は、選抜とかでチームメイトだったので、

前は頼もしい仲間だったんですけど、今はめっちゃ

厄介です。わざと外してリバウンド取ったりするし

（笑）。吉川くんは、全部突撃してバスケットカウント

取ってくるし（笑）。

平野　突撃部隊だよね（笑）。

木村　伊藤くんとかも確かに厄介なのですけど、

やっぱりキャプテンだし、ガンガンいくっていうイ

メージですね。ここの２人に乗られると、ちょっと慶

應としても乗ってきちゃうと思うので要注意ですね。

平野　権田くんはオールラウンダーで、今日もしっ

かりブロックされましたし（笑）。吉川くんは木村(晃)

も言っていましたが、突撃部隊なので、早慶戦では

ことを、権田くんが言っていましたが、正直僕らはそ

こまで気にしていなかったです。

本番では、私の中で｢早慶戦は勝つ｣ことしか経験し

ていないので、最後も勝とうかなという感じです。

吉川　監督・コーチが変わって新しい試みをいろい

ろ繰り返している中で、今日新しく試してみて｢どこ

まで成功できるのか？｣という感じでした。ある程度

の手応えは感じましたが、やはり早稲田は木村(晃)

くんも出ていなかったですし、新人がどんどん力を

伸ばしてくると思いますが、早慶戦は今日みたいな

形で”しっかり”勝ちたいなと思います。とりあえず、

今日初めて早稲田に勝てたので嬉しかったです。

平野　慶應は、｢すごく噛み合っているな！｣という

感じでした。しかし、早慶戦では、しっかり早稲田が

勝てるように！　ちょっと慶應は、浮かれているので

（笑）。

――お互いのチームの印象はいかがですか？

権田　１年生がやはり“すごいな！”というのが、去

年との１番の違いだと思います。

さっき木村(晃)くんも言っていましたが、まだ練習

にも参加していない中であれだけの力が発揮できる
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と平野についていくだけです。

権田　いろんなポジションを、任せられると思いま

す。得点を求められ、リバウンドも求められてと、い

ろんなことを求められるシーズンだと思うので、多

分やらなければならないことがたくさんあって、大変

なこともあるかもしれない。

しかし、一つ一つ乗り越えないと成長もしない。一つ

一つやらなければならないことを、一つ一つ解決し、

１年終わった時に｢満足して、やりきったぞ！｣と思

えるような１年にしたいです。

――ではチームの目標を教えてください。

平野　チームも同じです。一部復帰とインカレ優勝

です。

吉川　早慶戦で優勝することと、あと日本一です。春

は、早慶戦だけしっかりみて頑張ろうと思います。

権田　今年は、早慶戦にかけているから。

吉川　いや、本当に早慶戦だけみているから。

権田　俺らは、“All for早慶戦”だから。

吉川　本当にそれだよ。

木村　だって、俺ら勝ったら４連覇だもんね（笑）。

権田　俺らは、今３連敗だよ。

吉川　十分に泣いてきているからね。

権田　ちょっと考えてみ？３連敗の気持ち。

木村　うーん、なんかね、分からないね、その気持

ち。負けたことがないから（笑）。上からになっちゃ

とまり感がない。早慶戦の応援とかも、代々木でやっ

ているのに”アウェイ“みたいな。

あの一体感、ちょっといいなとは思います。

――この冬の間は、どのような練習をしていました

か？

権田　２～３月というのは、監督・コーチが変わって

練習のやり方も相当変わりました。そのやり方とか、

ルールっていうものを、みんなに徹底させる期間で

した。

吉川　とりあえず、ディフェンスのルールをしっかり

徹底させようとして、ディフェンスの練習は結構重

点的にやっていました。

オフェンスは、個々が能力を持っていると思うので、

ある程度自由にやらせようという感じでした。後は

シューティングとウエイトを、結構やりました。

権田　やっぱりシュートが入らないと勝てないし、１

部に上がると体のぶつかりとかも相当激しくなると

思っているので、そこを重点的にやりつつ、練習で

はみんなの共通理解としてルールを徹底することを

中心的にやっていました。

平野　とりあえず走りました。走ってウエイトして、

３日前ぐらいに初めてスクリメージをやりました。

ずっと、走ってウエイトでした。

木村　すごく走っています。私は怪我をしているの

で走っていないけど、外から見ていて｢今年はすごく

ムをまとめられるか？

まとまっていない訳ではないですけど、去年２部に

落ちてチームとして１部で戦うことができないし、今

年は１部に復帰するということが絶対条件の中で、

早慶戦を含めて他の試合も戦っていくので、大きな

目標に向かって｢どれだけみんなが武津を中心にま

とまっていけるか？｣だと思います。

なので、僕らも武津をサポートしますし、武津もしっ

かりみんなを引っ張っていって初めてチームの力が

発揮できるのではないかと思います。

平野　私も武津だと思います。その通りです。

権田　山崎 哲は、阪口さんも期待していますし、イ

ンサイドは私たち背が低いので、私とか黒木とか

がゲームに出ない場面で、彼が上手くチームの柱

になってくれれば、たぶんインサイドの幅が相当広

がってくると思います。「山崎の成長が、今後のチー

ムを救うのだ！」と阪口さんも言われていたので、「そ

うだ！」と思います。

私自身も、割とインサイドのプレーもやるので、今年

は山崎にいろんなことを教えていけたらなと思って

います。

吉川　大元ですね。あいつが一番能力を持っていて、

得点能力とかもスバ抜けている。しかし、やっぱりま

だ優しい部分がある。「自分が、自分が」というのも

ない。練習中も｢１２０％の力を出せ｣と言っていま

すが、｢８０％の力でも僕らより速く走れる｣だとか、

得点を挙げられているので、いかにあいつに｢自分が

点を取るのだ！｣という意識を持たせられるかという

ことを、私は今、頑張ってやっています。

――今シーズンの個人的な目標を教えてください。

吉川　今年は、去年と違って副将という責任ある立

場なので、責任あるプレーをしていこうと思ってい

ます。３年生や伊藤が苦しい時に、「自分が一番頑張

ることでチームをいい雰囲気に持っていくこと」が、

自分の役割だと思っています。

平野　個人としては、チームを一部復帰させて、最

後のインカレにおいて日本一になることです。

木村　まず、私は膝を治します。そして私は、武津

走っているな｣と思います。

権田　例年以上に走っているの？

木村　今年は、走っているよ。早稲田は、今年背が

低いので、そこは“走ってなんぼ”っていうところは

あると思うので、そこには重点置いています。

去年１部でやりましたけど、体格の面で言ったら東

海大・青学大とかと比べると弱かったので、そこを

もう１回やり直して、シーズン長いですから土台作り

みたいな感じでした。

――今年のチームカラーは？

権田　やっていきたいことは、全員がみんなきちん

と意見が言えて、コミュニケーションがとれるチーム

というのを目指しています。今のところ｢実践できて

いるか？｣と言われれば微妙ですが、みんなが意見を

出して”元気なチーム”というのは作れてきていると

思う。

元気なチームの次の段階として、”実のある声”や”

意味のある声”を、出せるチームにしていきたいです。

まだまだですが。

吉川　去年まで佐々木先生がコーチだったので先生

の方針に従っていた感がいて強かった。今年はそこ

から解放され、みんな自由にできるというか、自由な

意見も発せられるようになりました。

平野　早稲田は、キャプテンの武津が日本男児みた

いな｢すごく硬派な真面目なやつ｣なので、あいつに

ついて行って、カチッとした感じになっていくのかな。

木村　監督は、｢みんなキャプテンでもいい｣と言っ

ています。今年は私たち４年生が多く、４年生がチー

ムに与える影響はすごく大きいと思う。

武津がキャプテンですけど、プレーの面では、平野

や自分が、リーダーシップを発揮できると思う。武津

は、チームのキャプテンとしてしっかりやってくれる

と思います。「実戦ではみんなが、自覚を持ってやっ

ていく」というのが、早稲田のチームカラーではない

かと思います。

――新シーズンを迎えるにあたって、今年キーマン

となりそうな選手はどなたですか？

木村　私は、武津だと思います。武津が、いかにチー
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思うのですが、その歴史の１ページを刻めるような

大会です。

――最後の早慶戦への意気込みをお願いします。

権田　絶対勝つしかない。本当に“浮かれ野郎”なん

かに、負けたくないので（笑）。

春シーズンは、早慶戦を目標に慶應はやっていきま

すし、今年一年を振り返った時に、「早慶戦に勝つか

負けるか？」、その結果は私達の人生にも後々関わっ

てくると思うので、「何としても負けられない一戦！」

として、絶対勝ちたいと思っています。

木村　チームとしての目標は、１部復帰と日本一な

ので、そこは変わらないけれど、前期の最後の早慶

戦を勝って終わるというのは、チームとしてもその

本当の目標に対しても意味のある試合になると思う。

まず勝って前期を終わるというのと、僕らは｢勝った

早慶戦しか経験してない！｣ということを、今回勝つ

ことができたら多分死ぬまで言うのだろうなと（笑）。

私は、｢もう早慶戦は勝つものだ！｣と思っているの

で、絶対に勝つと思っています。

吉川　３年間負けてきたので、｢終わりよければ全て

よし！｣という考え方もあって、「自分たちの代で勝て

ばいいかな？」と切り替えている。しかし、やっぱり

｢最後に自分たちの代で勝ちたい！｣というのと、後

輩達にも勝利を味わせたことがないので、勝ったら

それだけの感動だったり喜びだったりがあると思う。

それを味わいたいと思っています。

平野　1985年(第43回)の早稲田４連勝以来の４年

連続で勝った代ということで、そこで勝つことによっ

て後輩達にも語り継いでいきたいなと。

あと、アウェイということもあるので、黙らせてやり

ます（笑）。

うけど。

でも、今年早稲田はアウェイじゃないですか、それ

に対してどう思いますか？

吉川　“完全にホーム作ろう”としているから（笑）。

――オフの日はどのように過ごしていますか？

平野　飲んで寝ています（笑）。前の日に飲んで４時

くらいに起きて、ご飯を食べてそのまままた寝るみ

たいな。大学生です（笑）。

吉川　女の子と遊んでいます。権田もそうです（笑）。

慶應は、女子としか遊んでないです。

キャプテンが、いけないのです。キャプテンが遊ん

でいるので、そうなってくると｢どうしてお前遊んで

いないの？｣みたいになる。遊んでないと馬鹿にされ

る。

権田　確かに、そういう雰囲気あるよね。

吉川　伊藤が悪いということで、遊んでいます（笑）。

権田　僕も女の子と遊んでいるのかな…（笑）。女の

子っていうと良くないからね、お付き合いしている

子と。不特定多数じゃなくてね。

木村　そう言わないと、誤解を招くからね。

吉川　慶應はみんなそうです。オンオフの切り替え

を、しっかりやっているので。

木村　私は、キャプテンの武津さんと共にお買い物

に行かせて頂くことが、この上ない幸せなので。武

津さんに｢行くぞ！｣と言われたら、「へっへい！」と

言ってついてきます（笑）。

そして荷物を持って…。それが僕のオフの過ごし方

です。私は、武津さんと過ごせるのが一番幸せなん

ですよ。

――試合前のモチベーションの上げ方など、何かあ

りますか？

権田　｢左足から紐を結ぶ｣ことくらい。

吉川　私も右足から結んで、あとスラムダンクの１３

巻を読みます。流川が海南戦で、一人で点とるやつ。

権田　プレーに出ているよね（笑）。

木村　私は、チームメイトの小林くんとアップの時

のぶつかる練習を全力でやって、全力で吹き飛ばさ

れます。

分たちで考えないといけないという難しさがありま

す。

――今までに印象深かった早慶戦はありますか？

木村　全部印象深いわ。

吉川　全部悔しい。

権田　全部だめだったし。

平野　私は、１回も早慶戦に出たことがないのです。

去年は怪我で、一昨年とその前は｢この時期は絶対に

出場しない｣。それで、秋から出始めるのです。

｢外から見ても分からない｣、という感じです。

木村　早慶戦は、本当に楽しいです。とりあえずあ

の中で出場し、自分がバスケをしているのが好きな

ので楽しいイメージしかない。そして、勝てるので

（笑）。

権田　毎回相当悔しいので、毎回印象深いとしか言

えない。どの負けが｢一番悔しかった？｣とかもない

ですし。

吉川　そうだね。全部悔しかった。

――早慶戦とはなんですか？

平野　命がけっすよ。プライドが掛かっているしね。

木村　俺は、お祭りなのだけど。楽しくバスケでき

ますね。

一番自分が早稲田大学にいるのが誇らしいというか、

勝ったらなおさらですけれど。

勝ってたくさんの人が来てくれると、「自分って早稲

田大学の学生なのだ」ということ、みんなが見てくれ

て「早稲田のためにやっているのだ！」というのを感

じられるので、バスケの試合以上の意味がある大会

なのかなと思います。

権田　こんなに盛り上がる試合って、早稲田と慶應

の試合くらいしかないと思います。代々木が満員に

なって、あれだけみんなが声援を送ってくれるとい

う“特別な試合に出場できる権利”があるのって早稲

田と慶應の学生しかいないと思うので、本当に特別

な試合なのだと思っています。

吉川　伝統ある早稲田と慶應だからこそ、あれだけ

の盛り上がりだったり、OB・OGが来てくれて盛り上

がったりするのがあって、今後もずっと続いていくと

私は、験を担ぎまくります。他には、｢朝駅までの道

のりは絶対こう歩いていく｣ みたいな。この信号を

渡って、この道を歩いて…。面倒くさい奴なのです

よ（笑）。

平野　験は担がないですね。

木村　一時期の「試合前に団子を食べよう！」みたい

な。

平野　あったね！一時期２人でやっていた。

試合前は、「とりあえずみたらし団子を食べる」みた

いな。２日くらいで飽きました。

権田　一時期すぎる（笑）。

平野　あと私はモモカンをよく入れられるので｢す

ごくゴツいパワータイツを、これから試合で履こ

う！」、みたいな。でもその日試合に出られなくて、止

めました（笑）。

インナーも着ないし、そういうことやりだすとダメで

すね。

――監督・コーチについての印象をお願いします。

木村　よく怒られますけど、それについても自分が

悪いと思っているので。

平野　嘘です（笑）。

木村　正直自分としては、「怒られるのは仕方ない」

と思いますけど、結構“怒るイメージ”とかもあると

思います。私は、倉石さんのゼミに入っていますが、

本当に普段はNBAとかバスケのことが大好きないい

人です。NBAのこと話し始めたら、「授業時間全部終

わっちゃう」みたいな。バスケに対する熱意とかは、

本当に｢日本でトップの人なのだ｣と思います。

平野　私も同じです。

権田　私は、高校のときの先生が、今年から大学の

コーチになられたということで、割と全部が全部で

はないですけど｢考えていることとか、どういう風に

したいのだろうかな？｣ということは、何となく汲み

取れる側だとは思っています。そういうアドバンテー

ジがある分、今まで阪口さんとあまり接してこなかっ

たチームメイトたちに、「ああいう風に考えているの

では？」とか、提案できると思います。

吉川　自由にバスケをさせてくれる。でもその分自
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――六大学戦は、今季初の対外試合でしたが、初日

を振り返っていかがですか？

池田　疲れました。本当に疲れました。

大元　ずっと出っぱなしだったの？

池田　いや違うけど。

黒木　早稲田にずっと負けていた分、試合前から慶

應はみんな燃えていたのを感じましたね。結果勝て

てよかったですが、まだ詰められる部分もあったな

と感じています。

――早慶戦でのキーマンはどなたでしょうか？

福元　３年生だと思います。

池田　早稲田は、木澤ですかね。

大元　今日はちょっと木澤くんのスリーポイントに

やられてしまいました。要所要所でしっかりこなし

てくるので。バスカンのところとか。

木澤　いや大元くんの方がすごかったです。

大元　いやいやいやいや。木澤くんは、上げるのが

上手いんですよ。私は、本当に外していました。

――お互いの印象はいかがですか？

福元　早稲田は、すごく展開が速くて、正直びっく

りしました。

山本　慶應は、チームルールがすごく徹底している

なと思いました。ディフェンスとかオフェンスとか、

すごくシステマチックにやっていて、ほぼ完成され

ているのではないかと。

木澤　今シーズンは、未だほとんどスクリメージし

てないですよ。

大元　本当に？慶應も２日間しかスクリメージして

なかったです。

福元　スタートのメンバーも、今日が初めてでした。

木澤　慶應はもう、ディフェンスのダブルチームと

か、オフェンスのセンターフラッシュのスクリーン、

ハイポストフラッシュとかが、しっかりできている

なと感じました。

大元　全部ばれていますね（笑）。ＵＣＬＡとかやっ

てないし。でもそれを木澤くんに言われるのは、ち

ょっと嫌ですね（笑）。

――お互いのチームの取り入れたい特徴はあります

か？

黒木　切り替えの部分が、早稲田はすごくいいなと

思いました。

木澤　慶應は、リズムとか関係なしにやってきて、速

攻でいきなりスリーを打ってきました。そこが慶應

の持ち味なのかなと思います。思い切りがいいです。

そういった部分が早稲田には欠けているのかなと思

います。

大元　ピックが上手いなと思いました。ハイピック

とかですごくスペースができていて、そういうとこ

ろは、慶應にはないコートでのスペースの作り方と

いうか、上手な空間の作り方だと思いました。

――皆さんは新３年生ということですが、上級生に

なって意識の変化はありますか？

山本　やはり上級生としての自覚を持って、下級生

を引っ張っていけるように頑張ります。

一同　同じです。

福元　今までは先輩方についていくだけでしたが、

上級生になって引っ張っていく部分と、逆に４年生

を支える立場にもあるので、そこの考え方や言動な

どにすごく敏感になっています。

――昨シーズンを終えてから今シーズンまではどん

なことを意識して過ごしましたか？

大元　３年生になって甘えは許されないと思うので、

結構ストイックにやっていきたいなというのが自分

の中にはあります。

私は、シューティングが好きなのでほぼ毎日欠かさ

ずやってきましたし、朝練とかも積極的にやってき

ました。そういうところは、３年生になったときに

決めたことなので、これからも継続してやっていき

たいと思います。

池田　２年生までにずっとやってきたことの中で通

用する部分と通用しない部分というのがありました。

シーズンオフになってからは、そういったことを自

分の頭の中で常にイメージを持ってシューティング

やトレーニングをしてきました。

――去年の４年生が抜けてチームの雰囲気に変化は

ありましたか？

木澤　新キャプテンの武津さんや平野さん、木村

（晃）さんら、４年生が練習中にしっかりと声を出し

てくれていて、自分たちはそういった上級生を裏切

ることはできないなと思っています。

黒木　うちのチームは人数が少ないので、その少な

い中の一人一人が興味を持つというか、声を出す。お

互い指摘し合うことでコミュニケーションがすごく

取れていると思うので、いい雰囲気でやれていると

は感じています。

――オフの過ごし方を教えてください。

木澤　よく１人…で買い物に行っています。

一同　１人！？（笑）

山本　寝ています。

池田　疲れていたら休みますし、疲れていなかった

ら遊びに行ったりしますね。

黒木　私は田舎者で全然知らないので、いろんなと

ころに行ってみたいなっていうのがあって、１人だ

ったり友人とだったり、結構いろんなところに出か

けています。アクティブレスト的な感じです。

福元　私も田舎者なので（笑）。部活の同期と仲が良

いのですけど、部活以外の友達とも会ったりします。

大元　私は、カフェで読書しています。

一同　（笑）

黒木　狙っていますね（笑）

大元　あ、でも私は一人暮らししているので、みん

なと遊びに行くことがあんまりないですね。体育館

へ行って、たまたま自主練している人とバスケした

り、そのあと一緒にご飯食べたりっていう感じです。

――バスケット以外の趣味はありますか？

大元　読書ですかね（笑）。

木澤　１人映画とか好きです。

大元　私も映画を観に行くのは好きです。

山本　私は趣味がないです。

――この機にお互いに聞きたいことはありますか？

大元　慶應はバスケ部で集まることがよくあります

けど、早稲田はどうなのかなって思いますね。
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ています。

池田　自分らにない部分をしっかりやってくれてい

て、本当に尊敬できるキャプテンだと思います。

――早慶戦の意気込みをお願いします。

黒木　私たちの代ももちろんそうですけど、伊藤さ

んの代も入学してからまだ一度も早稲田に勝ててい

ないので、その分“勝ちたい”というのが強いですね。

福元　今年はホームというのもありますし、優勝し

たいです。

大元　伊藤さんを胴上げしたいですね。伊藤さんと

できるのもラストシーズンですし、ゴマをするとか

じゃなくって（笑）。伊藤さんを、男にしたいです。

木澤　私たちはこの２年間勝ってきているので、ど

っちかと言うとやりやすいイメージがありますね。

池田　今日は、負けたけど。

木澤　そうですね。４年生のためにも勝ちたいです。

頑張りたいです。

福元　慶應は同期で、この前も７人ぐらいでご飯と

か行って。

木澤　まあ、仲いいですね。

――新キャプテンについての印象は？

大元　伊藤さんは、本当にバスケットに対してスト

イックなので、チームの中心となって動くには一番

だと思います。行動で示すタイプなので、伊藤さん

を筆頭にチームがまとまっていこうっていうように

ベクトルが同じ方向を向いていると思います。

福元　バスケットにストイックというのが本当にす

ごいので、そういうところは私も含めて下級生もや

っていきたいと思います。

黒木　リスペクトしています！

木澤　武津さんもストイックで、キャプテンになっ

てからも、練習をきちんとやってないと厳しく注意

してくれます。｢さすがキャプテンだな！｣と感じま

す。副キャプテンの平野さんも、声で盛り上げてチ

ームを引っ張ってくれます。２人とも本当に尊敬し
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習も与えられたメニューを自分たちでこなすという

イメージでしたが、今季は４年生を中心に練習メ

ニューも自分たちで考えてやっています。学生主体

というか、自分たちが主役になって盛り上げたりし

て。去年と比べて私としては、居心地のいいチーム

になったなと感じています。

西戸　チームのルールは、４年生が考えていること

を中心にしていますが、１・２年生から提案したり、

それがチームのプレイにうまく溶け込めたらそれが

チームのルールになったり、という事もあります。

「自分たちで考える」というところが大きく変わった

ので、そこを伸ばして慶應らしさを出していきたい

と思います。

河合　早稲田は、そんなに雰囲気的には変わってい

ないのですが、去年は規則がこれといって決まって

おらず、緩くなってしまうことがありました。

今季は、そういうことを徹底しようという話になっ

て、全員でミーティングをする回数も増えましたし、

学年ごとのミーティングも増えました。話し合いを

持つことで思っていることをきちんと言えるように

なって、コートに立ったら学年関係なく指摘し合え

るような仲に徐々になってきています。そういう面で

は、去年に比べてすごくいい意味の厳しさを持って

やれています。

宮脇　雰囲気は、相変わらず楽しい感じでやってい

ますが（笑）。練習で緩む部分は少なくなってきて、｢

いい感じの練習ができているかな？｣と思います。

――自分のチームの強みを教えてください。

宮脇　まだできていないのですが、早稲田はディ

フェンスからのブレイクが持ち味なので、それを出

していけば｢いいゲームができて勝てるのではない

か？｣と思っています。

河合　それに加えて、去年に比べて今年は絶対的な

エースがいないこと。みんなだいたい同じくらいの

プレイを、｢誰が何分出てもできる｣というのが強み

だと思います。今日の試合もそうだったのですが、た

くさんの人がまんべんなく与えられたプレイタイム

で“全力を出し切れる！”というのも今年の強みかな
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――昨シーズンを振り返っての感想をお願いします。

河合　２部に落ちたことや成績を残せなかったこと

を考えると、早稲田というチームにとっては苦しい１

年でした。

個人としては試合にも多く使ってもらい、その中でポ

ジションも１つ上がって１年間で大きく成長できた

な、と感じています。

宮脇　昨年は全然勝てなくて、リーグ戦はとても苦

しい日々でした。でもその中で、私もスタメンなどで

長い時間試合に出ることができ、１年で大きく成長

できたと思います。

西戸　慶應はガード陣が多いチームなので、目標と

する先輩方がたくさんおり、そのプレイを参考にで

きました。また、試合に出るチャンスをもらい、それ

らを実践することもできました。多くの経験を積む

事が出来たシーズンだったと思います。

チームとしても一部復帰という目標を果たすことが

でき、今シーズンへのモチベーションにも繋がり、と

ても良かったと思います。

後藤　私は３人と違って昨シーズンは試合に出る機

会がありませんでした。ですが、そういう経験をする

と３ヶ月、自分たちで取り組んでいきたいと思います。

河合　慶應と早稲田、今季のチームは結構似ている

ような気がしています。早稲田も慶應もガードを多

く使って、オールコートで当たっていって。チーム

ルールとかは違うと思いますが、スタイル的には似

ているなと試合中にも感じました。

慶應の方がディフェンスの足も動いていました。早

稲田が、速い展開で作りたいと考えていたリズムを、

慶應に先に作られてしまって、そこは見習わなけれ

ばいけないと感じますね。

あとは、早稲田はこのスタイルに変わってから日が

浅いので、残り３ヶ月できちんとみんなで統一意識

を持ってやれたら、もっと成長できると思います。｢

その時には見ていろよ！｣、という感じです（笑）。

宮脇　自分たちがやりたいと思っているディフェン

スや速攻が、今回あまり発揮できなかったので、そ

ういう早稲田の良さを出して、早慶戦では勝ちたい

と思います。

――相手チームで警戒している選手はいますか？

宮脇　同じポジションの黒木さん。リバウンドが強

いので、そこを頑張って抑えられるものなら抑えた

いな、と。

河合　私は同じポジション、同じ高校出身で、高校

時代からポジション争いをしてきた伊藤さん、大元

さん、西戸くん。その３人に負けないくらい、ディ

フェンスもオフェンスも頑張りたいと思っています。

西戸　私はガードとして試合に出ることが多いので、

池田さんとか河合くんとかですね。点数を取ってく

れる先輩はたくさん居るので、自分はディフェンス

を頑張れたらと思います。

後藤　私もガードとして、河合くんと池田さん。あ

と、早稲田は新入生も結構入ってきたので。あと３ヶ

月で、そういう人たちを目標にするのではなくて追い

つけるように、しっかりやっていきたいと思います。

――新チームの雰囲気を教えてください。

後藤　新入生はまだ練習に来ていないのですが、監

督をはじめ体制が大きく変わりました。

去年まではいい意味で「やらされる」というか、練

中で、自分がチームに入ったら｢こういうことができ

るのではないか？｣、という外の目が身に付いたなと

思います。プレイでの成長はそんなにありませんで

したが、バスケット選手として成長できたと感じてい

ます。

チームとしては４年生が一体感を出してくれて、

チームを作りあげてくれたという感じがすごく良

かったです。慶應としては１部にも上がれ、いい１年

だったと感じています。

――今日、六大学戦で対戦した感想をお願いします。

後藤　早稲田は選手個人の能力が高くて、１対１の

部分では慶應は敵わなかったと思いますが、私た

ちはそういう部分をチームで補えたのだと思います。

早稲田の選手は一人一人が本当に強いので、そのあ

たりは私たちも見習わなければいけないと感じまし

た。

西戸　２月にシーズンインして、チームのルールを

色々確認してきたことがありますが、それをこの早

稲田戦でうまく機能させることができたということ

が、６月の早慶戦につながる点だと思いました。

また、改善すべきところも見えてきたので、そこはあ
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後藤宏太

慶應義塾大学

西戸　良

慶應義塾大学

宮脇隼人

早稲田大学

河合祥樹

早稲田大学



6968

後藤　私は、静岡の高校に通っていたので、河合く

んの友達が結構同じ高校にいたんですけど、オール

５で成績優秀だったと聞いています。

河合　そうなんですよ。勤勉なんです（笑）。

――では次に、尊敬する先輩はどなたですか？

後藤　ガードの伊藤さんです。私も伊藤さんも出身

が同じ神奈川で、中学の頃から知っていて、慶應を

選んだのも｢伊藤さんがいる｣ということが少なから

ず？、ちょっとだけあります（笑）。

西戸　寸前までゴマをするな（笑）。

後藤　私生活は見習えない方？ですけど、バスケに

対する姿勢とかプレイというのは同じポジションと

して尊敬して目標とする選手の一人です。

西戸　高校つながりで洛南というのもありきたりだ

と思うので、私のここ最近の一押しの先輩は福元さ

んです。いじり甲斐があります！（笑）

河合　それ尊敬してないだろ（笑）。

西戸　いや、私が尊敬している点は、いじっても怒

らないところです！（笑）

宮脇　それ馬鹿にしてるだろ？（笑）。

西戸　あの優しく包み込んでくれる暖かさを、とて

も尊敬しています（笑）。

と。

西戸　ディフェンスからの速攻などは、早稲田と変

わらないところなので。

でも、盛り上がった時のベンチと選手の一体感では

勝っているのではないかと思います。そこを自分た

ちも楽しみますし、観客の皆さんにも楽しんで注目

していただけたらと思います。

後藤　まずは「一体感」。慶應はタテとヨコのつなが

りが部活においても大学においてもすごく強いとこ

ろなので。それが特にバスケ部では、しっかり先輩

後輩関わらずに意見が言えるし、仲良くじゃれ合っ

たりもできるということで、そういうチームワークと

いう点では他の大学にも勝っていると感じています。

あとは、今年結構身長が小さいチームなので、練習で

もシューティングを取り入れています。外のシュート

などが、チームの強みになっていけばいいなと思っ

ています。

――逆に、相手チームの強みは何だと思いますか？

後藤　早稲田は、やっぱり１対１ですね。今日の試合

でも感じたことなのですが、池田さん・河合くんたち

が、１対１でバンバン抜いてきて。個々の能力が本当

にずば抜けていると思うので、そういうところは私た

ちで、｢勝って早稲田の校歌を歌いたい｣です（笑）。

――オフの日はどのように過ごしていますか？

宮脇　オフの前日にとりあえず遊びまくって、オフの

日は寝ます（笑）。

河合　私もそういう日はありますが、オフの日は早く

帰ってチームメイトと映画とか観に行ったりします。

西戸　そうですね、私は結構家庭的なので（笑）。

宮脇　嘘つけ!（笑）

西戸　掃除、洗濯、買い物、自炊です。

河合　“嘘”って、つけといてください（笑）。

西戸　で時間が余ったら、好きなものを買いに行っ

たり、映画を観に行ったりします。

後藤　西戸くんが言っていた掃除っていうのは、嘘

だと思います。彼の家に行ったりしますが、結構散

らかっていますから（笑）。

西戸　おい!

後藤　私は、買い物行ったり、女の子と遊んだり。

河合　うらやましいな（笑）。

宮脇　今のところ“赤線”引いて載せといてください。

河合　更に太字で（笑）。

――お互いのコートの外での印象や、普段のキャラ

クターはどのような感じですか？

西戸　河合くんは隠し事が多いです（笑）。

宮脇　｢洛南は秘密主義｣だから、自分のことはあま

り出さないのですよ（笑）。

西戸　で、後藤くんはチャライです（笑）。

宮脇　さっきの発言からも、それはわかるわ（笑）。

後藤　いやいやいやいや。

河合　で、西戸くんは裏でチャライです（笑）。

後藤　本当に裏でチャライです（笑）。

西戸　宮脇くんは不健康です。暴飲暴食とか。さっ

きチームメイトから聞いたのですが、｢お昼がポテト

チップスだった｣らしいです（笑）。

宮脇　いや、ちょっとジャンキーなものが好きなの

ですけど、お昼がポテトチップスだったのは、パンが

売ってなかったので仕方なくです（笑）。

河合　昼飯なかったから、今日負けたんです（笑）。

宮脇　そう、それです!（笑）

ちも、もっと技術を磨いて攻められるようになれたら

いいなと感じています。

西戸　後半特にやられてしまったように思うのです

が、アウトサイドのシュートの決定力が非常に高い

こと。ノーマークやここで欲しい、というタイミング

でシュートを冷静に決められる力を身につけたいと

思います。

河合　慶應は、自分よりもペースを持続させる力が

強くて。今日の試合を振り返っても、慶應のペース

で試合が進んだ時間は早稲田の倍近かったように思

い、その勢いと持続力を感じました。私たちは、す

ぐ流れが切れてしまって、そこから落ちていくみたい

なことがおこりやすいので。その辺りを見習って、常

に自分たちのペースで高いレベルでプレイを続けら

れるようにしたいと思います。

宮脇　勢いに乗ったらすごいし、早稲田が勢いに乗

ろうとした時にも、すぐまた慶應のペースに戻されて

しまうところ。そういう勢いに乗る力を見習いたいで

す。また、チームディフェンスやダブルチームの戻り

も早くて完成しているなと思ったので、そういうディ

フェンスも見習いたいです。

――慶應にとっての早稲田の印象はいかかですか？

後藤　去年も早慶戦で負けていますし、今年の４年

生は３年間ずっと負けているので、早稲田はライバ

ルというか常に上にいる存在で、絶対今年は勝ちた

いなという気持ちが強いです。

西戸　早慶戦の印象だと、早稲田の校歌を歌うとき

の独特のフリのイメージが強くて、やはり、｢負けて

歌われた｣ということもありますが、それを阻止する

ためにも今年こそは絶対に勝ちたいです。

――早稲田にとっての慶應の印象はいかがですか？

河合　去年は早慶戦で勝ったとはいえ、シーズンの

成績的にみて早稲田が２部に落ちて慶應が１部に上

がっているので、私たちが今年１部に上がるために

もその１つのステップとして、慶應が強いことは分

かっていますが、勝ちたいなと思っています。

宮脇　去年は早稲田が１部で慶應が２部でしたが、

今年は逆の立場になったのでチャレンジャーの気持

西戸　良

慶應義塾大学

河合祥樹

早稲田大学

後藤宏太
宮脇隼人
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後藤　あと、あのふくらはぎ!（笑）

西戸　そうですね、ふくらはぎも力強いですし、１年

生が入ってきたら私もそんな先輩になりたいです。

河合　私は何といっても平野さんです。平野さんは

高校の先輩だからというわけではなく、見ているだ

けですごいインパクトがあるじゃないですか（笑）。

髪型もあれば、あとベンチで一人だけ「うぇいっ」っ

てやっているところとか（笑）。

なんかそういう、目立とうとしてないのにすごくイン

パクトがあるというのがいいなって。私もああいう

「皆に印象を与える人」になりたいなと。まあ髪型パ

ンチは、まだちょっと（笑）。

宮脇　やはり私も平野さん。そして木村(晃)さんを

尊敬しています。あの２人がいるとチームが盛り上

がるので私もそういう存在になりたいと思います。

河合　あと、主将の武津さんも付け加えといてくだ

さい（笑）。

――昨年の早慶戦を振り返っていかがですか？

後藤　正直、去年やる前は｢ボロボロに負けるのじゃ

ないか？｣と思っていましたが、あと一歩のところま

で追い詰めることができたので、去年の春の私たち

の状況からすると上出来かなと思いましたが、やは

り最後勝てなかったのは悔しいです。

でも、その負けがあったからこそ、秋のリーグ戦で良

い結果が残せたというのもあるので、去年の早慶戦

は私たちにとってターニングポイントだったのかな

と思っています。

西戸　終盤に逆転して、最終的に再逆転され負けま

したが、観に来てくれた友達に聞くと「いい試合だっ

たよね」って言われました。しかし、これは裏を返せ

ば、「いい感じだったけど結局勝てなかったね。」と言

われているように私には聞こえたので、今年は友達

も含めて会場全体を見返せるように「今年の慶應の

強さ」を見せられたらいいなと思います。特に今年

は、ホームですから。

河合　私の印象は観客が多くてあがってしまって、｢

どんなプレイをしたか？｣とかあまり試合の内容は

覚えていません。そのあとのレセプションでＯＢの方

に「お前のお陰で勝ったよ!」って言われたときは、も

うハッピーでした（笑）。今年もそう言ってもらえる

ように、活躍できたらなと思います。

宮脇　やる前に先輩から「早慶戦はやばい！」と言わ

れていて、どういう意味かなと思っていましたが、観

客がたくさんいて、早慶戦独特の雰囲気とかもあっ

て、代々木体育館で試合ができて楽しかったです。

他の試合と比べても１年間で一番観客が多い試合

だったと思いました。そういう雰囲気の中で観ても

らって気持ちよかったです（笑）。

――リーグ戦など他の試合と比べて、早慶戦は皆さ

んにとってどのような位置づけですか？

宮脇　絶対に負けられない試合ですね。

河合　やっぱ、慶應だけには負けてはいけないとい

うか、私たちも１年を過ごして、早稲田愛というか

母校愛もすごく強くなりました。、カラオケに行った

ら、｢締めには校歌を歌うって！｣いうようになったく

らいです。（笑）。

西戸　バスケ以外の體育會の友達も全体で応援して

くれるし、他の競技全体で見ると早稲田に押され負

けしていると思うので、｢バスケは違うぞ！｣というと

ころを絶対に見せたいです。

後藤　私らの今年の春シーズンの目標が、トーナメ

ントとか新人戦じゃなくて｢早慶戦優勝って！｣いう

くらいなので、それくらい絶対に負けられない戦い

ですね。

――ではその絶対に負けられない早慶戦の今年の意

気込みをお願いします。

後藤　絶対に勝ちます！

西戸　２年目ということで、２年生から慶應の力を見

せていきたいと思います。

河合　早稲田は今改革中なので、今後起こしていく

革命を見せて慶應を驚かせたいです。勝たなきゃい

けないですが、勝ち負けの前にまず私が活躍します! 

宮脇　去年は最初の少ししか試合に出ていなかった

ので、多くの時間プレイして、活躍します！絶対に負

けられない試合です！

THE 対談　　　 慶應×早稲田


