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早慶
ランキング対決！

　早慶ランキング対決。
　選手の中で○○なのは誰か？　という質問を両
大学の選手にアンケート。大学別に、得票数に応
じてランキングした。
　バスケに関することから私生活に至るまで、選
手の知られざる一面を垣間見ることが出来るこの
企画は必見!!

VS

２.筋肉マンは？

３.面白い人は？

本学で一番フィジカルの強い
筋肉マンは誰だ！昨年 1 位
の平野を抜いて 1 位に輝い

たのはこの男、筋肉マン永井良佳
だ。昨年 2 位だった彼が見事 1 位
に輝いた。努力の賜物だ！ミスタ
ー早稲田コンテストに向け着々と
準備が整ってきている。2 位は昨年
1 位の本学が誇る筋肉マン平野哲郎
だ。すね毛が全く生えていない美
脚からは想像もつかない程の重り
をつけてウェイトトレーニングに
励んでいる。次いで多くの票を獲
得したのはこの男、小林祐太郎だ。小林のドライブは、ダ
ンプカーのようにディフェンスを引きずりながら進んでい
く。必見だ。平野と小林の２人は 187 センチと、さほど大
きいわけではないが、高校時代から 2m を超える外国人留
学生とゴール下で争い、更に大学で鍛え上げた体を武器に
泥臭いプレイでチームを奮起させる。マウンテン・ゴリラ
のように暴れる彼らに大注目。なんと 2 人は寮で同部屋。
彼等の○○号室では何か秘密の筋トレでも行われているの
だろうか。

毎日笑いの絶えない我がチー
ム。その笑いの中心にいる
面白い男は誰だ！ 1 位はこ

の男。アイドル大好き、「わたぴゅ
ー」こと中島渉だ。ずっと「ぴゅ
ーぴゅー」言っている本学一不思
議な男。何を振っても “ しょうも
ない ” 返しをしてくる。体幹トレ
ーニングがきつい時に思わず出て
しまった「やぁ～ばいっしゅ！！」
は今年の本学の流行語 ( 笑 )。わた
ぴゅーの次に多く票を獲得したの
は「ふんちゃん」こと小林祐太郎だ。
1 年の時にリュックに鳥の糞をつけて練習に来たことから
そう呼ばれるようになった。あだ名の由来からして面白す
ぎる。とても大らかで何を言っても笑いで返すふんちゃん、
良いお父さんになること間違いなし。3 位は佐藤智也。モ
ノマネがすごく上手で、ジャイアンと平泉成は鉄板。最近
はテラスハウスのようさんの歌が上手になって来た。運動
神経がいい上に面白い、モノマネも上手。どうやったらそ
んなに多才な猿になるのだろうか。

本塾の誇る筋肉マ
ンは次の３名で
ある！

１位は、“ 本塾のウェイ
トリーダー ” を務める中
村滉平だ。「熊、出没注
意！」という看板が、日
吉に置かれてもおかし
くない。マウスピース

を剥き出しにとてつもない錘 ( おもり ) を上げるその姿は、
まるで “ 熊 ”。ウェイト後のプロテインと蜂蜜は欠かさない
ことから、「プー」のあだ名も持つ。
２位は、藤井和朗だ。一見筋肉がなさそうにみえる彼だが、
インナーマッスルには揺るぎない自信を持っている。ぶれ
ないのだ。満員電車で急停止しても、彼だけは動かない。
３位は、福元直人と山崎健詞の二人である。｢福元のふくら
はぎ｣ と ｢山崎の胸筋｣ は是非注目して頂きたい。このふ
たりのそれらは、努力どうこうのレベルではない。“ 先天
的なもの ” なのだ。スキニーが履けない福元。山崎に至っ
てはハト胸と猫背の両方を持ち合わせている。｢一般人に戻
った時にどうするのか？｣、筆者は常に心配しているところ
である。

笑いに厳しい本塾 ” において、
最も面白いのは誰なのか！
見事１位に輝いたのは、清

家智である。彼は、何故あんなに
も面白いのだろうか。本当に、た
だただ面白い。面白すぎる。罪深
いとさえ感じる。ボケとツッコミ
を双方こなす万能さ、更には滑り
知らずの一発ギャグをも持ち合わ
せる、紛れもない本塾のエースだ。
２位は、学生トレーナーを務める
角田侑大華だ。彼は、清家智とタ
ッグを組むことで 120% の力を発

揮するが、個人能力は低い為鉄板のネタを欲している。
３位は、学生コーチの田辺夏彦だ。彼は部で一番細い。そ
して薄い。それを使った自虐ネタは、どんなに悲しんでい
る人でも笑わせてしまう。悲しんでいる人に顔の一部をあ
げるアンパンマンのようなものだ。そんな彼に、本塾バス
ケ部はいつも元気をもらっている。
そして、昨年まで１位を飾っていた八島は、就職活動の影
響か面白さを失いオーラがなくなってしまった。よってラ
ンキング外に終わってしまった。悔やまれる。

中村　滉平（４年・Ｆ・理工）

藤井　和朗（２年・Ｆ・経済）

福元　直人（３年・Ｇ・環境情報）
山崎　健詞（３年・Ｇ・経済）

清家　　智（３年・Ｆ・経済）

角田侑大華（３年・学生トレーナー・商）

田辺　夏彦（３年・学生コーチ・経済）

1位

1位

2位

2位

3位

3位

1位

1位

2位

2位

3位

3位

永井　良佳（３年・Ｇ・基幹）

平野　哲朗（４年・Ｆ・人科）

小林裕太郎（４年・Ｆ・スポ科）

中島　　渉（４年・Ｆ・スポ科）

小林裕太郎（４年・Ｆ・スポ科）

佐藤　智也（２年・Ｇ・社学）

永井　良佳

中島　　渉

１.足が速いのは？

早 慶

今シーズンの本学は、スピー
ドと運動量で他のチームを
圧倒する。そんな中、一番

足が速いのは誰だ！ 1 位に輝いた
のはこの男、池田慶次郎。動きが
速すぎて試合中の彼の甘いマスク
を見ることが難しいとファンが嘆
いている。また、彼の運動量とス
ピードをバッシュが物語る。いつ
も一週間程度でバッシュが駄目に
なる。1 年の時から速攻では必ず先
頭を走りチームを引っ張ってきた
彼が、今年は得点源として、エー
スとしてチームを牽引する。池田の気魄溢れるプレイに注
目だ。池田に次いで 2 位にランクインしたのは國枝健太。
とてつもない身体能力を持つ國枝、動きが速すぎでボール
を置いてきてしまうのが難点であるが、スピードに乗った
時の彼を止められる者はいないだろう。3 位はこの “ オス ”、
佐藤智也である。まぁ彼の足が速いのは当然、猿？なのだ
から。野生の猿のような、というより野生の猿の躍動感溢
れる曲芸…ではなくプレイに注目だ。なんと 3 人とも社会
科学部である。社会科学部では特別な講義でも行われいる
のだろうか…

俊足な選手 ” が揃っている本
塾において１位に輝いたの
は、“ 韋駄天 ” の異名を持

つ真木達だ。神から与えられた天
性のバネは、是非コート上で体感
して頂きたい。あなたが目撃する
のは真木達の残像だろう…。女の
子なら痺れて動けなくなってしま
うこと間違いなしだ。
惜しくも２位になってしまったの
は、大元孝文だ。オフは一日中家
でゲームをしているという彼だが、
そんなことからは想像もつかない

程の足の速さを発揮する。その “ ギャップ ” に、またして
も女の子は痺れてしまうだろう。
３位は本塾の秘蔵っ子・金井堅介だ。そんな彼は、脚の回
転数が人間の領域を超えている。｢人類史上最も速いピッチ
走法の使い手｣ である彼だが、走っている時のフォームや
形相はあまり美しいとは言えない。女の子を痺れさせるの
は難しいだろう。

真木　　達（３年・Ｇ・環境情報）

大元　孝文（３年・Ｇ・環境情報）

金井　堅介（２年・ＣＦ・環境情報）

1位
2位

3位

1位
2位

3位

池田慶次郎（３年・Ｇ・社学）

國枝　健太（３年・Ｇ・社学）

佐藤　智也（２年・Ｇ・社学）

池田慶次郎 真木　　達

中村　滉平

清家　　智
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６. 服装がオシャレなのは？

スーパーモデル集団と呼び声
高い早稲田大学バスケット
ボール部。その中で一番オ

シャレなのは誰だ！ 1 位はこの男し
かいない。自他ともに認めるオシャ
レ番長木村晃大だ。高い身長とガタ
イを生かした格好はまるでファッシ
ョンカタログからそのまま飛び出し
てきたのではないかと驚かされる。
素足に革靴、あの有名な石田純一ス
タイルも彼がやれば木村晃大スタ
イルになってしまう。彼が着こなせ
ない服装はないだろう。2 位は、本
学が誇るスーパーモデル “SHUJI” こと八川修士。常に流行の
最先端を行く SHUJI。流行に敏感過ぎてインフルエンザやノ
ロウイルスまでも先取りしてしまう。彼のファッションは常
にみんなの憧れ！彼の所属する商学部の女性は皆「SHUJI の
女」といっても過言ではない。どのブランドのどのショップ
に入っても挨拶をされるという伝説を持っている。AIR 
JORDAN ならぬ AIR SHUJI ができる日もそう遠くはない。3
位は、伊藤諄也。彼の整った顔とモデルのようにすらっと
した体型を生かしたオシャレな服装は、所沢キャンパスで
は浮いてしまうのか？彼には友達が一人もいない。

数少ない私服を着る機会に、
いかに存在感を発揮する
か。

１位の山崎健詞は、大学生と思え
ない程 “ 地味な色合い ” を好む。彼
には「最低限身体を保護する・寒
さから逃れる」以外に、服の用途
がないのではないだろうか？きっ
と、トータルコーディネートとい
う概念も無いように伺える。だが、
それがまたオシャレである。
２位は中村滉平だ。彼の本気の私
服は、誰も見たことがない。未知

数の為、２位とさせて頂いた。叶うのであるならば “ パリ
コレのランウェイ ” を、是非とも彼には歩いて頂きたい。
きっと彼の本気の私服は、本場の人を魅了するに違いない。
３位は、学連派遣を務める柴田篤志だ。彼ほどラコステを
愛する者を、私は見たことがない。｢とりあえずラコステ！
｣ なのだ。悪魔と永遠の命と引き替えに、「金輪際ラコステ
しか着ない！」と契約を交わしたとしか思えない。そのせ
いか、最近あのワニのマークに顔が似てきてしまっている
ような気がする。

山崎　健詞（３年・Ｇ・経済）

中村　滉平（４年・Ｆ・理工）

柴田　篤志（３年・学連派遣・経済）

1位
2位

3位

1位
2位

3位

木村　晃大（４年・Ｆ・スポ科）

八川　修士（３年・Ｇ・商）

伊藤　諄哉（２年・Ｆ・人科）

木村　晃大 山崎　健詞

７.努力家は？

本学一の努力家は誰だ！ 1 位
は当然この男、永井良佳だ。
チームで与えられたメニュ

ーの他にもウェイトトレーニングで
自主的に、誰よりも追い込んでやっ
てきた結果があの肉体だ。ウェイト
トレーニングが終わったらドリブル
練習。もはや全体練習よりも自主練
習の方が多いのではないかというく
らいだ。2 位はキャプテン武津祐太郎。
毎日練習後にドリブル練習、ストレ
ッチは欠かさず行っている。そうい
うところでもチームを引っ張ってい
るのだ。3 位は佐藤智也。彼の正確なシュートは、寮飯の時限
さえやり過ごし、時間ギリギリまで体育館に残ってシューティ
ングをするという日々の積み重ねからくるものだろう。今回選
ばれたのはこの 3 人だが、チーム全員が勝利のため全力で努
力している。小柄な今年の本学、日々の練習だけではなく、そ
れ以外の場所でどれだけ自分を追い込めるか。それは、ここか
らチームの一人一人が、どのように成長するかにかかっている。
努力の成果を披露する舞台、それが試合である。今日、この伝
統ある早慶戦で、毎日汗を流し努力してきた彼らの気持ち溢れ
る、泥臭い早稲田らしいプレイをとくとご覧あれ。

練習ハ不可能ヲ可
能 ニ ス 」。 こ の
精神のもと日々

努力を惜しまない本塾
の部員達。その中でも
特に努力家な３人を紹
介しよう。
１位は、中島一樹だ。｢
練 習・ ウ ェ イ ト・ ス ト

レッチ｣ 全てに全力を注ぐ彼は、この１年間で ｢化け物じ
みた身体｣ を手に入れてしまった。もう引き返すことは出
来ない。後悔しても、もう遅いのだ。
２位の大元孝文は、誰よりも早く来てシューティングをし、
誰よりも負けず嫌いである。その努力量は並大抵のもので
はない。無尽蔵の体力は、そういったところからきている
のだろう。
３位は、西戸良だ。妥協を許さない彼の練習やウェイトに
臨む姿勢は、全国のバスケットをしている ” ちびっ子にみ
せたいくらいだ。もし ｢辛いことがあって自分に負けそう
な時｣ は、是非西戸と共にバスケットに励んでほしい。

中島　一樹（３年・Ｇ・総合政策）

大元　孝文（３年・Ｇ・環境情報）

西戸　　良（２年・Ｇ・総合政策）

1位
2位

3位

1位
2位

3位

永井　良佳（３年・Ｇ・基幹）

武津祐太郎（４年・Ｇ・文構）

佐藤　智也（２年・Ｇ・社学）

永井　良佳

中島　一樹

早慶ランキング対決！

５.カリスマ性があるのは？

カリスマ性溢れる男は誰だ！
1 位は、昨シーズン 1 年生
ながらスタメンガードとし

て定着した河合祥樹、次いで 2 位
に選ばれたのは今シーズンエース
としての活躍が期待される男、池
田慶次郎。3 位は、1 年の時からシ
ックスマンとして安定した活躍が
みられる木澤義椰。カリスマ性部
門の上位を本学が誇るトップ 3 ガ
ードが独占した。普段クールで多
くを語らない大人しい 3 人だが、
秘めたるものは誰よりも熱い。河
合はチーム一負けず嫌い。池田は口にはしないが男気の塊。
誰よりもチームのためにプレイする。木澤は普段は何を考
えているかわからない不思議ちゃんだが、誰よりも熱い男
だ。選手からはもちろん、倉石ヘッドコーチからも信頼厚
いこの 3 人。今シーズン本学が勝ち上がるためにはこの男
達の更なる成長、活躍が必須である。彼らのカリスマ性溢
れ、チームを背中で引っ張る全力プレイに注目だ。

チームをまとめ上げるカリス
マ性に優れているのは誰な
のか。

学生コーチとして日々チームを引
っ張っている、松村直樹が１位だ。
｢感性が他人とずれている｣ ことは
間違いなく、突拍子もないことを
言い始めるが、その言動には一貫
した考えがある。トンチンカンな
こと言っているようでも、チーム
のことを最も考えているのだ。だ
からみんな、彼についていくのだ
ろう。

２位は、副将を務める吉川治瑛だ。彼も独特の感性で生き
ている。それは、シュートフォームにも現れている。エキ
セントリックなあのフォームからくり出されるシュート
は、早稲田の脅威となるだろう。
３位は後藤宏太だ。とくにカリスマ性があるわけではない
が、｢カリスマ性がありそうな外見｣ をしている。ただそれ
だけである。

松村　直樹（４年・学生コーチ・政治）

吉川　治瑛（４年・Ｇ・環境情報）

後藤　宏太（２年・Ｇ・環境情報）

1位
2位

3位

1位
2位

3位

河合　祥樹（２年・Ｇ・スポ科）

池田慶次郎（３年・Ｇ・社学）

木澤　義椰（３年・Ｇ・人科）

河合　祥樹 松村　直樹

４.知的な人は？

文武両道を志す早稲田大学バ
スケットボール部、その中
で最も知的なのは誰だ！見

事 1 位に輝いたのは、やはりこの
男、勉強マンこと根本研。2 年連続
の 1 位を獲得した。最上級生にな
った今シーズン、彼はチームの相
談役的存在だ。ひとつひとつの言
動に筋が通り知性が溢れている。
何か困ったことがあれば根本に相
談だ。次いで 2 位にランクインし
たのはこの男、木澤義椰。まぁ正
直なぜ彼が 2 位なのかわからない。
ぱっと見は賢そうに見えるかもしれない。しかし彼は “ ど
天然 ”。飲み物を入れるピッチャーをキャッチャーと言う
など数々の天然エピソードを持っている。そんなところが
愛くるしい ♡ 本学一の愛されキャラだ。だが、なぜ知的
部門で 2 位なのかは謎である。次いで 3 位。実質、木澤を
抜いて 2 位にランクインしたのは我らがキャプテン武津祐
太郎だ。知的、真面目、優しい。この３つに尽きる。キャ
プテンとして “ 気持ち ” でチームを引っ張る彼のプレイは
今年の本学の「象徴」だ。

バスケットボール部の部員で
ある前に、まずは学生であ
ることを重要視している本

塾。
その中で見事１位の座を獲得した
のは、４年の土肥啄史だ。選手紹
介のページで是非土肥の顔を確認
して頂きたい。なんと知性溢れる
顔立ちであろうか。だがこれには
カラクリがある。人は、｢自然とお
でこから知性を感じる｣ ようにカ
スタマイズされているのだ。その
中でも一番、彼のおでこから知性

を感じた為、１位とさせて頂いた。勘違いしないで頂きた
いのが、前髪がある人は馬鹿だと言っているわけではない。
副務を務める平山浩樹が、２位だ。一つ一つの言動から滲
み出る知性は、まるで ｢仕分け中の蓮舫｣ を彷彿とさせる。
彼も、｢どことなく意識している｣ に違いないだろう。日吉
発渋谷方面の通勤特急 ｢時刻表を暗記する｣ という、得意
技も持っている。
３位は金子煕だ。彼は、常にやる気がないダメ人間を演じ
ている。だが、本当は ｢スペックの高い能力系の人間｣ で
あるということを隠すための仮の姿なのだ。｢出しゃばった
人間は潰される｣ 現代社会を生き抜く術を持つ彼を、この
ランキングから外すことは出来ない。

土肥　啄史（４年・Ｇ・経済）

平山　浩樹（３年・副務・法律）

金子　　煕（２年・Ｆ・環境情報）

1位
2位

3位3位

1位
2位

根本　　研（４年・Ｇ・スポ科）

木澤　義椰（３年・Ｇ・人科）

武津祐太郎（４年・Ｇ・文構）

根本　　研 土肥　啄史

早

早

慶

慶

早 慶

早 慶
「


