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《試合結果》
○ 26 － 25 対明治学院大
10 月９日、本学体育館にて 2021
年度関東学生ハンドボール連盟秋季
リーグ戦（男子４部）が開幕した。こ
の日の対戦相手は明治学院大。19 年
度の同リーグで辛勝した相手に、今回
は初戦からぶつかることとなった。
試合開始直後、相手に先制点を奪わ
れる。しかし、本学は即座に２点を取
り返し、負けじと攻めの姿勢を見せる。
しばらくは相手の激しい攻撃が続くも、
堅固な守備を見せた右 45 島本拓実（物
質生命３）らの奮闘により点差は開か
ない。前半終了まで残り 10 分を切っ
たところで、本学の猛攻が始まった。
右サイド和知直輝（物質生命３）の跳
躍力を生かしたシュートを皮切りに、
５連続得点。16 － 12 と相手を突き
放し、本学優勢で前半を終えた。
後半は、相手に攻め込まれる場面が
増え、連続失点。16 － 19 と逆に点数
を引き離される展開となる。その後も
点差を縮められない本学だったが、果

９月 13 日から 10 月 31 日にかけて、2021 年度東都大学準硬式野球連
盟秋季リーグ戦（４部）が行われた。本学は３試合をコールド勝ちし、
５勝０敗で優勝。守備では先発投手が完封、
打線では本塁打が出るなど、
攻守にわたり圧倒的な強さを見せた。
打を放ち、待望の先制点を挙げる。八
回裏も河合が三者凡退に抑え、この回
で降板。スライダーが冴えわたり、８
イニングを１安打無失点と完璧な投球
内容で終えた。九回表、山田純也（経
《試合結果》
済経営３）の右前打と盗塁で無死二塁
◯６－０ 対東京農業大
の状況をつくると、続く西村達紀（日
10 月 10 日、東京都立大学グラウ 本文４）が右前適時打を打ち、山田
ンドにて対東京農業大戦が行われた。 がホームイン。その後も四球などで無
順位決定戦に持ち越すことなくリーグ 死満塁の好機を演出すると、相手のエ
優勝を果たすためには、今シーズンの ラーで２点を加える。さらに二死二、
残り３試合全てで勝ち星を上げること 三塁となり、相手のバッテリーエラー
が求められる。優勝と３部リーグへの で三塁走者が生還する。本学はこの回
入替戦出場の権利獲得に向け、負けら に４点をもぎ取った。九回裏は本学の
れない一戦だ。
クローザーが相手打線を３人で片付
本学の先発投手は河合功治（経済経 け、６－０で試合を締めくくった。
営３）
。初回、二回と三者凡退に退け
試合後、主将の峯部大地（経済経営
る上々の立ち上がりを見せる。三回は ３）は「投手が八回まで無失点でよく
先頭打者に四球を許すも捕手が盗塁を 頑張ってくれた。最後に打線が応える
刺し、無失点に抑える。一方、本学の ことができて良かった」と河合をねぎ
打線は左腕の相手投手に苦戦する。両 らった。本学はこの試合で開幕から３
者得点のない締まった試合展開となっ 連勝を飾った。
（中西幸太）
た。
続く四回表、本学は一死から２つの
四球で一、二塁の好機を得る。しか
し、後続が倒れ先制点には至らなかっ
た。その裏、一死満塁の場面を迎える
も、河合が二者連続の三振を奪って窮
昨年度の秋季リーグ戦を全体１位で
地を切り抜けた。その後は六、七回を 終えた本学準硬式野球部。今シーズン
完全に抑え、相手に付け入る隙を与え も初戦から順調に白星を重ねてきた。
ない。一方の打線は五回以降、再三走 その勢いのまま、本学はリーグ優勝を
者を出したがチャンスをものにできな 懸け試合に挑んだ。
かった。七回終了時点で０－０、試合
対東京農業大戦は両チームの粘り強
は白熱した投手戦となった。
さが散見する展開に。序盤、中盤と硬
八回表には、先頭打者が左前打で出 直した状況が続く中、相手のエラーが
塁すると、相手の失策などで一死満塁 絡みチャンスを得た八回表。２点タイ
となる。ここで中山翔夢（法律２）が ムリーヒットで先制点を奪取し、投手
三塁手の横をしぶとく抜ける２点適時 戦からの均衡を破った。相手の攻撃を

１ １ 月 １ １ 日（ 木 ）

（３）

敢にゴールを狙い逆転を目指す。後半
28 分に相手がボールを戻したタイミン
グを急襲。ロングパスをつなぎ相手を
かく乱し、
25 － 25 の同点に持ち込む。
さらに、残り 40 秒で左サイド石森礼
樹（情報科３）が相手ディフェンスの
隙を突き、ゴールネットを揺らす。相
手のノータイムスローも守り抜き、26
－ 25 で見事に勝利した。
主将の島本は試合を振り返り「前半
に点差をつけることができたが、それ
が後半の始まりに油断を生んだ。今後
は状況にかかわらず、気を引き締めて
戦う」と意気込んだ。
（二宮聖司）

サイドシュートを打つ本学選手

手堅く守り切った本学は、続く九回で
リーグ戦について２人は、チームの 第３ピリオド。
大きく点差を詰められ、
も連続得点。これが決定打となり、勝
やりたいことが順調に達成できていた 焦りが生まれた。
しかし、
本年度のチー
利を収めた。
と話す。
特に順位決定戦では、
別グルー ムには逆境を乗り越える力があった。
この試合へ向けた戦略は、打者と相
プ１位の国際武道大に完封勝ち。自信 声を掛け合い気持ちを切り替えると、
手投手の一対一ではなく、ランナーを
を持って入替戦に挑戦できた。
最終ピリオドに２点を追加。８－７で
加えた複数対一で挑み、プレッシャー
８月 15 日、2021 年度関東学生水
そして迎えた入替戦。対戦相手の日 勝利を収めた。
をかけるというものだ。実戦におい
長年の目標であった１部昇格を果た
てはけん制の回数が前試合より増加。 球リーグ入替戦が行われた。２部リー 本大には今年の春に６－ 14 で敗れて
チーム全体で作戦を共有しており、試 グを全勝で優勝した本学水泳部水球班 おり、いかに失点を抑えるかが試合の し、多くの人から祝福を受けた部員た
合は優位に進んだ。さらに選手たちは は、日本大との入替戦に勝利。10 年 ポイントとなった。小林さんは試合前 ち。取材の終わりに２人は、チームを
スイングスピードを上げるため、バッ ぶりとなる悲願の１部昇格を果たし の円陣で「自分たちのやれることをや 支える全ての人への感謝を口にした。
ティング練習の機会を増やし、スイン た。昇格までの過程や今後のチームに ろう」と鼓舞したという。2019 年 チームの目標は「１部昇格」から「１
主将の小林駿祐さん（法律４） 度には１点差で１部昇格を逃してお 部定着」へと更新された。２部リーグ
グ数を確保した。試合では七回まで攻 ついて、
めあぐねる展開にはなったが、練習が とこのシーズンで活躍した篠﨑光さん り、部員たちがこの試合に懸ける思い での 10 年間をばねにトップリーグを
は強かった。
試合の山場となったのは、 駆け上がってほしい。 （三瓶純一）
終盤の連続ヒットにつながった。今回 （経済経営３）にインタビューした。
の勝利は、日々の努力の証と言える。
ン玉を投げる時に気を散らす動きをし
全体を通し、ロースコアで緊張感が
て妨害するという独特な楽しみ方もあ
張り詰める戦いとなった対東京農業大
る。
戦。投手陣の粘り強い投球と、打撃陣
歳谷さんは「この店では基本的に無
の後半の追い上げが勝敗を左右した。
料でビアポンコーナーを利用できる。
同部は今回のリーグ戦を全勝で終え、
近年、
マイナースポーツ「ビアポン」 てなくした方が勝ちというルールだ。 飲食しながら友だちと楽しんでほし
２年連続リーグ優勝を果たした。目
と述べた。ルールが分かりやすく、
標の３部昇格はもう目前まで迫ってい に注目が集まってきている。吉祥寺 発祥は、1950 年代にアメリカのダー い」
る。
（田尻那奈海） にはスポーツパブ「Lucky George」 トマス大学の学生が始めたパーティー 気軽に盛り上がることができるビアポ
があり、ビアポンをプレーすることが ゲームとされ、その後競技化。2006 ン。ぜひ経験してみてほしい。
できる。
今回は店主の歳谷竜生さんに、 年からは毎年ラスベガスで世界大会が
（上田悟史）
ビアポンのルールや魅力について取材 開かれるほどとなった。大会はシング
した。
ルス、ダブルス、グループ戦など複数
ビアポンは、台の上に置かれたカッ の試合形態で行われる。
プにピンポン玉を投げ入れるスポーツ
ビアポンの最大の魅力は「手軽さ」
だ。競技には卓球台の半分ほどの大き だ。カップ・ピンポン玉・台があれば
さの台を使い、自陣と敵陣に 10 個ず 遊べることに加え、ルールが分かりや
そして、
敵陣のカッ すく、初心者同士でも十分に楽しむこ
られている。四大戦を初めて経験する 奥を狙った正確なスマッシュやジャッ つカップを並べる。
１、２年生と、経験のある３、４年生 ジなどで同点まで追い付く。その後は プに向け、ピンポン玉を２球ずつ交互 とができる。さらに、カップが減るに
が一体となって催される今大会にふさ 息の合ったプレーで反撃の隙を与えず、 に投げ合う。ピンポン玉の入ったカッ つれピンポン玉を入れづらくなり、戦
ビアポンをする歳谷さん
新型コロナウイルス感染拡大の影響 わしいスローガンと言えるだろう。
19 － 19 の緊迫した場面を迎える。こ プは取り除き、先に敵陣のカップを全 いが拮抗する面白さや、相手がピンポ
を受け、式典のみの開催となった昨年
第１ゲー
今大会は規模が縮小され、満足のい こで村上が続けて２点を決め、
度の四大学運動競技大会（以下四大戦）
。 く状態での挙行はかなわなかった。し ムを先取した。第２ゲームは村上のラ
本年度は正式種目のみではあるものの、 かし、四大学のために新たにガイドラ イン際を攻めるショットから流れを引
第 72 回大会を開催した。今大会では インを作成したり、本学体育会所属団 き寄せ、７－１と大きくリード。中盤
感染症対策として、全ての試合が無観 体の結束力を強めるためオリジナル T は激しいラリーの応酬となるも、打ち
客で行われる。選手を含む参加者は２ シャツを販売したりするなど、新たな 勝てず相手に連続得点を許す。一時は
週間前から体調管理チェックシートを 取り組みの下で四大戦を行うことがで 10 －９と１点差に迫られるが、最後
記入し、事前に PCR 検査を受けるこ きた。来年度こそは例年通りの開催を は玉城のスマッシュで決着。21 － 16
とが義務付けられた。これらは本学体 目指す。この宿願は次の代へと託され でダブルス１を勝ち取った。
育会本部が新たに取り決めた「第 72 た。
しかし、他の４試合を落とし、団体
（鈴木恭輔）
回四大学運動競技大会実施についての
としては武蔵大に敗北した。３つの大
ガイドライン」に基づいている。
学に全敗したことを受け主将の村上は
四大戦推進局長の弘松里彩さん（経
「今回はふがいない結果だった。春の
済経営４）は、このガイドラインの作 《団体戦対武蔵大 試合結果》
リーグに向けてフィジカル面の基礎を
成に大変苦労したと語る。大学側から、 ●０－２ シングルス１
強化したい」と話した。
（堤彬）
初めに四大学の実行委員会で作成した ●１－２ シングルス２
ガイドラインでは開催を認められない ○２－０ ダブルス１
と判断された。そこで、ガイドライン ●０－２ ダブルス２
陸上競技
水泳
バスケットボール男子
駅伝女子
を一から作り直すことが決まったとい ●１－２ シングルス３
10 月 23 日に行われた対武蔵大戦。
う。体育会本部は、競技ごとに定めら
水球
バドミントン女子
弓道女子
村上啓太（経済経営３）
れている感染症対策の方針や海外のレ ダブルス１には、
ラクロス男子
ポートなどを参考に指針を作り上げた。 と玉城宙龍（総合経営１）が出場した。
ラクロス女子
硬式庭球女子 卓球男子
※正式種目の合計得点
第１ゲーム序盤は、
相手の鋭いショッ
大会のスローガン「Four U For U」
には含まれない
には「四大学とあなたのために。あな トに苦しみ８－ 11 と先行される。し
卓球女子
ラグビー
サッカー
攻撃を仕掛ける本学選手
たのための四大学」という意味が込め かしインターバルの後、玉城のコート

気軽に盛り上がれる
スポーツ ビアポ ン
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