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11 月 13 日、14 日に本学体育館にて第ああああああああああああああああ
97 回関東大学バスケットボールリー
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グ戦 D ブロック（４部）が行われた。初戦から白星を挙げている本学は、２
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試合とも白熱した戦いを繰り広げ、粘り強いプレーで見事勝利。４部の各ブ
ああああああああああああああああ あああああああああああああああああ
ロック上位２チームが進出できる２次トーナメントへの切符を手にした。
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ジャンプボールを取った本学の先制
点で幕を開けた。アウトサイドから積
極的に攻撃を仕掛け、
PF 中嶋康介（政
治３）
の３ポイントシュートが決まる。
ディフェンス面では粘り強いマークに
より相手のミスを誘うと、攻撃でも主
導権を握った。リバウンドも確実に取
り、反撃の隙を与えず 13 －８と点差
を広げる。さらに PG 竹内俊貴（経済
経営４）のレイアップシュートを皮切
りに連続得点を決め、21 － 10 で第
１ピリオドを終えた。第２ピリオド前
半でも、試合を有利に進める。C 近藤
怜己（法律１）が相手選手に当たりな
がらもゴール下からシュートを決め、
一時は 32 － 19 と点差を大きく引き
離した。しかし、後半に入り反則を重
ね、チームファウルが５回となる。そ
のまま連続で失点し、相手の勢いを抑
えられずに点差を縮められる。37 －
34 で前半を折り返した。
第３ピリオドでは、攻守の入れ替わ
りが激しさを増した。本学は、徹底し
たマークで相手選手をインサイドに入
らせない。しかし、第２ピリオドの
ファウルが響き、果敢に攻めることが
できず 40 － 40 で同点に。近藤が得
点を決めて引き離そうとするも、リバ
ウンドを多く取られ、54 － 55 と逆
転を許してしまう。運命の第４ピリオ
ド。悪い流れを断ち切りたい本学は、
早々にフリースローのチャンスをつか
む。これを２本とも決め、さらに SF
間野剣心（経済経営４）が３ポイント
シュートを入れ 59 － 55 と逆転を果
たした。
流れを味方に付けると、
スチー
ルや相手のミスから攻撃に転じる。リ
バウンドシュートで点を重ね、リード
を広げていく。残りの 30 秒も守り切
り、81 － 68 で勝利を収めた。
試合終了後、
主将の SF 熊倉圭吾（シ
ステム４）は「試合には勝てたものの、
自分たちのペースに持っていくことが
できなかった。シーソーゲームとなっ
てしまったのは反省点だ」と振り返っ
た。
（石井涼雅）

試合序盤から SG 石井陽生（総合
経営２）がシュートを２本決め、本学
は勢いに乗る。熊倉や石井といった高
身長の選手によるリバウンドを起点に
得点を重ね、17 － 11 と試合をリー
ドした。その後は相手の左右からの攻
めにより失点し、フリースローを連続
で決められ 17 － 17 と追い付かれる
も、着実な攻撃で本学の流れを取り戻
す。インサイドに切り込んだ SG 金久
保圭希（システム１）がボールを受け、
続けざまに得点。第１ピリオドを 27
－ 20 で終えた。第２ピリオドでは、
本学オフェンスの安定したプレーが続
く。間野が３ポイントラインまでボー
ルを運び、PF 中林洸人（政治２）に
パスすると、そのままゴール真横から
のシュートで得点。追うように熊倉の
３ポイントシュート、竹内のレイアッ
プシュートも決まり、36 － 22 とし
て相手を突き放した。さらに点差をつ
けたい本学は、ここで積極的に選手交
代を行い、得点を狙いにいく。持ち前
の身長差でゴール下をカバーすると、
前半を 47 － 33 と優勢を保った。
後半でも本学は勢いを失わなかっ
た。見事なパスワークからの C 大野
剛史（物質生命１）のシュートを皮切
りに、開始３分で 10 点を追加し 57
－35。
しかし、
相手の攻撃も勢いづき、
アウトサイドからシュートを２本決め
られてしまう。失点が続くも、負けじ
と石井が得点し 68 － 56 と前半から
のリードを縮めさせない。さらに近藤
が速攻でゴール下まで押し入り、相手
の注意を引き付ける。そのまま外にい
た金久保がパスを受けて、３ポイント
シュートを決めた。終盤も攻守共に隙
のないプレーを展開し、最終スコアは
99 － 70 と大差で勝利した。
熊倉は「今日はチーム一丸となり力
を発揮できていたため、全員が MVP
だと思う。しかし、審判の判定に一喜
一憂する場面があったのが課題だ。今
後は気持ちを切り替えてプレーした
い」
と語った。
（川船英紀）

３部昇格を目指す本学男子バスケッ
トボール部。２次トーナメント進出を
果たすため、１次リーグ中３、４戦目
となる横浜市立大戦と横浜国立大戦は
負けられない試合となった。
横浜市立大戦は、幸先の良い出だし
から一転し、
追いつ追われつの展開に。
アウトサイドからのミドルシュート、
ロングシュートなどの攻撃で試合を進
め、レイアップシュートで連続得点を
奪い優勢に立つ。しかしその後、本学
のファウルで徐々に点差を縮められ、
後半には逆転を許した。ここで本学は
チームの足並みをそろえるためタイム
アウトを数回要求。
冷静さを取り戻し、
シュート成功率を向上させた。試合を
通してファウル数の多さが課題となっ
たが、終盤には積極性を取り戻し、最
終ピリオドでの相手得点を 13 点に抑
え逆転勝ちを果たす。
続く横浜国立大戦では、徹底した
ディフェンスとリバウンドで本学の勝
負強さを見ることができた。前試合に
比べファウル数も少なく、攻守共に安
定して優勢を保つ。各ピリオドで確実
にシュートを決めた本学は、堅実な試
合展開を見せる。途中点差を縮められ
る場面もあったが、最後は 99 － 70
と相手を引き離した。
ファウルトラブルに苦しめられ、点
差を縮められる展開も見られた２試

を SH 高村瑛志（法律４）が決め、勝
利を確実なものにした。最後まで相
手の攻撃をしのぎ 49 －３でノーサイ
ド。見事グループ B 優勝を果たした。
主将の諸藤は「今試合では、明治学
《試合結果》
分には相手にペナルティーキックの機 院大を相手にノートライで抑えること
〇 49 － ３ 対明治学院大
会が与えられ、３点を取られてしまう ができた。まずはチームの目標の一つ
11 月 27 日、
セナリオハウスフィー も、攻めの姿勢を崩さず得点を追加。 だったグループ B 優勝を達成でき、安
心感と達成感がある」と成果を語った。
ルド三郷にて関東大学ラグビー対抗戦 21 －３と相手を大きく引き離した。
グループ B 最終節が行われた。本学
後半に突入し本学がオフェンスの４ この勝利により、本学は 12 月 12 日
はここまで全勝し、６勝０敗。同じく 分、CTB 髙島大聖（法律２）が相手 のグループ A との入替戦に駒を進める
首位の明治学院大とグループ B 優勝 のタックルを華麗にすり抜けて進み、 ことになったが、敗退。グループ B 残
（篠田悠斗）
を賭けた一戦に臨んだ。
トライに成功。本学は 15 分にも得点 留が決まった。
試合は本学のキックオフで始まっ を挙げ、35 －３と順調に点を重ねた。
た。開始早々、本学は敵陣に順調に攻 ディフェンスでは強烈なタックルやス
め込むとゴール付近でスクラムやモー クラムで押し返し、鉄壁の防御で相手
ルを組み、少しずつ前進する。前半 の得点を阻止する。25 分には、CTB
９分、粘り強くタックルで押し込み、 諸藤陸（経済経営４）が相手に奪われ
LO 荒川紘章（物質生命４）がトライ。 たボールを、パス回しの隙を突いて奪
コンバージョンキックも決め７点を先 い返す好プレーを見せた。その後も本
制する。その後、拮抗した展開となる 学の勢いは止まらない。27 分にも得
が、
32 分に FL 井上雄太
（経済数理２） 点を追加し、42 －３と点差をさらに
トライを目指す本学選手
が再びトライを決め 14 －０に。37 広げる。33 分には駄目押しのトライ

間に、塩澤は快足を見せ二塁まで到達。
続く渡邊朝美（現代社会４）も一、二
塁間を破る安打を放ち、一死一、三塁
と好機が拡大した。次の打者は三振で
二死になるも、ここで本学が仕掛ける。
《試合結果》
一塁走者の渡邊がスタートを切ると、
● ２ － ３ 対学習院大
相手捕手が二塁へ送球する間に三塁走
11 月 13 日、多摩川ガス橋緑地野 者の塩澤が生還する。鮮やかなダブル
球場にて第 53 回東京都大学ソフト スチールが決まり２－１と勝ち越した。
三回表に同点とされたが、古市は速
ボール秋季リーグ戦女子２、３部 A
セクションが行われた。コロナ禍の特 球を軸にした攻めの投球を継続。四回
例として、今年は２、３部混合で開催 表には三者連続三振を奪った。リード
されたリーグ戦。３部所属の本学は２ したい本学は裏の攻撃、先頭打者の堀
合。課題は、そのような状況でもベン 部所属の学習院大と対戦した。
江葵衣（法律４）が四球で出塁し、塩
試合が動いたのは二回表。一死から 澤が内野安打でつなぐ。好機を迎える
チから声を出し、コート上の選手を後
押しできるようになることだと副将の 安打と盗塁を許し、バント処理の送球 も、後続が倒れ無得点に終わった。そ
筧尚之
（経済経営４）
は言う。ディフェ がそれた間に先制される。しかしその して六回表にランニングホームランで
ンスにおけるルーズボールへの執着心 後は、先発投手の古市あずさ（国際文 勝ち越しを許し、それが決勝点となり
やフリースローの決定力向上も、今後 化２）が力強い直球で連続三振を奪い、 試合終了。２－３で敗戦した。
の試合で大切になってくるだろう。こ 最小失点で切り抜けた。力投に応えた
格上相手に僅差で敗れた今試合。主
の２試合の勝利により、２次トーナメ い打線はその裏、先頭打者が四球で出 将の川端暖（日本文３）は「投手と下
ントへの進出が決定した本学。勢いを 塁すると、一死二塁から６番塩澤あや 位打線の活躍で良い試合ができた。今
このままに次戦でも快進撃を期待した か（国際文化２）が左前適時打を放ち 後は打力向上に取り組み、２部昇格を
い。
（田尻那奈海） １－１とする。左翼線に打球が転がる 目指す」
と話した。
（三瓶純一）
成功もあって前進し、フィールドゴー
ルで３点を追加。しかし相手の反撃を
受け、同点に持ち込まれてしまう。第
４クオーターではまたも相手のランニ
ングプレーに翻弄され、15 － 21 と
《試合結果》
を奪う。その後得点を許し相手を追う ６点ビハインドとなる。残り時間は３
○ 22 － 21 対東京学芸大
展開となるが、キックオフリターンの 分を切り、逆転のためにタッチダウン
11 月 20 日、
アミノバイタルフィー 場面で WR 武井涼（法律３）が右サイ が欲しい場面に、攻撃陣が奮闘。敵陣
ルドにて、関東大学アメリカンフット ドを突破。圧倒的なスプリントでタッ 46 ヤードまで侵入する。残り 52 秒、
ボールリーグ戦 2021A ブロック（２ チダウンを決めた。
２ポイントコンバー 西山から放たれたパスを武井がエンド
部）第３節が行われた。対戦相手は東 ジョンは失敗したが、スコアを 12 － ゾーンでキャッチし、同点となるタッ
京学芸大。
共に１勝１敗で臨む一戦だ。 ７とし再び本学が優勢となった。第２ チダウンを決めた。湧く観客席を背に
開始直後から本学にチャンスが訪れ クオーターでは一転してゲームが膠着。 冷静にキックも決め、土壇場で逆転。
た。キックオフで相手にキャッチミス 相手のランニングプレーに苦戦するが、 22 － 21 で劇的な勝利を収めた。
が生じ、敵陣 30 ヤードから攻撃する 粘り強い守りで相手に得点を許さない。
主将の重藤遼（法律４）は「全体の
機会を得る。QB 西山壮流
（国際文化３） 試合は動かないものの、12 －７とリー スタッツは良くないが、終盤では日頃
の指令の下、パスとランを織り交ぜて ドを保ち前半を終えた。
の練習を信じ各自の役割を遂行して逆
第３クオーターは本学の攻撃で始 転できた。最終戦も勝ち、有終の美を
エンドゾーンに迫った。
開始２分でタッ
チダウンに持ち込み、６－０とリード まる。フォースダウンギャンブルの 飾りたい」と意気込んだ。 （万浪耀）
こうちゃく

本学ラクロス部は男子が２部、女子
が１部に所属し、輝かしい戦績を残し
ている。今回は男子主将の下口颯太さ
ん（法律４）と女子主将の合田実生さ
ん（国際文化４）に、今年のチームに
ついて語ってもらった。
――今年のチームはいかがでしたか。
下口：リーグ戦を勝ち抜いて入替戦に
臨みましたが、惜しくも敗れ２部残留
でした。しかし、ビジョンである「最
後に好きと言えるチーム」らしい戦い
ができたと思います。
合田：女子は、個の力をチームに巻き込
み大きな力に変えるという意味の「アッ
プドラフト」をスローガンに掲げました。
リーグ戦は１勝１敗でしたが、得点者が
偏らず個々の活躍が生きた試合だったた
め、スローガンを実現できました。
――強いチームで在り続けるために大切
にしていることは何ですか。
下口：
「考動力」を大切にしています。競
技中でも生活の中でも、当事者意識を持
ち行動することが個々の成長につながっ
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ていると考えています。
合田：チームで「日本一を目指す」とい
う共通認識を持ち、方針決定の際には軸
として大事にしていました。
――互いのチームはどんな印象ですか。
合田：男子は４年生の人数が少ない分、
一人一人が試合で活躍していましたね。
下口：少人数だからこそ意見をまとめや
すかったです。組織運営が円滑だったた
め、上級生が練習や後輩の指導に集中で
き、試合で結果を出せました。女子は集
合時間前に部員がそろい、全体練習後に
も残る人が多いので、真面目で全員の熱
量が高い印象でした。
合田：短時間でも質の高い練習をするこ
とを心掛けた上で、残った部員で行う練
習では、少人数用にメニューを組んで
います。

下口さん（左）と合田さん（右）

――今後のチームに一言お願いします。
下口：代替わりの戦力ダウンが少ない
分、今まで積み上げてきたものを生か
せば勝てるはず。応援されるチームに
なり、１部昇格を果たしてください。
合田：来年のチームは今年以上に真面
目なメンバーが集まっているので、ラ
クロスを楽しむことを忘れず、日本一
を目指してほしいです。 （外山隼也）

