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―― 伝統ある大学の主将に選ばれたことをどのように感
じていますか？
鳥羽	 歴史ある慶應義塾體育會バスケ部の主将に選ばれ
たことはうれしく思う反面、背負うものも大きいので、しっ
かり役割を果たしていきたいなとも思います。

濱田	 僕も伝統ある早稲田大学の主将として、選んでも
らったことは光栄に思いますし、1年間の成績の責任を担
うということで、この 1年間をより良いものにしていこう
と思っている次第です。

――新体制が発足してしばらく経ちましたが、ここまでの
チームの雰囲気はどうですか？
鳥羽	 今はケガ人も多くて、なかなか万全な状態とは言
えないですけど、練習の雰囲気はみんなすごく前向きに取
り組んでくれていて、やっぱり春の最大の目標は早慶戦で
勝つことなので、順調に進んでいるんじゃないかと思いま
す。

濱田	 今年は 1 年生から 4 年生まで全員が意見を発信し
て、全員の意識が一体となったチームにしていこうという
スローガンを最初に掲げたので、ここまでは順調にまと
まっていけているかなと思います。

――六大学戦で一度対戦しましたが、お互いのチームの印
象は？
鳥羽	 早稲田はサイズがあってなおかつ、ガードはスピー
ドがある。すごくバランスの良いチームだなと思っていま
す。

濱田	 慶應はとにかく早い動きから、ペリメーターの正
確性が高くて、少しでもチェックにいかなければ決められ
てしまうという印象を受けたので、ハードにディフェンス
しなければ負けてしまうなと思いました。

――鳥羽選手が福大大濠高、濱田選手が福岡第一高と同地
区の高校でしたが、お二人の面識は？
鳥羽	 小学校の全国大会から、ずっと戦っていて、中学
校も全国大会で戦って、高校も大濠と第一はライバル関係
でしたね。

――昔からのライバルといった関係ですか？
鳥羽	 腐れ縁というか（笑）

濱田	 中学校まではあまり意識してなかったんですけど
（笑）

――昨年の早慶戦を振り返って
鳥羽	 37 勝 37 敗というタイだったところで、うちが一つ
勝ち越したかったところなんですけど、終盤の大事な場面
で早稲田は絶対に得点してきたのに対し、うちは点を取り
切れなかったので、今年は絶対自分たちがやっていかな
きゃいけない部分だなと思いました。
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濱田	 自分が入学してから毎年競った試合展開で、去年
も競った試合でした。一昨年とその前は、慶應の気持ちの
強さに対し、早稲田の気持ちの弱さが出て、負けてしまっ
たと思うので、そこだけは負けないように、一試合通して
強い気持ちで戦った結果、去年は勝つことができたのだ思
います。

――早稲田が 38 勝、慶應が 37 勝という戦績については
どのように感じていますか？
鳥羽	 もちろん今年勝ってタイに戻して、来年後輩に勝っ
てもらいたいなという思いで今年絶対勝ちに行きます。

濱田	 伝統は感じながら、今年のチームで慶應に絶対勝
つという思いで、準備を進めています。

――お二人が入部してからの戦績で言えば、慶應が 2 勝、
早稲田が 1 勝ですね？
濱田	 やっぱり、負け越しで大学生活を終わりたくない
という気持ちがあるので、絶対勝ちたいですね。

鳥羽	 最上級生として勝つということは主将としての役
割だと思うので、しっかり果たしていきたいと思います。

――早慶戦でのキーマンは誰だと考えていますか
濱田	 誰って言うのは難しいのですが、3年間早慶戦を経
験してきた 4年生の気持ちの強さはチームに波及していく
ので、4年生全員がいかに泥臭く粘り強く早稲田らしく頑
張れるかということが鍵になると思います。

鳥羽	 同じですね。4年生がどれだけ強い気持ちを持てる
かが鍵になるのではないかと思います。

――相手チームで警戒する選手は？
濱田	 気持ちがすごく強く勝敗に影響する中で、エース
で主将である鳥羽君をのせるとチームが一気に勢いづいて
しまうので、特に鳥羽君に仕事させないことが鍵になると
思います。

鳥羽	 僕は、濱田、長谷川、富田の 4年生 3人を挙げますね。
3人は経験も豊富で、試合に出る4年生としてコートでチー
ムを引っ張ると思うので、彼らをどれだけ機能させないか
というところが勝敗を分けると思います。

――今年は、代々木ではなく大田区で行われることについ
てどうのように考えていますか
鳥羽	 プラスに考えれば代々木より人が入るので、集客
を頑張ってさらに盛り上がる早慶戦になればいいかなと思

います。代々木でやりたかったなという気持ちは少しある
のですが、会場は特に関係なく、早慶戦という独特の雰囲
気があると思うので、盛り上げていきたいです。

濱田	 3 年間代々木で開催されていたので、早慶戦といえ
ば代々木というイメージはありますが、会場が変わったこ
とで独特の雰囲気がどう変化するか分からないので、今ま
での経験が通じなくなるかもしれないですね。そこはしっ
かり試合に入れるように、雰囲気に飲まれないようにして
いきたいなと思います。

――早慶戦への意気込みは？
鳥羽	 勝敗をタイに戻すというのもありますし、自分と
しても最後の早慶戦ということで、勝ちを取りに行きたい
と思います。

濱田	 この早慶戦に勝つか負けるかっていうのは、今後
のシーズンにも大きな影響があるし、勝つことが前期の目
標でもあるので、絶対に勝ってこの一年間に弾みをつけた
いと思います。
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――昨シーズンを振り返っていかがでしたか？
高田	 最初のトーナメントで優勝できたのですが、リーグ
では２位に終わってインカレでも順位を落としてしまった
ので、大事なところで勝ち切れなかったのがチームの課題
だなと思いました。
大西	 春のトーナメントよりも終盤の方の印象が強いで
す。シーズン最後のインカレで勝てなかったのが残念でし
たが、４年生のリーダーシップや声掛けがとても力になっ
ていました。すごく良いチームだったと思います。
森川	 前半は上手くいっていましたが、リーグ戦が始まる
時に主将だった先輩が怪我をして、そこからチームの調子
が崩れてしまって本来の力が発揮できなかったです。
磯部	 リーグ戦では勝ち切れない試合がずっと続いて３部
から落ちてしまったので、今年は１試合１試合を大切に
戦って勝っていきたいなと思います。

――昨シーズンお互いのチームにどんな印象を感じましたか？
高田	 早慶戦と六大学リーグの２回しか対戦する機会はな
かったですが、とにかく相手に一生懸命向かってくるチー
ムというイメージですね。
大西	 六大学のときは試合開始からすごく勢いを感じるプ
レーをしてきたので、自分たちも同じような気持ちをもっ
て戦わないといけないなと感じさせられました。
森川	 あらゆるプレーが上手いので、毎年さすがだなと
思っています。
磯部	 ドリブルやシュートなど一つ一つのプレーが本当に
上手で、早稲田との試合はそういうところを勉強して盗む
チャンスだなと思っていました。

――新チーム発足から今まで振り返っていかがですか？
高田	 早稲田は今年ヘッドコーチが不在で、毎日指導して
くれる人がいない状況なので、今までよりも学生主体に

なって自分たちで考えてプレーすることが多くなりまし
た。まだ始まったばかりなので、完全に手探り状態です
（笑）。
大西	 ヘッドコーチがいないからこそ、皆がお互いに指摘
し合えるチーム作りを目指しています。上手くいっている
かはまだわからないですけど、今年こそは結果を残せる年
にしたいですね。
森川	 慶應もコーチがなかなか練習に来られない中で、
チームメイト同士の繋がりを強くして自分たちの力でやっ
ていこうと意識しているのですが、なかなか難しくて試行
錯誤しています。

――主将・副将に就任した感想はいかがですか？
高田	 私はガードのポジションでプレーしていて、普段の
試合でも指示を出してチームを引っ張っていこうという意
識は昨年からあったので、主将になることは特に重荷とは
感じなかったです。プレーの面ではしっかりと周りをリー
ドしていける自信はあるので、今後はプレー以外の部分で
もチームメイトに気を配るといったところも頑張っていき
たいです。
大西	 決める時も副将は正直誰がやってもいいかなって感
じでした。なので、特に副将だから何かをやるという訳で
はなく、４年生全員で主将を支えていければいいかなと思
います。
森川	 性格的にそんなに向いているほうではないと思うの
で…（笑）。大変ですけど、チームメイト、特に同級生に
は本当に助けられています。
磯部	 私は昨年そんなに試合に出てはいなかったので、そ
れでも副将になったということは、控えの立場を経験した
ことが買われたのかなと思います。それを活かして、主将
がチームを引っ張っていくのをフォローしていくのが自分
の役目かなと思っています。
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――昨年とチームの雰囲気に変化はありますか？
高田	 今まで通り選手同士で声を出し合ってやれています
ね。変わったところはそんなに…（笑）。
大西	 みんな明るく元気な雰囲気です（笑）。
高田	 でも今年は昨年以上に基礎的なことを練習してい
て、プレーの姿勢やチームルールに対する意識は昨年以上
に高まっているように感じます。
磯部	 慶應も今年は基本的なことを特に意識して練習して
います。他にも学年を交えたグループを作って後輩と話す
機会を増やして、学年の壁を無くそうと頑張っているとこ
ろです。
森川	 細かいことや気になることを溜め込まずに言い合う
ようにしています。最近は互いに本音で話せることも多く
なったかなと思いますね。

――オフの日はチームメイトと過ごしたりはしますか？
大西	 オフの前日にみんなで遊ぶことが多いよね？日曜の
練習の後に温泉行ったり焼肉行ったり。
高田	 オフの日は部活以外の友達と遊ぶことが多いです。
あとはチームメイトともたまにドライブとかディズニーと
かに行ったりもしますね。
大西	 でもたまに４年生主催で全学年集まる会もあって、
川に行ってバーベキューしました。まあ年に１回だけです
けど（笑）。
森川	 オフはあんまり外に出ないので（笑）。遊ぶときは
大体チームメイトとですね。
磯部	 早稲田みたいに全員で遊びに行ったりしてみたいで
すけど、後輩たちが忙しいみたいで・・・。私は同期の４
人が仲良しなので、みんなで練習後にパンケーキとか食べ
に行ったりします。

――昨年の早慶戦を振り返っていかがでしたか？
高田	 早慶戦は普段とは違って毎年いろいろな人が見に来
てくれる試合なので、その雰囲気を楽しみながらも、試合
では自分たちのやるべきことをしっかりと出来たと思いま
す。
大西	 代々木で早慶が並んでお互いの校歌を聴いている
と、自分は早稲田に入ったんだなと実感します。早稲田も
慶應も両方が意地をぶつけ合う雰囲気がすごく好きで、昨
年もお互いに全力が出せた早慶戦だった気がします。
森川	 100 点以下に抑えるという目標は達成できませんで
したが、OBの方などからは「今までで一番良かった」と
言ってもらえたので、その意味ではよかったかなと思いま
す。
磯部	 代々木という特別な場所で、早稲田も慶應もたくさ
んの人が応援に来て、大観衆の前で伝統の試合ができると
いうのがとてもありがたいなと感じました。

――今年の早慶戦で改善したい点はありますか？
大西	 昨年は４年生が何人か怪我で出られなかった覚えが
あるので、みんながコートに立って楽しめる試合になれば
いいなと思っています。
磯部	 一つでもいいので、何か「これだけは早稲田に通用
した」というものが見つけられるといいなと思います。

――大観衆の前では緊張しますか？
大西	（高田の方を見て）しないでしょ？
高田	 周りからは「緊張してないでしょ！」って言われま
すけど、自分ではしているつもりです（笑）。
大西	 私も緊張はしますけど、それよりも楽しい気持ちの
方が大きいです。気分が明るくなるタイプですね。
森川	 普段あんなに大勢の観客の前で試合をすることがな
いので、毎回すごく緊張しています。
磯部	 私もすごく緊張するタイプです。なので、自分より
緊張している人を見つけて落ち着くようにしていますね。
高田	 緊張するときは、「緊張する」って口に出して周り
としゃべっていると、気も紛れてリラックスできる気がし
ます。
森川	 私は試合が始まってしまえば案外大丈夫ですね。

――最後に早慶戦への意気込みをお願いします。
高田	 今回は日程がサッカー早慶戦と被っていて、場所も
代々木ではないので、観客の面はどうなるのかと思うこと
もありますが、お客さんに来てよかったと思ってもらえる
ように、良いプレーをしたいです。自分にとっては最後の
早慶戦なので、あの独特の雰囲気、盛り上がりを楽しめた
らいいなと思います。
大西	 お互いの誇りをしっかりと持って、自分たちも楽し
みながら観客も楽しませられる試合にしたいです。
森川	 たとえ点差は離れても、最後まで諦めない姿勢を見
せられたらいいなと思っています。
磯部	 自分もやり切りたいし、出ている選手全員にやり
切ってほしいです。最後までずっと応援してもらえるよう
な試合にできたらいいなと思います。



――六大学リーグで新チームでの初対戦（67-62 で早稲
田が勝利）となりましたがいかがでしたか？
富田	 慶應は昨年のインサイドの４年生が抜けてサイズ
は小さくなったけれど、その分ペリメーターでのシュート
や動きの精度が高くて、やりにくい部分がありました。
岡野	 お互い主力選手が結構いない中での試合だったの
ですが、それでも慶應のハードワークは健在で、ひたむき
にプレスをかけてくる選手が多かったので、そこはとても
厄介で気をつけないといけなかったです。
小原	 早稲田は本当によく走るチームだなというのが
第一印象でした。サイズの大きい選手も多くて外からの
シュートも入るので、本当に守りづらかったです。
吉敷	 自分たちと比べても全員大きくて、その上で全員
シュートもドライブもできるオールラウンドなチームだ
なという印象がありました。あとは単純に強かったです。

――2月～ 3月、Bリーグの青森ワッツでプレーした長谷
川選手ですが、どういった経験になりましたか？
長谷川		 外国人選手と一緒にプレーしたことや、逆に相
手に２人も外国人選手がいる中でプレーできたことはと
ても自信になりました。いろいろと試行錯誤する中で、今
までにはなかった余裕や視野の持ち方が身についたと思
うので、それは早稲田でプレーする上でもプラスになるは
ずだし、プロでプレーできてよかったです。

――この春に練習で重視したことは何ですか？
澤近	 昨年と比べてサイズがない分、まずは全員でリバ
ウンドを取りきることですね。そこから速攻は出せなくて
も、セットオフェンスでスクリーンを使ってズレを作って
から１対１を仕掛けようって感じです。そこからディフェ
ンスが来たらパスを出して、ノーマークでシュートを打つ
形を目指してやってきました。
長谷川		 昨年まではピック＆ロールが多かったですけど、
今年は１対１を多めにやろうと考えています。なので、攻
撃でも守備でも１人１人の責任が大きくなるなというの
は練習でも感じています。ただ大きい選手も小さい選手も
全員がリングにアタックする、３ポイントを打つ、早稲田
らしくディフェンスをする、走るというのは変わらずやっ
ていきたいです。

――新体制で変わったことはありますか？
岡野	 新入生で入ってきた２人が結構試合に出ることが
多くて、ガンガンやってくれる雰囲気があります。それ
は今までになかった感じなので、新しい風が吹いています
ね。
長谷川		 上手くまとめるなあ（笑）。
吉敷	 うちはサイズが小さくなって戦術が大きく変わっ
たので、まずはコミュニケーションを取っていかないと始
まらないと思って、練習中もとにかく喋ることを意識して
います。上手くいかなくてコーチ陣に怒られることも結構
ありますけど。

――お互いのチームにはどんな印象を抱いていますか？
富田	 慶應は早稲田と戦うときはちょっと目の色が変わ
るっていうイメージが強くて…。
一同	 （笑）
富田	 自分たちの嫌なところを突いてくるプレーをやっ
てくるので、自分たちも負けてられないですね。良い意味
でバチバチやりあえていると思います。
澤近	 早稲田は前から激しいディフェンスをしてくるっ
ていうのが一貫していますね。そういうイメージです。は
い。
吉敷	 短けえ（笑）。

――早慶の選手間で交流はありますか？
一同	 ないですよね～。
澤近	 でもこの前、就活で濱田健太君に会いました。
一同	 （笑）
小原	 あとは何となく埼玉県出身が多いイメージが。
長谷川		 ここ（長谷川・小原）は中学で試合したことがあっ
て。
小原	 ボコボコにされた経験しかないですけど（笑）。
吉敷	 （長谷川と）俺も試合してるから！忘れないで（笑）。
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富田	 原（匠）とは大阪のジュニアオールスターで一緒
でしたね。
岡野	 鳥羽とはここ（岡野・長谷川）と濱田と４人で高
校の時に一緒に代表チームでプレーしたこともあるね。

――オフの日もチームメイトと過ごすことはありますか？
吉敷	 最近は就活が忙しいのであんまり・・・。でも基
本的には同期で予定合わせて遊びに行くとか・・・だよね？
小原	 まあ・・・。でもあんまりなくない？就活が忙しいっ
てことにしとこうぜ。
一同	 （笑）
小原	 ほんとは仲いいです。
岡野	 僕らは同期５人が寮に入っているので、その寮生
で遊びに行ったり、５人で一緒に就活やったりしています。
うちは仲良くやっています（笑）。

――昨年の早慶戦を振り返っていかがでしたか？
長谷川		 今までの試合の中でも特に印象に残っています。
１・２年の時は自分も試合に出られなくてチームも負けて
しまったので非常に悔しかったです。３回目の昨季も前半
は慶應のペースに飲まれていたけれど、最後に勝ち切れ
たっていうのは早稲田にとっても大きかったし、早慶戦勝
利は目標の一つだったので嬉しかったです。
富田	 ただただ勝ててよかったです。
澤近	 前半は慶應のペースで、これはいけるなって思っ
たんですけど、後半に早稲田がリードしてからはズルズル
いってしまってギアを上げることもできなかったです。不
完全燃焼でした。
吉敷	 前半は良かったけど、後半に長谷川君が鬼のよう
に襲い掛かってきたので・・・。
一同	 （笑）
吉敷	 その気持ちに圧倒されて流れを持っていかれたの
が全てだったかなと思うので、今年は 40 分間気持ちのこ
もった戦いができればなと思います。

――今年の早慶戦の勝敗を分けるポイントは何だと思いま
すか？
長谷川		 早稲田は慶應よりもサイズがあるのでそこを突
いていくのは勿論ですが、早慶戦は気持ちの部分が大事で、
一瞬でも引いてしまうと一気に流れを持っていかれると思

います。技術やプレーではなく勝ちたい気持ちが強い方が
勝つと思うので、僕たちは全力で向かっていくだけですね。
吉敷	 僕も気持ちの面は大事だと思っていて、それが表
れるのはリバウンドやルーズボールなので、そこはプライ
ドを持ってこだわっていきたいです。会場の雰囲気も凄い
し、一度流れを失ったら簡単には取り戻せないので、気持
ちの部分は常に意識してやっていきたいです。

――自チームのキーマンとなる選手は誰ですか？
澤近	 慶應は、山﨑純です。
吉敷	 他人任せかよ。
一同	 （笑）
吉敷	 あとは髙田淳貴の新３年生二人が、もともと技術
的にもチームトップクラスだし、上級生になって言動も重
みが出てきたし、チームに不可欠な存在に成長してくれた
と思います。
岡野	 誰だろうね、キーマン。
富田	 長谷川とか。
長谷川		 いやいや、僕じゃないです（笑）。
富田	 ４年生全員とかは？
吉敷	 あ、逃げたな。
一同	 （笑）
富田	 じゃあ、はまけん（濱田健太）で。
岡野	 もう、はまけんでいいよ。
長谷川		 あいつのキャプテンシーに期待します（笑）。

――最後に早慶戦への意気込みをお願いします
長谷川		 昨年の勝利が、余計に今年も勝ちたいという気
持ちを強くしてくれました。最後の早慶戦で絶対に連覇を
成し遂げたいので、全力で慶應に向かっていく、それだけ
です。
岡野	 昨年初めて試合に出て、楽しかったっていうのが
第一の感想なので、今年も楽しむことを第一に考えながら、
自分の役割を愚直に体現していきたいです。
富田	 自分たちの代で勝ちたいという思いが強いです。あ
とは個人的には昨年は満足のいくプレーができなかったの
で、今年は出だしから頑張っていきたいと思います。
澤近	 春の目標が早慶戦の優勝で、しかも自分たちの代
なので、絶対に勝ちたいという強い気持ちで下級生を引っ
張っていきたいです。
吉敷	 高校から７年間早慶戦を見てきて、出場するのは
最初で最後だと思うので、自分にできることを全力でやっ
てチームの勝利に貢献したいと思います。
小原	 勝ちたい気持ちが強い方が勝つ試合なので、上級
生として強い気持ちを持ちつつ、自分たちにできることを
体現していきたいです。


