アイススケート部
創部から50年を迎えた歴史あるアイススケート部は、
ホッケー・スピード・フィギュアの3部門から構成さ
れる。特にホッケー部門はインカレを過去10度制し、
実業団選手も多く輩出する強豪。春大会は3位に終わ
り、春・秋・インカレの三冠は成らなかったが、秋大
会の3連覇に標準を合わせる。
スピード部門は昨年度のインカレで35年ぶりの総
合3位を獲得。またフィギュア部門も同大会で長谷川

硬式野球部

奏選手
（教育学科2年）
が当時1年生ながら6位に入賞す
るなど大活躍。氷上の舞台で東洋大学が躍動する！

昨年、藤岡貴裕選手と鈴木大地選手
（共に現千葉ロッテ
マリーンズ）
などの活躍で、史上初の東都大学野球春季リー

相撲部

グ5連覇、全日本大学野球選手権大会2連覇を成し遂げた、
大学野球界屈指の名門・硬式野球部。今季惜しくも春季6
連覇を逃し、前人未踏の全日本3連覇への挑戦権は獲得で

過去、学生横綱を輩出し、角界にも多くのＯＢを送

きなかったが、戦国東都で4年ぶりの秋季リーグ奪還に向

り出している学生相撲界の強豪相撲部。大相撲と異なり、

けてすでに挑戦は始まっている。
神宮球場で声援を送ろう！

より
だ
東
ポ
ス

学生相撲では1チーム5人の総合力で競う団体戦が見ど

40もの運動部が活躍する東洋大学。 その多くが全国レ
ベルの実力を持ち、近年ますますメディアで取り上げら
れるようになった。 今年も既に各部活が闘いの舞台に
挑んでいる。さぁ、ともに東洋大学の仲間を応援しよう！

ころ。昨年、全国学生相撲選手権大会で大道久司選手
（企
業法学科2年）
が個人戦3位に入賞するなど、新入生の活
躍に期待がかかる。

大学スポーツを 一緒に 応援しよう！
陸上競技部

ラグビー部
関東大学ラグビーリーグ2部に所属するラグビー

今年の箱根駅伝、歴史的な新記録を樹立し、総合優勝を果た

部は、長い間1部リーグへの昇格を目標に掲げて

した長距離部門。昨年度の三大駅伝2冠をけん引した柏原竜二選

いる。しかし昇格のためには
「四強」
と呼ばれる立

手
（現富士通）
らが抜けた今季は真価が問われるシーズンとなる

正大・山梨学院大・専修大・埼玉工業大に勝利す

だろう。各選手が1秒をけずり出し、挑戦者として出雲・全日本

ることが絶対条件。昨年、
「四強」
とは全敗に終

・箱根の三大駅伝完全制覇を目指す。

わった。まずはその一角を崩し、念願の19年ぶり

さらに、他の部門も負けてはいない。競歩部門では、日本ジュ

1部昇格を目指す。

ニア選手権1万ｍで3人が4位までに入る快挙。短距離部門も障
害・リレーともに好調な走りを見せている。
今年からは女子長距離部門も始動し、ますます鉄紺軍団から

サッカー部

目が離せない。

進化は止まらず！陸上部選手の活躍は世界へ
長距離部門では3月、ニューヨークシティマラソンに設楽悠太選手、大津

今季から古川毅新監督を迎えた

顕杜選手
（ともに経済学科3年）
が日本人大学生男子初の招待選手として出場

新生サッカー部。昨季は2部リー

し、それぞれ14位、25位と好走を見せた。また悠太選手は4月にポーラン

グ5位と、上位2チームまでに与え

ドで行われた世界学生クロスカントリー選手権大会で2位に入賞するなど世

られる1部昇格を惜しくも逃す。

界規模での活躍を収めている。一方、悠太選手の双子の兄、設楽啓太選手
（経

“攻撃的サッカー”
をテーマに心機

済学科3年）
も兵庫リレーカーニバル1万ｍで自己ベストを30秒以上縮め、

一転迎えた今季は、開幕から絶好

日本人トップの3位と兄弟揃って絶好調だ。

調で前期リーグ2位につける
（5月

競歩部門では、ロンドン五輪日本代表の選考を兼ねた日本学生20㎞競歩

20日現在）
。このままの勢いで秋

選手権大会にてジュニアの日本記録を持つ西塔拓巳選手
（経済学科2年）
が学

季も突き進み、過去1度も成し遂

生の部で優勝し、国内トップクラスに上り詰めた。

げていない1部昇格を勝ち取りたい。
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英語コミュニケーション学科1年
都立墨田川高等学校（東京都）出身

東洋大学にまつわるスポーツの話題をまとめてお届け

原田 真衣選手（左）
★水泳部★

陸上競技部女子長距離部門が始動

国際観光学科 1年
淑徳巣鴨高等学校（東京都）出身

2012年4月、陸上競技部女子長距離部門が本格的に始動した。活動拠点となる板倉キャンパス
には新たに8レーンの400mトラックが整備されたほか、合宿所も完成し、3月2日には竣工式を挙行。

4月初旬、今年のロンドンオリンピックの代表選手を決定する第88回日

全国から集まった10人の新入生がここで練習を重ねる。そして本学陸上部出身の永井聡監督
（1993

本選手権水泳競技大会が開催された。この大会には入学式を迎えたばかり

年経済学科卒）
に加え、実業団のノーリツで活躍した上岡正枝氏を新たにコーチとして迎え、初年

の本学水泳部の新入生らがハイレベルな戦いに果敢に挑む姿があった。

度から女子駅伝唯一の全国大会である全日本大学女子駅伝
（杜の都駅伝）
への出場を目標としている。

地田麻未選手、原田真衣選手は水泳部、そして東京スイミングセンターと
いうクラブチームに所属。北島康介選手や寺川綾選手など多くの日本代表選

板倉キャンパスを本拠地としたのは、
「生命」
「環境」
「食」
をテー

手を輩出しているこのクラブチームで肩を並べて練習をしてきた。偶然にも

マとする生命科学部において、とくに
「食」
を主軸とする
「食環境科

3歳から水泳を始め、現在に至るという共通点に顔を見合わせて驚いていた。

学科」
との関わりがある。選手たちはこの学科で学び、競技のみな

2011年春、東京都板橋区清水町に創立125周年記念
「東洋大学総合ス

らず栄養に関する専門的知識を自ら体得する。また、2013年度か

ポーツセンター」
が完成したことにより、水泳部待望の練習場所が誕生。

らは食環境科学科を
「食環境科学部」
に再編し、専攻によりアスリー

当施設は50ｍプールが完備され、
東京23区内の大学において同規模のプー

トに必須となる栄養科学を熟知したスポーツ指導者、食品技術者の

ルはほとんどない。
「実際の大会は50ｍプールを使用するため、練習通り

養成も目指す。
（食環境科学部設置についてはP22に紹介）

の泳ぎができる。試合に臨む気持ちも違う」
というほど。今回の選考会で

アイススケート部創部 50周年記念
「ドリームマッチ」を開催

は惜しくも代表入りに届かなかったが、地田選手は400ｍ自由形で自己新
記録を樹立し優勝、原田選手も100ｍ背泳ぎで6位という成績を残した。

3月31日、東伏見ダイドードリンコアイスアリーナにて、アイ

目標を尋ねると
「東洋大チームの力になりたい」
と、さっそく結束力をみ
せた。そして何より
「良い記録を出し、代表に入りたい」
と口をそろえる。
2人はそれぞれ異なる種目。しかしこれからは同じチームとしてともに戦い、
日本そして世界をリードする競泳者となっていくだろう。

日本、そして世界の舞台に
最も近い水泳女子

原 樹理選手

★硬式野球部★

20名もの1年生が入部した長距離部門の中でも、一際高い実績を誇るのが服部勇
馬選手だ。名門仙台育英高校で3年連続全国高校駅伝に出場し、2年次には1区区間
3位と好走を見せた。また、3年次にはインターハイで5000mに出場し、日本人2
位となる5位に入賞するという実績を持つ。しかし、彼自身はタイムより順位にこ
だわり、日本人2位という結果には決して満足していないという。向上心の高さは
昨年度主力と言われた4年生が抜けた新チームに刺激を与えるだろう。大学では競
り負けない強さを身につけ、常に1番を狙っていく。
酒井監督も
「戦力として見ている」
と語り、1年目からトラック、駅伝両方での活
躍に大きな期待を寄せている。今後は世界大会の出場も視野に入れ、まずは日本ジュ
ニアで結果を残し、存在感をアピールしたい。
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ムマッチ」
を開催した。この試合はアイススケート部の創部50周
年を記念し実現したも

当初は高校で野球を辞めるつもりだったという原樹理選手。しかし高校
日本代表としてプレーしたAAAアジア選手権で同じ代表選手が真摯に野
球に取り組む姿勢を見て、
「このまま中途半端に終わっていいのか」
と考え、
野球を続けることを決意。プロ入りも確実と言われたが、大学で鍛え直す
道を選んだ。
春季リーグ開幕戦、中央大学との一戦では早くも初登板。好投するも、
延長15回にサヨナラ負けを喫する悔しい大学初登板となった。しかし、
その後の勝ち点を懸けた青山学院大学戦では、1人のランナーも許さず嬉
の更新。甲子園のヒーローが神宮の社で大きく羽ばたく。

政風関は「今はやっと
スタートラインに立つこ

がたくさん待っています

で活躍する卒業生らが

ので、そういった方々に

集結し、豪華な一戦と

追いつくことができるよ
う今後もよりいっそう稽
古を頑張ります」と抱負

ムが勝利した。

8まで導いたプロも注目する右腕が戦国東都の門を叩いた。

大相撲夏場所の番付編成会議において、新十両昇進を果たした政風関
（尾車部
屋／本名：北園基嗣さん）
に校章をかたどった化粧まわしを大学から贈呈。

先には、素晴らしい先輩

と大差をつけ OB チー

昨年の夏の甲子園、東洋大姫路のエースとしてチームを5年ぶりベスト

新十両 政風（まさかぜ）関に大学から化粧まわしを贈呈

とができた。私の目指す

の。栃木日光アイス

なった。試合は11－4

経営学科 1年
東洋大学附属姫路高等学校（兵庫県）出身

「ピンチのときこそ
気持ちが入って投げやすい」

経済学科 1年
服部 勇馬選手 仙台育英学園高等学校
（宮城県）
出身

ススケート部ホッケー部門OBチーム対現役部員チームの
「ドリー

バックスなどの実業団

じ ゅ り

しい初勝利を挙げる。今後の目標は亜細亜大学の東浜投手が持つ完封記録

★陸上競技部長距離部門★

今年入学した新入生。一年目からの好走に期待がかかる
練習環境、住環境ともに充実
した設備を用意

4

地田 麻未選手（右）

タイムよりも順位にこだわる、
即戦力ルーキー

今年も東洋大学の運動部に新たな風が巻き起こる。今回は、水泳部・陸上競技部長距
離部門・硬式野球部から期待の新入生 名を紹介。今後の東洋大学のスポーツを大い
に盛り上げてくれることに期待しよう！ これからの活躍に注目だ！

pick up New comer

期待の新星

スポ東だよ
り

を述べた。

本学ボクシング部出身選手がロンドン五輪へ！
4月9日、カザフスタンで行われたアマチュアボクシングのロンドン五輪最終予選兼ア
ジア選手権で、フライ級の須佐勝明選手
（2008年法律学科卒／現自衛隊体育学校）
が準決
勝でヨルダンの選手を下して4強入りを果たした。その後の準決勝では惜しくも敗れ、銅
メダルに留まったものの、見事五輪出場権を獲得した。
昨年10月には本学職員の村田諒太選手
（2008年経営学科卒）
もミドル級での出場を決めて
おり、本学卒業者が2階級でロンドン五輪の舞台に立つことになる。
日本人ボクサーの五輪メダリストは歴代わずか3人。メキシコ大会以来の44年ぶりメダ
ル獲得候補として注目が高まる。

須佐勝明選手
〔写真提供：自衛隊体育学校〕

村田諒太選手

東洋大のスポーツを知るなら、

まず
から！
「スポーツ東洋」
東洋大学スポーツ新聞編集部が発行する、本学唯一の総合ス
ポーツ新聞、
「スポーツ東洋」
（年5回発行）
。学生記者が全国
を飛び回り、各運動部の活動を克明に伝えている。
学報の
「スポ東だより」
で紹介する情報もスポ東編集部との共
同編集によるもの。
新聞は学内のラックに設置しているほか、試合会場でも配付
しているので、ぜひ手にとってみよう。また、スポーツ東洋の
専用ホームページでは、試合速報をリアルタイムで確認できる
のでこちらも要チェック！
東洋大学スポーツ新聞編集部HP http://supoto.blog41.fc2.com/
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