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３ .皆様からの寄稿文 

３．１  OB 便り 

 

1) 発足の年 

伊澤   槇一（昭和 34年卒） 

部報が発行されることとなり、もう二年半も前の創部の頃

の記録をとの所望なので、思い出の一すみに消えそうにな

っている事柄を当時のメモなど参照しながら一通り書きとめ

てみようと思う。 

我々の東京工業大学バドミントン部は、その生い立ちは、

ずいぶん恵まれていたと思う。勿論、裏での多くの苦労に

上に立てられたものではあるけれども・・・。裏話の方は、そ

の方面の専門家（？）飯島君にまかせるとして、表立った出

来事をならべていくことにしよう。 

そもそものはじまりは、飯島、岡崎君ら二年化工（当時）

の面々が「バドミントン同好会を作ろう」という一枚のビラを

正門脇の掲示板にはった事にある。それは昭和三十二年

四月九日か十日のことだった。そして、十三日、土曜日の

午後零時半ごろ、十六番教室（現三十六番）に、何人か初

対面の同志が顔を合わせることとなった。この席では、「今

迄は使っていない体育館も未完成だけど、使えそうだから、

一つ入り込んで練習を始めようじゃないか。」という事になり、

飯島君が強調した“パイオニア精神”を内に秘めて、数少な

いラケットで、羽根少ないシャトルまでも使いながら、水、土

曜日の練習へとスタートを切ったのであった。僕のメモには

“四月十七日、バドミントン同好会初練習”と記されている。

即ち、我が部創立の記念すべき一打は、この日に体育館

で打たれたのであったが、残念ながら、この時に誰々が参

加したかは、僕のメモにも、記憶にも残っていない。当時は、

ロッカーは勿論。ネットを張るポールも無かった。ロッカー代

用は僕の家で、ラケット、シャトル、ネット等は、練習日毎に、

運ばなければならなかった。又、はじめのうち、しばらくは、

ポールを体育科から借りるという事が、一つの大きな仕事で

あり、練習の前後には、運動場の向こう側、柔道場の物置

へ足を運んだのだった。今では、想像もできないが、四本も

借りられた日などは、上得意だったものだ。この様にしなが

らも、毎水、土曜日には、確実に練習が続けられていった。 

前に、生い立ちが恵まれていたと書いたが、それは、この

年の第五回、国公立大学体育大会の当番校が、東工大で

あったので、我々バドミントン同好会も、出来たばかりであり

ながら、これに参加することが認められたのだ。五月に入っ

て、その準備に参加すると共に関東学生バドミントン連盟

への加盟準備も開始した。このあたりの苦心談は、飯島君

の文章に詳しい。ともかく五月三十日には部則も完成し、

六月一日、連盟への加盟願を提出する運びとなった。これ

により、秋からのリーグ戦に参加できることに決まったのだっ

た。 

六月五日には、初めての対外試合を小山台高校を招い

て行ったが、問題なく敗退した。六月十六日には、日曜日

の上私鉄ストだったが、電気大との練習試合を工大体育館

で行った。これも勿論、負けいくさだった。こうして練習と試

合を続けたパイオニア達は、七月四日（木）に、はじめての

公式戦、国公立大会を迎えたのだ。前日の三日には、少な

い部員で、一時から八時ぐらい迄かかって、白墨でのコート

線引き、各校の席作り等と、やった事のない多くの仕事をし

て、一同くたくたになってしまった。四日間の大会は、また

たく間にすぎた。或る日などは、来た者が六人で、大会の

運営、試合、審判と大わらわ、少しも休む間が無かった事も

あった。結果は予想通り六チーム中六位であったが、その

健闘は、初参加にしては、悔いのない上々のものだったと

思っている。 

こうした皆の奮闘の甲斐あって、ネット六張、使い古しの

シャトル約三十ダースと、当時の我々にとっては、ずいぶん

大きな財産が手もとに残り、部活動が軌道に乗る一因をな

したのであった。夏休みには、第一回の合宿が行われた。

八月七日朝、参加者は五人、練習の後、如月寮に作った

合宿所に泊ったのは、なんと、一二三年生各一名で、全部

で三名という寂しさだった。それでもパイオニア、穴山、伊

澤、土屋の三人によって、翌朝から、今に続く伝統（？）とな

った五時半起きの練習が始まったのである。僕のメモによる

と、この日の練習時間は、6:00 ~ 8:00、10:20 ~ 12:20、

16:00 ~ 18:30 となっている。昭和三十二年八月八日、暑い

日であった。この 初の合宿は、参加人員五名どまり、五

日間の幕をおろしたのである。 

試験の終わった十月五日～九日迄、第二回目の合宿練
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習を、やはり如月寮の病室に泊って行った。今度は参加者

も十名余り、試験のウサを晴らしたのだった。そして、いよい

よ、はじめてのリーグ戦が十月二十六日から成城大学で行

われた。参加校は三校、成績は、 

成城大   ８―１  東工大 

武蔵工大 ５―４  東工大 

武蔵工大 ５―４  成城大 

で武蔵工大が優勝した。 

リーグ戦後、十一月十日には、親睦会として、入笠山へ

ハイキングを行った。好天に恵まれ、自然を満喫した楽しい

一日だった。 

（1959 年 11 月刊行のバドミントン部、部報創刊号より一部

加筆修正して引用） 

 

 

2）初期の頃 

土屋   裕（昭和 35年卒） 

伊澤大先輩（初代キャプテン）の基に、1960 年卒業組、

飯島英輔（二代キャプテン）、岡崎平蔵、的場徹、真板宏

吉、土屋裕、他数名の寮の友人が入部した。体育館は整

備されており、卓球部、バスケット部とシェヤーして使用した。

練習は毎週水曜日午後と土曜日に行った。授業に実習、

実験が組み込まれていない水曜日、土曜日、さらに三月休

みと夏休みの合宿を行った。合宿は練習の外に仲間との

おしゃべりが楽しく、合宿打ち上げのビールの味は格別で

あった。 

私は練習に一生懸命打ち込んだが力不足で、キャプテ

ンはじめチームメイトに迷惑をかけたが、試合には起用され

た事を今でも感謝している。公式戦のひとつに三工大戦

（東京、大阪、名古屋）が持ち回りで行われた。私の卒業後、

一年後輩の中信也氏（名古屋工大）の入社挨拶を受けた。

世間は広いようで狭いことを真に実感した。 

1957 年の晩秋、バドミントン部全体で入笠山をハイキン

グした。天候に恵まれてすばらしい一日であった。帰路中

央線から眺める八ヶ岳がパノラマ的に姿を変え大変美しか

ったこと、今も目に浮かび当時を懐かしく思う。 

―了― 

 

 

 

3）思い出 

 岡崎平蔵（昭和３５年卒） 

東工大バトミントン部 60 年、まことにおめでとうございま

す。 

  当時、同期の飯島氏がバトミントン部を設立するにあたり、

私もしてみないかと誘われました。初めは「女子のスポーツ

ではないか・・・」と半分馬鹿にしながら軽い気持ちで入部し

たのですがいつの間にか夢中になり 3年半。気付けば単位

がなくなりそうな程のめりこんでいました。 

  私は20 年前に病を患い現在も不自由な身体で生活して

おりますが、バトミントン部の楽しかった数々のシーンは今

でも鮮明に思いだされます。これからも 70 周年、80 周年と

東工大バトミントン部の一層のご活躍を祈念いたしておりま

す。 

 

 

4) 思い出したこと 

石川宏俊（昭和３６年卒）  

今でも水鳥シャトルに変わった時の衝撃は覚えている。

それまではニワトリ羽根だった。入部した時がそうだった。い

くら強く打ってもなかなか飛ばない。今とは打った感じが全

く違っていた。しかもラケットのフレームもシャフトも木製で、

合板で優美な曲線で作られていた。今なら日本スゴイ運動

で取り上げられたかも。「これを使ってごらん」と主将の伊沢

さんが貸し与えてくれた。入ってみて、先輩部員の方々が

愉快な人揃いで、一年上の飯島さん・岡崎さん・土屋さん・

真板さん・的場さんなどなど大物が揃っていたし、伊沢さん

は別格で輝いていた。元格納庫の体育館は広く、天井が

高く、でも後発部だったので、おおむね隅で練習していた

気がする。 

合宿は大変だった。避暑地にそれ向きの体育館などは

なく、どこかの小学校・中学校の屋内運動場をマネージャ

が苦労して借りて下さったものだけど、おおむね天井が低く、

しかもコートが多くとれず練習機会が少ない。その分は屋

外運動が多くなり、しかも坂だらけの道が豊富で、とにかく

ばてた。 

三工大戦があり、年ごとに東京・大阪・名古屋持ち回りで

やっていた。遅い列車で遠くまで行ったものだ、金山体育

館とか、今思えばすごいところで試合をしたものだ。 

ルールの変更、当時は相手のサーブの時だけミスが失点
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に結びついた。その時だけ一生懸命やれば良かった。い

つ果てるとも知れない試合の可能性を含んでいた。いつか

ら今のルールになったのか知識にないが、人格が変わるよ

うな大きな変化であった。競技者からの要求ではなく、ステ

ークホルダーからの要求だろう。それだけメジャーになった

とも云えるが。 

 

 

5) 往時の試合と練習の回想 

金澤  隆城（昭和３７年卒） 

リオ五輪のバドミントン試合では、シングルでもショートサ

ービスが多用されていた。私達の現役時代はロングサービ

スが殆どで、特に東工大体育館の超高い天井に合わせた、

超高いサービスで、相手を 終ラインまで下げさせることか

ら始まっていた。ラリー中も超ハイクリアーで相手を 終ライ

ンに下げさせ、更に超高いクリアー故に天井から垂直に落

ちてくるシャトルに戸惑う相手方もいた。諏訪、小淵沢など

での夏の合宿ではこのハイクリアー特技を生かせる、天井

の高い体育館がなかった。 

夏の合宿といえば、水を飲むのが禁止されていて、よく

熱中症にならなかったものだ。練習場から宿に戻る途中、

田舎の万事屋で喉の渇きを癒すのによく冷やしたトマトをガ

リガリと食べた。あの頃のトマトがもつ強烈なトマト臭が今で

も懐かしい。 

筋トレとして、「うさぎ跳び」や「アヒル歩き」が多用されたが、

近は膝への負担が大き過ぎて、怪我につながる可能性

が大きいとして採用されていない。これらが苦手な私はずい

ぶん助かっていただろうに。 

 

6) 「南国土佐を後にして」の頃 

三国  良彦（昭和３８年卒） 

北国越後を後にして、バドミントン部に入ったのは昭和

34 年、先生と交渉のすえ、やっと卒業したのは 38年ですが、

その当時のことを思い出そうとしても、記憶力の極度の低下

により，何も思い出せず、 近では過去を振り返っても何も

ないので、未来に生きようと決意したので、思い出を書けと

いわれても一体何が書けるか心配であります。お年寄りに

は少し懐かしい話を、若い方には当時の模様を少し紹介で

きれば思います。 

さて、少しは書くのに役立つかと古い写真など引っ張り

出して眺めてみると、大岡山はこんな具合でした(写真 3-１)。

街の様子は、といっても写真があまりなく思い出せませんが、

写真 3-2 は池袋西口の方向の写真です。電車の色は焦げ

茶色だったようですね。当時は池袋近傍に住んでおりまし

たので学校帰りにデパートの屋上から写したんだとおもいま

す。その頃地方では，まだ馬の荷車がありましたよ (写真

3-3)。これは金沢さんと、門脇君と、武田君と北海道旅行に

行ったときの写真です。 

どんな歌が流行っていたか。「黒い花びら」とか「黄色い

サクランボ」とか、今では若い方は誰も知らない歌があった

ということをさっきインターネットで知ったところです。先般お

亡くなりになったペギー葉山さんの「南国土佐を後にして」

もその当時らしいですが、この歌を少しはご存じの方がいら

っしゃるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3-1.  S35 全学閉鎖中 

写真 3-2. 池袋 

写真 3-3. 北海道 
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学生のスタイルはどうだったのでしょう。写真 3-4 はバドミ

ントン部で多摩湖へいったときの写真です。何故か学生服

でハイキングへ行く人がいます。今見ると何となく異様な雰

囲気がありますが、当時は普通だったのかもしれませんね。 

紙面がなくなると困るので、バドミントン部の話も少ししな

ければいけません。写真 3-5 は岡谷へ夏の合宿にいったと

きのお昼寝時間の写真です。とにかく暑かった。頭を冷や

している人がいます。上半身裸が結構います。くたびれて

いるので全員ゴロゴロしている中でも本を読もうとしている人

がいますね。偉いですね。練習風景や、皆様の華麗なプレ

イの写真もあるのですが、少しも興味がないでしょうから割

愛です。 

写真 3-6 は当時の体育館の内部です。左隅にバドミント

ンと書かれたロッカーがあって、そこで着替えたりラケットや

ネットを入れたりしたのでしょう。一度泥棒にラケットを全部

持って行かれたことがありました。あんなものが売れるとは

写真 3-4. 多摩湖 

写真 3-5. 岡谷合宿 
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思いませんが、泥棒は一体どういうつもりだったのでしょうか。

バスケットボールが転がっています。天井が高いことが知ら

れます。天井灯はまだなかったようで、冬は暗い中で、羽根

が見えなくなっても、「勘で打つのだ」、といわれて練習をや

っていた記憶があります。そんなこといわれても何も見えな

いのですよ。 

バスケットボールのボードが見えます。これはバドミントン

には邪魔ですから練習前にチェーンブロックみたいなもの

をガラガラと回して引っ張り上げます。この仕事は結構きつ

いので、むろん一年生の仕事です。 

写真ではよく見えないと思いますが壁から鉄筋が沢山出

ています。今思うと危険きわまりなかったのですが、ネットを

張るときに使ったりしたような気がします。 

もう少しロッカーに近づいてみましょう(写真 3-7)。ずいぶ

ん乱雑だし、何故か戸板みたいなものがあります。ひょっと

すると一番右側の下が抜けかかった戸棚の戸かもしれませ

んね。ホラ、ロッカーの左の柱から鉄筋が出ているのが見え

ます。鞄が一つ見えますが、カメラマンのものでしょうか？ 

さて、こんなものは同時代の方の思い出にしかなりません

ので、退屈でしょう。 後に写真 3-8 に体育館の全景を載

せましょう。正門から橋を渡ったところに雑草の中に建って

いたのです。今は東急の敷地ですか？この中に、私、それ

から同時代の方々が青春の一時期を詰めこんだところです。

この中で練習では老獪な諸先輩に翻弄され、年功序列と

いう古来の美風を無視した諸後輩に痛められ、それでも充

実した時代をにこやかに過ごしたところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3-6. 体育館内部 

写真 3-7. 体育館ロッカー 

写真 3-8. 体育館全景 
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我々は、正直なところ決してバドミントンが上手かったわ

けではありません。コーチがいたわけでもなく、手作りの練

習法でやっていたのです。それでも向上心はいくらでも自

慢できるほど皆持っていました。あれから半世紀以上経つ

訳でこの体育館で過ごした時間は僅か四年、この写真の広

かったけれど余り立派とはいえない体育館の中で、大げさ

に言えば人生を考える時代を過ごすこともできたように今は

思っていますし、どんな小さな場所、どんな僅かな時間、ど

んな退屈な生活の中にも生きる意義ってあるものだなと愚

考するような年齢になりました。 

それも諸先輩、同輩、後輩の皆々様のおかげです。一

人一人名前を挙げるがきりがないほどの皆様に対し感謝し

きれるものではありません。 

ア、昔のことも少し思い出せたね・・・・フフフ・・・。 

 

 

7) 大学時代を彩るバドミントン部の記憶と仲間 

吉井博明（昭和 41年卒） 

わたしにとって、昨年、今年と大きな節目の年が続きまし

た。昨年は大学卒業 50周年、今年はバドミントン部創設 60

周年という年を迎え、半世紀以上前の青春時代を思い出し

つつ人生を振り返るきっかけともなりました。 

そもそもわたしがバドミントンを始めたのはほんの偶然か

らでした。高校の入学式のときに校長先生が体育部に入る

よう勧めたので、それじゃあ何かスポーツをやってみようと

思い立ったのです。当時は、皇太子 (平成天皇 )ご成婚の

影響でテニスが大流行だったこともあり、わたしもその流れ

に乗ってテニス部に入部を申し込んだところ、

ものすごい数の新入生が殺到したため、「球

拾いしかできないよ」と言われ諦めざるを得ま

せんでした。それじゃあ何か別のスポーツは

ないかと探し、テニスと同じく、ラケットで球を

打つのだからバドミントンでもいいかということ

で入部したのです。東工大に入ったときは、

伊澤先輩が創設したバドミントン部がすでに

あり、入学式のすぐ後に飛行機の格納庫のよ

うな体育館に行き、即入部しました。今から 55

年も前の昭和 37 年のことでした。東工大バド

部の思い出の中でも一番は、何と言っても合

宿です。とりわけ 1 年生の夏の合宿の記憶は

鮮明です(正確かどうかはわかりませんが)。群

馬県の磯部という町でやったのですが、1 年生はシャトルを

打つより走る方が主で、午前と夕方は数 km のランニングで

足腰を鍛えるわけです。合宿も 2 日目に入ると、筋肉痛で

階段の上り下りが辛くなります。手すりを掴まないと階段を

降りることができないほどでした。1 日の 後に行うランニン

グは特に厳しく、走り終えるとみなへたり込むくらいでした。

そこで、1 年生部員は午後になると、空を見上げて雨乞い

をするわけです。雷が鳴り出すと、「今日はランニングが中

止になるぞ」とほくそ笑んだのを覚えています。実際、われ

われの雨乞いが功を奏した日も 2 ~ 3 日あったと思います。

このように厳しい夏合宿を終えて、夏休みに入り、秋になる

と 1 年生部員は半減していました。 

もうひとつ記憶に残る合宿が、わたしが主将をしていた 3

年生のときの山中湖合宿です。ちょうどこの年の春、権丈主

将の下、4 部で優勝し、念願の 3 部昇格を果たした直後で

した。東大、一橋といった国立強豪校も 3 部にいたので、相

当気合いが入った合宿になりました。このときは宿舎（とい

っても汚い民宿みたいなところでしたが）と借りた体育館が

かなり離れて(2 km くらい)おり、1 日 2 回も往復する必要が

あり、毎日、往復だけで8 kmも走りました。それに山中湖半

周を加えたりして、1 日 10 km 以上走ることも何回かありまし

た。それでも一人の落伍者も出すことなく、無事、合宿を終

え、秋のリーグ戦では、過去 高の 3 部 3 位という輝かしい

戦績をあげました。しかし、秋になって辞める 1 年生部員が

続出し、残ったのはたった 2 人ということになってしまいまし

た。強くなるには、鍛える必要があるけれども、鍛えると残る

部員が減るというジレンマはその当時からあったのです。 
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楽しいが無茶をした経験も思い出します。確か 4 年生の

ときでしたが、部のレクレーションで山に行こうということにな

りました。多少は山を知っている部員が企画をしたのです

が、実にいい加減な計画でした。新宿から夜行列車に乗り、

韮崎駅からバスで増富ラジウム温泉まで行き、1 時間ほど

登ると、道が分かれており、左に曲がれば短いコース、右に

行けば、2,595m の金峰山経由で塩山に抜ける 13 時間半

のコースでした。体力には自信があったので、無謀にも金

峰山経由コースを選んだのです。しかし、歩いても歩いても

金峰山の頂上に着きません。やっと頂上に着いたのが正午

少し前でした。他の登山者は、頂上付近の山小屋に宿泊

するようでしたが、われわれは日帰りの予定でした。帰りの

バスの時間を調べたところ、到底間に合いそうもありません。

これはヤバイ、どうすると困ってしまいました。そこで日頃の

きついトレーニングが活きたのです。バスの時間に間に合う

ように山道を走る、走る、走りまくる。そして途中でトラックに

乗せてもらえたという幸運もあり、 終のバスに間に合った

のです。後で調べたら、1 泊2 日のコースでした。これも今と

なっては楽しい思い出です。 

このように今も鮮明に覚えている多くの出来事とともに、

懐かしい先輩、同期、後輩の顔が思い浮かびます。そして、

リタイアした今もなお会えば当時のことを語り合えるバドミン

トン仲間がいることに大いなる幸福を感じています。みなさ

ん、本当にありがとう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) 現役時代と今 

永井泰樹（昭和４１年卒） 

バドミントン部で現役の頃と超 OB になった今、印象に残

っていることを書いてみたい。 

＊バドミントン部： 

私は、昭和 37 年東工大に入学後直ぐに軟式テニス部に

入った。テニスの経験が無かった事、当時は現在の天皇と

皇后をとりもったテニスが話題になっていた事がテニス部入

部に影響したかも知れない。ところが、この年は、部活動の

日に雨が続いた。そこで、室内競技をやろうと、6 月末頃に

体育館を訪ねた。卓球、バスケット、バドミントン部の選手が、

あの歴史ある旧体育館で練習をしていた。バドミントン部の

部員数は、30 人ほどであった。これなら練習時に長時間コ

ート外で待機という事もなさそうだと思いバドミントン部に転

部した。 

当時のキャプテンは、門脇さんで同期には三国さん、宇

田川さん。皆さんスマートで優しい方々だった。クラブの雰

囲気も明るく、上下関係の厳しさとは無縁で私は、スムーズ

に部活動に溶け込めた。当時、東工大には全国各地から

学生が入学していた。実際、同期には、福岡出身の加治君、

東京出身の金子君、愛知出身の吉井君、私は愛媛出身で

さらに出身地は失念したが西村君・仲野君がいた。金子君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全日本男子チャンピオン：小島一平(1966 ~ 1970 年) 
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と吉井君は、持ち前のセンスに加え高校時代にバドミントン

をやっていて同期の中では飛びぬけて上手だった。私は、

バドミントンの部活動は初体験であり“ハイクリア”、“カット”、

“ドライブ”、“ヘアピン”を駆使する先輩達に翻弄され続け、

新人相手にスマッシュ等不要なのかなと思わせられる日々

であった。スマッシュなら兎も角、カットで翻弄されるのはか

なり自分に腹立たしかった。そこで、部活動にはほぼ皆勤

だった。 

私が 1 年秋のリーグ戦終了後には、野口さんがキャプテ

ンになった。同期には、園部さん、武田さん、石田さん、西

さんがいた。野口さんの指導方針は、自らの行動で規範を

示すというものであった。そのためチームの雰囲気も良く、

何時も練習に出かけるのが楽しみであった。野口さんを含

め先輩達は、ネット際でのヘアピンへの対応やコート後方

でのハイクリアの処理後は、必ずコート中央に位置取りをさ

れていたのが印象に残っている。同期の園部さんも笑顔の

絶えない方だった。園部さんは、試合中相手が打ったシャ

トルがコート外に落ちると人差し指 2 本でコート端から落下

点までの距離を相手に示すのを習慣とされていた。 

私は、1 年秋頃からダブルスで吉井君とペアを組み始め

た。吉井君は、長身からの強烈なスマッシュを武器とし、巧

妙なサーブをマスターして、しかもバックハンドで相手コート

にシャトルを軽々と返すテクニックを持っていて、頼もしい相

棒であった。3 年生次に吉井君とのダブルスで国公立戦 3

位になった。一方、1年先輩の権丈さんと塩谷さんのダブル

スの強さも印象深かった。権丈さんは、コート内では感情を

表に出されるバドミントン部では異色の方だった。ミスをする

と、ご自分のひざ下をラケットでバシン。一方、塩谷さんは、

フォームに拘りを持っておられ、試合に臨んでは顔色１つ

変えずプレイされていた。お二人ともとてもタフだった。 

野口さんの後にキャプテンを継がれたのは、権丈さん。

同期には、塩谷さん、豊田さん、伊東さん、藤田さんがいた。

権丈さんは、自ら憎まれ役を買ってでるタイプであった。権

丈さんには負けたくないと思う練習熱心な部員が、私を含

め少なからずいた気がする。そのためもあってか、それまで

4部の上位にありながらなかなか3部に昇格できなかった我

がバドミントン部が、何と 3 部 3 位まで進んだ。我々部員は

大興奮したものである。この結果は、権丈さんを中心とする

部員の活躍による部分が大きいと思うが、それまで年月を

かけて培われた“バドミントン部の何か”の後押しも大きかっ

たと思っている。実際、当時は、既に就職されていた石川さ

んや三国さんらが、忙しい中を我々後輩の要請に応えて土

曜日あるいは日曜日にも体育館に来られ練習相手をしてく

れたが、この様なサポートから我々は貴重なものを得たと思

っている。 

権丈さんの後には吉井君がキャプテンを引き継ぎ、続い

て私が引き継いだ。当時、1 年後輩には真鍋君と原田君、

２年後輩には間瀬君と横山君の二人ずつと部員は少なか

ったが、部員一同そのことを自覚して頑張っていた。その結

果もあってか 3 年後には、飯塚、石井、稲生、千嶋、蓮見、

森田そして矢野君と 7 人の新入生を迎えることができた。 

各世代の現役が、部員数の変動等様々な困難を乗り越

え仲間との出会いを大切にバドミント部の活動を継続して

いるのはとても素晴らしいことと思っている。 

 

＊先輩からのメール 

2010 年 4 月 18 日に権丈英紀先輩（昭和 40 年卒）から

超 OB に届いたメールを権丈さんの許可のもと全文を掲載

する。 

“蓮見さん超 OB 会の写真ありがとうございます。田中さ

ん幹事ご苦労様でした。今回は残念ながら食道癌に対す

る抗がん剤治療一クール三週間を三回繰り返した直後で

体力がなくなってしまい欠席しました。でもおかげさまで癌

は大幅に縮小し、リンパ節への転移の可能性も低く、5 月

11日の食道全摘手術のため、体力をつける努力をしていま

す。次回は出席できるように。もっと前に内視鏡で胃や食道

の検査をしていればと後悔しています。内視鏡の検査は本

当に簡単で眠っている間に済んでしまいます。妻も小生に

続いて検査を受けましたが、眠っていたので本当に検査を

したのか分からなかったというほどですので、お酒を召し上

がる方は是非受けられたらとお勧めします。ごく初期の食道

癌であれば内視鏡手術で翌日退院できるほど医学は進歩

していますので。  権丈” 

権丈さんから自らの体験を現役時代と変わらずストレート

に発信頂けたのもバドミントン部での出会いがあってのこと

と感謝して、当時私自身 60 歳も半ばを過ぎていたこともあり

早速人間ドックで胃を含めた内視鏡検査を受けた。 

わが国では、新たにがんにかかる罹患者数は 2016 年に

は 100万人を超え、罹患数の約 1/3は就労可能年齢（現状

では 65 歳まで）であり、10 万人余の方が離職を余儀なくさ

れていると聞く。そのため、低侵襲で“ 生活の質の高い”が

んの早期診断法と早期治療法の研究開発がますます重要



３．寄稿文 

 22  

とされている。ところで、一般に医薬品のがん細胞への集積

性や治療効果そして副作用は、個人差があることから個々

の患者の方に応じた“ 個別化医療”が重要とされている。実

際、米国では、オバマ大統領の「Precision Medicine」イニ

シアチブという活動が開始されていることを知った。2015 年、

1 月 20 日、オバマ大統領は一般教書演説の中で、「今夜、

私はがんや糖尿病などの病気の克服を実現化し、我々の

健康を維持するために必要な個別化情報にすべての国民

がアクセスするための新しい方策「Precision Medicine」イニ

シアチブを立ち上げる。私は、ポリオを克服し、ヒトゲノムを

解き明かした国（米国）が、新しい時代の医療―適切な時

に適切な治療を患者に届ける医療―をけん引することに期

待する。」{中村祐輔氏（シカゴ大学教授）による意訳（同氏

のプログより）}。二人に一人ががんになる時代にあって、世

界の医学はどんどん進歩していると聞く。当面は、折に触

れて中村氏のプログを見て自分なりに情報を得たいと思っ

ている。権丈さんには、いい機会を与えて頂いた。 

 

 

9) バドミントン部の思い出 

金子隆之（昭和４１年卒） 

バドミントン部の活動、確かに練習は厳しかったし試合に

もあまり勝てなかったが、今思い出すのは楽しいことばかり。

記憶を頼りに思い出を綴るので間違いがあるかもしれない

がその時はお許しを。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鮮明に覚えているのが 1 年の夏合宿。安中市磯部の小学

校の体育館で行った。高校時代はろくな運動をしてこなか

ったので、体力面で不安があった。鬼の（と思われる位厳し

かった）三国部長の指導の下、早朝ランニング、体操・筋力

トレーニング、素振り、コート内での各種練習や 2-1 でのし

ごき練習などなど。夕方になるとクタクタ。翌日は腕、脚、体

全体が筋肉痛その上手のひらのマメが破れた。ビッコをひ

きながら 2 日目、3 日目に入る。我慢してコートに立ち体が

温まると痛みが軽減した。1 年の夏合宿の後、部員は半減

すると言われたが、確かにしんどいものであった。それが 2

年、3 年の合宿となると体も慣れたのか、要領も得たのか不

思議と思い出さない。 

もう一つは阪大との交流試合と合同合宿。長くは続かなか

ったが大阪と東京で 2 度ほど行った。バドミントンの実力は

阪大の方が上であったと思う。東工大の練習もそんなに楽

ではなかったが合同合宿は両校が競う形となり、阪大との

練習は厳しかった。コートの中はもとより、腕立て伏せの回

数は俄然多く、腹筋に至っては床のマットの上でなく体育

館の板の上に仰向けに寝て行った。尾てい骨が床にあたり

擦れ皆血を流していたことを覚えている。 

権ちゃんの頭丸刈り事件も思い出す。3 部から 4 部に降格

になったら俺は頭を坊主にすると言っていた当時の権丈部

長がリーグ戦の反省会の会場に本当に頭を丸めて出てき

た。これには部員一同驚いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミュンヘン五輪金メダル：高木紀子(1972 年) 
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10) 回想録 (1966〜1969年 ) 

石井健一（昭和 44年卒） 

小生が在籍した昭和 40 年から 44 年にかけての東工大

バドミントン部は一言で言えば“ エレベータ時代”ではない

かと思います。関東学生リーグ 4 年間では 3 部から 5 部の

下位まで急降下し、また 3 部に昇格すると言う戦績を残

し、春秋合計 8 回のリーグ戦で 5 回の入替戦を体験しまし

た。60 年間の部の歴史の中でも極めて珍しい事だと思いま

す。以下は各年次についての思い出です。 

・昭和 40 年(1965 年) 

小生が入学時のバドミントン関東大学リーグは 6 部 36チ

ームで構成されていました。1 部には中央、法政等が君臨

しており、東工大は3部にいました。国公立大学では一橋、

東大に次ぐ強豪チームでしたが、これを支えたのは当時 4

年生の吉井さん、永井さん、金子さん等の名プレーヤー達

です。その他の部員は3 年生と 2 年生がそれぞれ二人だけ、

1 年生は小生のように大学に入ってから始めた初心者が多

くて少々いびつなチーム構成でした。そのため、卒業研究

で主力の４年生が抜けた秋のリーグ戦では全敗してあっさ

りと４部に転落しました。当時は部費にも窮乏していまして

練習用にはまともなシャトルが有りません。羽根がほとんど

無くなって弾丸ライナーのように飛んで行くシャトルや、残っ

た羽根が開き切って幾ら必死に打っても全然飛ばないシャ

トルばかりでゲーム感覚は全く掴めません。そこで部費獲

得のため、日本女子大 Bad 部とダンスパーティを共催して

大儲けをしました。これには同期で 1 年生だった蓮見洋一

君の手腕が絶大でした。 

・昭和 41 年（1966 年） 

この年の東工大 Bad 部の戦力は極めて悲惨な状態にな

りました。春のリーグ戦では 4 部から 5 部に転落、更に秋の

リーグ戦では 5 部でも全敗して、6 部優勝の東京経済大学

との入替戦になりました。この試合でも登り調子の相手チー

ムの勢いが強くて、シングルス 2 試合を残した段階で負け

越して絶体絶命のピンチとなりました。チーム No.1 同士の

第 5 シングルスには卒業研究に忙しい 4 年生の真鍋さんに

無理して出場してもらいましたが簡単に第 1 グームを落とし

てしまいました。遂に 6 部落ちかと覚悟しかけた第 2 ゲーム

に入ると、それ以前も顔を真っ赤にして奮戦していた真鍋さ

んが更に鬼のような形相になり、大声を発してスマッシュを

打ち続けました。相手もその気迫に押されたのか大接戦の

末に 2 ゲーム目をもぎ取ると 3 ゲーム目は圧倒的な強さで

勝ってしまいました。その流れに乗って 終のシングルス戦

にも勝ち、何とか 5 部に残留出来ました。 

この年の夏から体育館が改修工事に入り、半年近くあち

こちの体育館を転々と移動して 

練習をしていました。 駒沢体育館では全日本女子バレー

部と隣合わせで練習をしましたが、近くで見る彼女等は凄く

大きくて、その太腿は我々の胴回りと同じ位でした。 

・昭和 42 年（1967 年） 

この年の春には既に高校時代から相当に強かったと思

われる新人達が入部して来ました。その一人の杉正治君は

一見、荒削りでどたばたしたフットワークでしたが、予想も出

来ない態勢から強烈なスマッシュを繰り出し、フェイントも非

常に巧みな力強いプレーヤーでした。もう一方の戸井田誠

君はその体にように大変スケールの大きいプレーをしてい

ました。この他にも元気な新人達の参加でチ－ム全体にも

かなり勢いが出て来ました。 

この頃、日本のバドミントン女子はシングルス世界チャン

ピオンの湯木（歌手新沼謙治夫人、故人）やダブルス世界

チャンピオンで超美人ペアの竹中、相沢組が大活躍してい

ました。その後、現在まで日本バドミントン界では女高男低

の時代が続いているようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・昭和 43 年（1968 年） 

新年度早々にまた、強力な新人（片山省三君）が入部し

て更に力の充実したチームになりました。春のリーグ戦では

5 部で優勝して 4 部復帰、更に秋には 4 部でも優勝して念

願の 3 部復帰がかないました。これには新人等の活躍も大

きかったのですが、少しひ弱だった我々の年代（矢野、稲

生、森田、蓮見、飯塚、千嶋）も着実に力を付けてきてチー

世界女子シングルスチャンピオン：湯木博恵
（1969/ 1974/ 1975/ 1977 年） 

(隣は御主人で歌手の新沼謙治) 
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ム全体が底の厚い戦力になっていた事が大きな要因であ

ったと思います。 

この年の秋、大学は学園紛争で大揺れとなり、翌年早々

には構内が全学連に封鎖されて我々は卒業式も出来ずに

巣立ちました。学園紛争の影響で多くの部員が抜けて、バ

ドミントン部はどうなってしまうのか心配しましたが 41 年入部

の坂本洋一君、田中俊雄君、森屋浩二君や更に下の世代

がしっかりとチームの実力を維持してくれました。 

これらの時代を通じて石川さん、三国さん、野口さん、権

丈さん等、多くの先輩達が毎回体育館に来られてプレーの

指導や練習相手になって頂き、更に合宿やコンパにも参加

してくれました。弱小チームを心配されての事だと思いま

す。 

当時の部員も皆、熱心に練習していたはずですが、その

頃はまだ“ なせばなる”と言った根性論が全盛の時代でして、

今から見ると理工系の大学にしては結構不合理なトレーニ

ングやプレーもしていたように思えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) 全日本シニアバドミントン選手権大会へのお誘い 

田中俊雄（昭和 45年卒） 

大学卒業した頃の全日本選手権大会は手の届かない

遥かな高嶺の頂だった。国体予選で有名選手の隣のコー

トでプレーできるだけで感激したものだった。それから仕事

にかまけて幾星霜、還暦過ぎてからバドミントンを再開して

気が付いた。全日本シニア選手権大会なら、我々でも少し

努力すれば予選会を経て出場できる。 

還暦過ぎの全日本シニアでは、3 ゲームで勝ち上がった

ダブルスチームは疲労のために、次の試合では確実に敗

れる。だから 1 ゲーム目から気合を入れて 2 ゲームで勝ち

切らないといけない。ゲーム終盤で競り合った時に弱気で

ネットに落とすと大体ミスショットになるので、もうスマッシユ、

スマッシュで行くしかない。しかし必死に打ったスマッシュが

決まらない時はつらい。どうしたら良いスマッシュが打てるの

か、重いスマッシュと速いスマッシュは何が違うのか、シニア

になって初めて考えるようになった。ラケット、ガット、視力、

体力、試合の組み立て、食事、トレーニング、個々のストロ

ーク等、いろいろな試行錯誤のサイクルを通して競技力が

アップしていくのはとても楽しい。 

さて、還暦過ぎてからの練習し過ぎは故障につながる。

加齢とともに、筋肉は古くなったゴムのように切れやすくな

っており、すぐ肉離れを起こす。アキレス腱断裂、膝の半月

板損傷、肩の腱板断裂、椎間板ヘルニア等で苦しむ人も

多い。しかし、心配はいらない。テーピングして腱、筋肉、

関節の可動範囲を適度に制限し、腰に帯状サポーターを

することが故障の予防につながる。無事之名馬、これから

は健康・長生き作戦が有効かもしれない。全日本シニアの

ダブルス参加チーム数は年齢と共に減少する。 

71（65歳以上）、38（70歳以上）、24（75歳以上）・・・延長

すると 1（100 歳以上） 

100 歳以上の部があれば、ライバルがいないので参加、

即優勝だが、これは嬉しくないだろう。学生の頃、試合に勝

っても空しいと言っていた男の言葉が思い出される。幸い

にも我々より力の上の人は大勢いるので、勝っても空しくな

る心配はいらない。なかなか難しいことだが、全日本シニア

でベスト 16 に入れば予選会が免除され、ベスト 8 に入れば

世界シニア選手権大会にも出場できる。各国の年寄り選手

との交歓試合の後、仲間と大会開催地付近の観光をする

のも楽しいだろう。皆さん、全日本シニア選手権大会にチャ

レンジしてみませんか。 世界女子ダブルスチャンピオン：竹中悦子、相沢マチ子 
(1972/ 1973/ 1975 年) 
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12) Bad 部の思い出（1967 ~ 1971年） 

戸井田誠（昭和 46年卒） 

私が入部したのは昭和 42年の 4 月で、丁度体育館で春

合宿していた時ではないかと思います。中学からバドミント

ンを始め、高校 1 年で神奈川県の新人戦優勝、2 年で関東

大会に出場して多少自信があり、大学に入ったら続ける気

持ちで、大学の講義が始まる前に入部していました。同期

では、杉、古里、高木、阪本、橋本、古田土、田中等各位

がおり、杉君は湘南のエースで、兄さんも名前を知られた

選手でして兄弟で有名でした。高木君は同じ年の関東大

会に小石川高校で登録されていましたが、実力はそこそこ。

古里君も経験者でしたが同レベル。阪本君は足がめちゃめ

ちゃ速く駅伝大会では何時も部内 速でした。 

入部しての第一印象は、体力とスタミナで大学生は凄い

こと、ハイクリで押されると返せないことが毎度でした。昭和

42 年春のリーグ戦では、矢野主将とダブルスを組みそこそ

この戦いをしましたが、シングルは電気大戦で初めて起用

してもらったのですが、対戦相手は 4 年生のファイタータイ

プで、クリアで押されて試合をさせてもらえなかったことを思

い出します。 

1 年目の夏合宿は長野県の南神城でした、小学校の体

育館でネットポールがなく木の柱を持って行った思い出が

あります。何時の夏合宿でもシャトルの走りが良く気持ちよ

い感覚で戻ってきますが、東京に戻ると走りが悪くなり苦労

します。なぜでしょうか？ 

リーグ戦での思い出は、43 年春秋のリーグ戦は連戦連

勝で 5 部優勝 4 部昇格・4 部優勝 3 部昇格を勝ち取りまし

た、こんな楽しい１年はありませんでした。42 年の秋から 2

年先輩の森田さんとダブルスを組み、リーグ戦無敗で当時

の稲生主将から超 OB 会でゴールデンコンビと言われたこ

とが自慢です、唯一の負けは 43 年国公立個人戦準決勝の

杉・片山組戦で、残念な思いがあります。 

3 部に上がっての初めての昭和 44 年春のリーグ戦、この

年は前年からの寮問題から始まる学園紛争で 3 部復帰に

寄与してきた片山君が退部し、なかなか勝算が起たなくな

っていました。案の定、連戦連敗で 後の国士館大戦を迎

えました。オーダー交換で勝負は S3 の私と国士館大二番

手の鳥羽選手にかかっていることが判明、必死の思いで勝

ちを拾い 3 部残留を勝ち取りました。次の 44 年秋のリーグ

戦は、エースの杉君の退部もあり残念ながら 5 戦全敗で 4

部へ降格となってしまいました。その中の東大戦で主将の

川上さんに勝てたのが良い思い出です。 

 

 

13) バドミントン部の思い出 

佐野裕司（昭和４9年卒） 

バドミントン部で思い出すのは、基礎練習と合宿の思い

出です。日々の基礎練習は、素振りから始まり、うさぎ跳び、

亀そしてマラソンと続きます。1 年生の時は、ほとんどシャト

ルを打たせてもらえず基礎練習がほとんどでした。入部時、

浪人で体力が落ちていた私にはつらい基礎練習でした。

練習中は、もちろん水飲み禁止です。 

マラソンは、体育館を出て大学の北側から多摩川に出て

南側から大学に戻るコースでした。1 年生の時は苦しかった

ですが、阪本、園部先輩らの走りにあこがれ、頑張った成

果あり、3 年生の頃は、同期の三橋、川本らと競い 1 番にな

ることもありました。 

合宿は、大学の体育館で行った合宿の思い出が強いで

す。真夏の体育館、暑くてバテ気味です。喉が渇いても水

も飲めません。スマシュの打ち込み練習はきつかったです。

石橋先輩の厳しく声が響きます「スマシュが甘い！もっと上

から！角度をつけろ！」、夕方は基礎練習です。 後はマ

ラソンで終わりです。練習後の水の美味しかったこと思い出

します。 

つらく厳しい 1 週間の合宿が終わり、合宿後の打ち上げ

を体育館でしました。ビール、サントリーレッドのコーラ割り

が美味しく飲み過ぎ、そのまま酔いつぶれました。あの真夏

の合宿、体育館の暑さ、喉の渇き、部室の汗臭さ、暑くつら

く楽しかった思い出です。 

 

 

14) 入学した頃の思い出 

田上文一（昭和 50年卒） 

私が入学したときは、体育館が現在の蔵前会館辺りにあ

りました。（現在の付属図書館前の東急線を跨ぐ陸橋を渡

り右手の突き当り）戦時中に茨城県で航空機格納庫として

使われていたものを流用したとのことで、屋根の中央部が

やや尖ったカマボコ型の奇妙な建物でした。内部は鉄骨が

剥き出しでしたが、天井はそれなりの高さがあったと思いま

す。扉を入ったすぐ左側にバドミントン部の部室がありまし

た。広さは四畳半程だったと思います。 

私は入学の直前サイクリング中にトラックに撥ねられ全治



３．寄稿文 

 26  

一か月の打撲傷を負ったこともあり、4 月末に部室に伺い

入部希望を伝えました。体育館にはバドミントンコートが 6

面（コート間隔は 1 m も無く狭かった）ありましたが、通常は

南側半分の3面を練習に使っていました。北側はバスケット

ボール、部室上の 2 階は卓球台が常設、その他フェンシン

グやサイクルサッカー等が体育館を利用していました。 

陸橋を渡ったすぐの所に木造平屋建ての古い合宿所が

あり、初めての校内での合宿では、そこが宿舎になってい

ました。ところが、狭いし汚かったので、私は体育館の隅に

体操用のマットを広げそこに布団を敷くことにしました。実

は、高校時代の合宿でも体育館で寝起きしていたので、抵

抗はまったくありませんでした。以降私がいた間は、この方

式で校内合宿をしたものです。 

私は経験が全くありませんでしたが、当時はスキーが全

盛の頃で（スノーボードはまだなかった）、部でもスキーに行

くことになり、神田まで出向きスキー道具一式を購入しまし

た。宿は割安な東工大の木崎湖研修所で、新宿 23:55 発

の急行アルプスに乗るために 18:00 頃から並んで（騒いで）

いました。（大月から都内に通う通勤客がいるのに驚きまし

た）初めてのスキーでまだまともに滑れないのに八方尾根ス

キー場の兎平から降りてくることになり、半日かかって麓に

着いたときにはもう日が暮れていました。随分と無茶をした

ものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) 女子部ができていく頃のこととバブル経済 

浅野素子（昭和 59年卒） 

女子部創部の時のことをということなのであったが、私自

身はその少し前に在籍しており、おこがましいのだがその

頃のことを、書かせていただくことにした。もしも記憶違いが

ありましたらご容赦のほど(ご連絡ありがたいです)。 

【時代背景-バブル経済のちょっと前】 

1980 年(昭和 55 年)、世の中はバブル景気が始まる少し

前。物価というものは上昇するもの、土地の値段やアパート

の家賃も毎年値上がりするもの、そんな頃だった。東工大

は理学部と工学部に独立になっており、まだ生命理工学部

はなかった。1 学年の入学者数は 800 名で、うち女子は

15-6 名、すなわち、2%だった。1 年から 4 年生までの女子

学生の独自の手書き名簿が存在し、1 ~ 4 年生までで総数

で 50 数名だった。同じ学年の人はもちろん全員顔見知りで

ある。 

この年、バドミントン部に入部した女子は私ともう1名の計

2 名。女子の先輩はいない。他の部の女子の入部状況とい

えば、隣の卓球部は現役の先輩が各学年 1 名いたが、同

学年はなし。バスケット大好きの同期はプレーヤー兼マネ

ージャーとして 1 人で参加。テニスを競技として真剣に考え

経験も長い同期は、体育会運動部はさけ、東京地区でも強

く、また女子部員も豊富なサークルに入り、活動。文化系の

部も似たような感じであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
昭和 50 年頃の東工大体育館(中央ドーム) 
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あとで伺ったのだが、バドミントン部の女子の先輩は、オ

ーバーラップはないが我々より上に、それも複数いらっしゃ

ったようで、OB名簿をみては、1度はお目にかかりたいと思

っていた。 

【女子部ができる少し前】 

さて、1980 年に入部した 2 名の女子、うち 1 名は運動神

経抜群、体力抜群、男子と同じメニューで問題なし。しかし、

もう 1 名は並み以下の運動神経なので、なかなか大変だっ

た、というか、かなり迷惑をかけていた(私)。先輩方も扱いに

困っていたと思う。ランニングでは本当に迷子になったので

はと心配されるほど遅れた。同期男子に、「ごめんね、」とい

うと「いやー、本当に助かるよ。これで俺たち少し休めるの

で」とよく言われた。そんな調子だったが、このとんでもない

女子部員はやめるわけでもなく、かつ、練習メニューが軽く

なるわけでもなく、されど温かい目で見守られて（？）、クリア

がなかなか遠くまで飛ばないまま、月日が過ぎていった。 

2 年生になったとき、女子が 2 名入部した。後輩ができて、

これは将来団体戦かと周囲も期待した。私も自分 1 人劣等

生状態が解消されるのではないか、ゲーム練習もできるか

もと。ところが 2 か月くらいしたら、二人とも膝等に故障が出

始めて、結局やめることになった。先輩に、「お前ができん

のになんで？」といわれたが、いえいえ先輩、「もしかして、

同じメニューじゃ、普通の女子にはやや無理なんじゃない

んですか。」もとの2名に戻ったかと思っていたら、さらに、も

う 1 名の相方が別の事情で、部を去ることになった。2 年生

の秋、女子部員は私 1 人になってしまった。 

1981-82 年、この頃というか、新しく入った 1 年生女子が

休みがちになってきた頃、私は何を感じてか、女子部員の

勧誘に励んだ。1 人になってからは、当然のことながら、さら

に励んだ。3 年生のときは各部やサークルの勧誘の仕方を

調査・研究し、何としてもと、必死だった。かつあまり必死に

見えないようにして(見えたのかなあ、 )。でも、悲しくも、お

話は聞いてくれるものの、誰も見学にも来てもらえなかっ

た。 

【女子部創部-バブル期へ】 

1983 年、化学科の私は、4年生になって研究室所属とな

り、部活生活とはお別れなので女子部員の入部はすっかり

あきらめていた。すると、なんと 3 人も入部した。これが初代

というか女子部創部に至る永田(現 井戸田)まゆみさん、大

羽(現 川上)阿津子さんらである。バトミントンは下手だけど、

なぜか大好きになってしまった私は、研究室を抜け出して

は、女子部員がいるからという理由で、練習に混ぜてもらっ

ていた。1 年早く入ってくれていたらという思いもあったが、

とにかく、いい後輩達で、とてもラッキーだった。彼女達の

次の代に水谷（現 松本）香澄さん、石津(現 田中)千恵美

さんと続いていく。 

そしてとうとう、学連に加盟する人数が集まり、登録する

に至った。永田さんが初代キャプテン。1985 年、彼女が 3

年生の時と思われる。私は院生で、加盟に伴う苦労は存じ

あげず、また記憶も不確かであるが、なんともいえず感無量

だったのを覚えている。 

ここで、もう 1 名、功労者としてお名前を上げさせていた

だきたいのが 1985 年卒の平井悟さんである。彼は私の１年

学年が下になるのだけれど、とてもまめな、かつ、先輩方に

も後輩方にも信頼の厚い人物で、私も大変お世話になった。

彼は、女子部員の面倒を本当によく見てくれていて、院生

の時もずっとコーチ役だったのではと思う。誤解されないよ

うに書いておきたいのだが、部全体、男子部員の世話もよく

やっておられて、例えば彼の代では、やや破天荒な野々部

主将のもと、なくてはならない人物であった。そしてとてもバ

ドミントンが大好き。 

平井さんはたぶん、私の１年下の女子部員がやめていっ

たのを見ておられていたので、その辺のバランスのとり方も

うまかったのだと思う。彼ではないかもしれないが、初めの

頃、よく、練習メニューで、これはどのくらい大変かということ

をきかれた。それは女子はちょっと減らしたほうがいいかな

とか、それくらい全然平気とか、私の勝手な尺度で言ってい

た気がする（女子部員の方々、ごめんなさい）。そのうちに、

女子が育ってきて、「今は練習メニューが男女共通の時間

と、別々の時間があるんですよ」となっていた。学連加盟の

ころか、そのあとくらいと思う。こうしたことも、各代の方々が

工夫し、努力し、闘い、また理解を得て、築いていったのだ

と思う。 

気がつくと東工大の女子学生は 1 学年 50 人超になって

いた。世の中はちょうどバブル。その後、バブルははじけた

が、バドミントン部女子部はその後、ずっと途絶えることなく、

今も続いているようす。ありがたい限りである。 

【引退組の放課後】 

―先輩、現役の時よりうまくなったんじゃないですか― 

これは私が言われた言葉ではなくて、私の同期が、そうい

われて、半分、腹を立てながらも、自慢していたことである。

これと女子部は関係あるのかないのか、微妙だが、多少関
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係あるような気がするし、せっかくの記念誌なので書かせて

もらうことにしようと思う。 

我々の時代、3年生の秋のリーグ戦が終わると代替わりし、

名目上引退となった。3 年生の後期は、まだ研究室所属で

もないので、参加したい人（あるいは参加しないといけない

人）は練習に参加という形だった気がする。そして、春にな

って４年生に進級し研究室所属となり、春のリーグ戦が終わ

ると、さすがに誰もが本当の引退である。 

ところがバドミントン好きの輩達で、院生が主だったかもし

れないが、放課後と称して、研究室をやりくりして、現役生

の部活が終わった後、夜8 時過ぎに適宜体育館に集まり練

習していた。この主要メンバーの 1 人が上で述べた平井さ

んである。引退組も、それぞれ、バドミントン力を多少キープ

しながら、時に不思議なことに、上述のように向上させる人

もいた（今思うと技術・体力は多少落ちても、試合運びの駆

け引きや度胸が向上したり集中力が増したりするのではな

いかと推測、ちなみに実は、私も国公立大会でいちばん勝

てたのは院生のとき。あ、もちろんレベル低いですが）。私

自身はこの放課後にどのくらい参加できていたのか記憶が

さだかではないのだが、こうした活動もあって、引退組が、

現役生との接点が持ちやすい環境にあったちょうどその時

代、女子部員入部が続いて、創部に至った。 

 

P.S.1：記念誌ご担当の石井様（S44卒）には、情報をご提

供いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S.2：「放課後」の活動で当時、もしも、現役の方にご迷

惑をおかけしていたらお詫びしたいと思います。 

P.S.3：ここまで書いて、どう読み返しても、自分はとんでも

ない存在だったのではと、今の時代ではありえないのではと

思ったりする。先輩方にずいぶん迷惑かけたというか、仮に

も体育会でリーグ戦で勝たなければいけない中、よくぞ受

け止めてくれたと思い、また男子・女子の後輩の方々にも、

好き勝手にお邪魔しては迷惑かけたのではとそれを容赦し

て下さったことに感謝したい。同期の人々にはほんとはもっ

と感謝しないといけないのだろうけど、なんか一体になって

いた気がして、あらためてありがとう。 

 

 

16) 1980年ころのこと 

福田  光順（昭和 59年卒） 

私は昭和 55 年に、東工大 1 類に入学し、バドミントン部

があるとみるや直ぐに入部しました。かといって、高校まで

でバドミントンの経験があるわけではなく、中学・高校とバド

ミントンに興味を持っていたのですが、中高ともにバドミント

ン部がなかったので、大学でやっと巡り会えたというわけで

す。 

そのころは、部員も増えつつあり、2 つ上は 5 ~ 6 名、1 つ

上は 7 ~ 8 名、そして我々の代は 10 名以上の新入部員が

集まりました。入部当時の部長は、3 年生の時田さんという

方で、背が高く、ちょっと声も低く威厳のあるタイプで、その 

昭和 59 年頃のバドミントン部員 
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風貌は意志の強さを物語っている感じの方でした。バドミン

トンもかなり強く、なんでも、飲み会の後にスリッパを履いて

試合をし、彼の 1 つか 2 つ上の代で も強かった先輩を、

軽々と負かしてしまうほどの強さだという噂が飛び交ってい

ました。副部長は大山さんで、考え深そうなタイプで、バドミ

ントンは抜群の安定性を誇っていました。そんなカリスマ性

をもった部長と副部長の強いリーダーシップのもとで、我々

新入部員は毎回きつい練習をしていました。 

その頃の練習日は、月・木が夕方 17 時～20 時、水・土

が 13 時～16 時半だったと記憶しています。しかしながら、

新入部員の多くは私も含めてバドミントンの未経験者だっ

たので、 初の数ヶ月は基礎技術の習得と体力トレーニン

グに専念させられました。よく練習の初めや終わりに、洗足

池を回ってくるコースのランニングをしたことや、本館前のス

ロープで腹筋・腕立てをしたり、原子炉研方面から体育館

への上り坂などでダッシュをくりかえしたりしたのが思い出さ

れます。ときには、はるばる多摩川の河原まで往復のランニ

ングをすることもありました。（河原では 2 チームに分かれて

ソフトボールをすることもありました。） 

夏休みには、1 週間ほどの合宿練習に出かけました。日

常の雑事から遠く離れる意味で、山奥の何もないような場

所を合宿場所として選んでいました。朝早い起床直後のラ

ンニングに始まり、1 日中のハードな練習で連日くたくたに

なりました。練習をしていない時間は、食事か寝ているかど

ちらかという具合で、とても雑事にかまけている余裕はありま

せんでした。合宿 後の晩だけは、打ち上げという意味で

宴会が催されました。この晩だけはみな開放感にひたり、

楽しく盛り上がったことを憶えています。 

肝心の試合の戦績ですが、私が現役として在籍してい

た 3 年間を通じてあまりぱっとはしていませんでした。入部

からしばらくは、関東大学のリーグ戦は 5 部まであり、東工

大は 5 部にいました。勝ちも負けも半々くらいだったように

記憶しています。その後、我々が 3 年生になり、中心となっ

て大会に臨んだときには、それまでの5部を半分に分けて6

部ができるということで戦々恐々となりましたが、6 部に落ち

るまじとの思いで頑張り、かろうじて 6 部に残留することがで

きました。 

こうして、バドミントン部のことを思い起こしてみると、忘れ

ていることもたくさんありますが、妙に細かいことをよく憶えて

いるなと自分でも思います。やはり、私の大学生活の中でも

バドミントンはかなり大きな部分を占めていたのだと、今更

ながらに思えます。現在の職場でも、バドミントン・サークル

に所属したりして、レクリエーションという意味でも、人の輪

を広げるという意味でも、バドミントンが大きく影響（貢献）し

ています。このようなことも、上記に回想した東工大時代の

バドミントンとの出会いに端を発していると考えると感慨深

いところがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17）  合宿の思い出 

佐藤功紀（昭和 61年卒） 

昭和 57 年夏の合宿（河口湖）では、夏合宿で体育館の

予約ミスがあり、その日は急きょ富士山で 5 合目から頂上に

向けてランニングとなった。地図で見ると直線距離は短い

ので往復できると言う主将の強攻策であった。1 年生は昼

食のおにぎりを両手に持ちながら T シャツ短パンで富士山

登山を決行。確か 8 合か 9 合目まで登ったところで寒くなり

下山。下山後、5 合目のお土産屋のおばちゃんは驚きの顔

で迎えてくれた。皆無事でよかった。 

昭和 59 年春の合宿の時は合宿係だった。暖かい房総・

大原の八福旅館を予約してあったのだが、春休みに入り

「借りることになっていた体育館が町の行事で使えないこと

になった」との連絡があり、急きょ代替合宿地を探し、なんと

か茨城県の 北端である北茨城市の宿と隣接する福島県

の体育館を押さえることができた。合宿中止という 悪自体

は避けられたものの、合宿に向かうため乗り込んだ常磐線

の車窓は北上するにつれ雪景色となり、わざわざ寒いとこ

ろに春合宿に向かうという事態に合宿係として申し訳ない

気持ちでいっぱいであった。さらに借りた体育館は、バドミ

ントンコートのラインがなかったので、白テープでコートを作

製するところから合宿が始まった。 

日本女子シングルスチャンピオン：宮村愛子(1989/1992年) 
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18）  回顧録(1987-1989年頃 ) 

楠  丈弘（平成 3年卒） 

私たちの代は 1987 年（昭和 62 年）東工大に入学しまし

た。私は、高校時代もバドミントンをやっていたのですが、

当時のバブリーな雰囲気に流されてか、体育会系はやめて

サークル系もありかなと考えていたのを思い出します。 

そのような中、もうどこへ行ったかも覚えていないのです

が、当時の一泊二日の新入生オリエンテーションで、学生

番号が近い者同士が同室になり互いに自己紹介をする機

会があり、そこで出会ったのが、（後に副将を務めてくれる）

同期の桑原君でした。そこで互いに高校時代バドミントン部

に所属しているのが判ったわけです。その後、桑原君がバ

ドミントン部を見学するということで、誘われてついていった

のですが、こちらはバドミントンとは関係ないサークルもアリ

と思っていたのですから、その時は、体育館シューズも何も

なしでただ単に練習を見学したのを覚えています。 

そんなこんなで、バドミントン部に入部したわけですが、

当時 2 年生の男子部員がいないなか、前キャプテンの植松

先輩をはじめとする 4 年生および当時のキャプテン田中先

輩を含む 3 年生が何としても 4 部から 3 部へ昇格すべく頑

張っていましたので、我々1 年生 10 数名がコート練習にい

きなり割り込む余地があるわけもなく、特に大学からバドミン

トンを初めた部員はひたすら筋トレと素振りの毎日だったは

ずです。これは、その年の片品村での夏合宿、夜のミーテ

ィングでの 1 年生の「異議申し立て」につながるわけですが、

小生意気な我々に特に 3 年生の代は苦労したであろうと思

います。まあ、一方で当時の 4 年生の一部（A 先輩？）が煽

っていたのは否めませんが。（当時の詳細は省きます。） 

1 学年上の代の男子部員が居なかったため、2 年の夏前

には私が主将となりました。1 学年下の S63（安倍主将の

代）も入部していましたが、大学からバドミントンを始めたも

のも多数であったものの 30 名にならんとする部員数の中で、

部員間対戦成績に基づく部内ランキング戦と、部内ランキ

ングに基づく団体戦レギュラーの決定という競争が熱を帯

びることになったのは我々が若かったということでしょう。レ

ギュラー陣は団体戦参加とリーグ戦前の優先練習権を確

保するとともに、レギュラーとなれなかった部員（当時はジェ

ネラルと呼んでいました。）からは勝利を付託され、ふがい

ない負けを喫した際は彼らからの厳しい叱責を受けたもの

です。これが、部員全員で団体戦を戦っているという意識を

生んだのか、今思い出しても応援（声出し）のうるささは半

端なかったはずです。 

今はどのようになっているかはわかりませんが、時代が進

むにつれ、我々の代ほどのエキセントリックさは必要なくな

ったのではないでしょうか。例えば、当時我々の中では以

下のような発言が、後々飲み会でのネタになったものです。 

・「負けるだけなら、誰が出たって同じ、レギュラーの価値な

し！」（リーグ戦で負けたレギュラー部員に対するジェネラ

ル部員の叱責） 

・「今日ランキング戦で対戦する相手にニコニコしていられ

るか！」（夏合宿ランキング戦直前の部員の熱いコメント） 

・「お前、男としての魅力ないよ！」（夏合宿、勝ち負けによ

らず淡々とする部員に対する先輩からの「訓示」。もっとも、

その後訓示を受けた部員も堂々と反論していましたが。） 

・etc 

我々の時代は決して強かったわけではなく、3 部に昇格

することもかないませんでしたが、少なくともクラブ活動はそ

れなりに熱く過ごしていたなあと、今回改めて思い出しまし

た。そんな我々も、S63、H1（坂見主将）の代で 3 部昇格を

果たした際には会場であった東工大旧体育館で歓喜した

ものです。 

現役の皆様も 20 年後、30 年後にふと、バドミントン部時

代を思いだし、年を取ったなあと古き良き時代を思い出して

下さい。（大分、美化されてますでしょうけど。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19) 回顧録 (1988-1991年頃 ) 

安倍  徹哉（平成 4年卒） 

2 年秋（理工系戦後）、楠先輩から主将を引き継いだ私

は、代々OB 方々の「3 部昇格」という強い願いを自分の代

で何とか達成したいと考えていました。そして初めて臨んだ

3 年春リーグでしたが、東経大に惜敗、結果 4 部 2 位で終

わりました。「何かを変えなくては」という思いで、夏はシャト

日本女子シングルスチャンピオン：陣内貴美子、森久子
(1988～1990) 
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ルを打つ時間を削って体力アップ・パワーアップのスケジュ

ールを組み、万全の状態で秋リーグに臨みました。ここで

事件が起きます。不祥事を起こして2リーグ出場停止してい

た 2 部の AO 学が 4 部に突如乱入してきたのです。相手は

セレクション選手、レベルが全く違いペンペンに敗退、また

しても 4 部 2 位。自分の代での 3 部昇格の夢は無残に散り

ました。しかし、主将を坂見君に譲ったあとも「3 部昇格の

夢」を胸に、引退後の 4 年春リーグにも参戦。そして、つい

に 4 部優勝、入れ替え戦にも勝利して、やっと 3 部昇格の

夢に到達しました。そのときの打ち上げが、過去類を見ない

盛り上がりであったのは当然のことでしょう（店の酒が無くな

った？）。 

当時、世間は「バブル時代」で浮かれていた（？）はずで

すが、東工大バド部に関していえば、そのようなところはなく、

非常に「熱い」ものでした（確かに飲み会は「バブル」でした

が）。また、携帯電話やインターネットも無く（当時は当たり

前ですが）、バドミントン以外の楽しみといえば飲み会とビ

デオ鑑賞くらい。そんな良い先輩・同期・後輩と過ごしたバ

ドミントン部中心の東工大生活は、今でも自分の誇りであり、

礎となっています。 

追記）AO 学さえいなければ、3 年秋リーグで絶対 3 部に

上がれていたはず！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20) 創部 60年に寄せて 

坂見敏（平成 5年卒） 

東工大バドミントン部がどれほどの歴史があるかなどほと

んど意識せずに現役時代を送ってきたし、引退後の二十

余年を過ごしてきた。よくよく考えると恥ずかしい限りである

が、60 周年という節目を迎え、改めて創部に尽力され、また、

部を発展させてこられた先輩方に深く感謝する共に、我々

の引退後も脈々とその活動を継続してくれた後輩の皆様に

敬意を表したい。 

戦時中はゼロ戦の格納庫に使われていたという薄暗い

旧体育館の部室のドアを叩いた平成元年 4 月のあの日が

始まりであった。部室に入った瞬間、数名の先輩方に囲ま

れ出身高校などいろいろ質問され歓迎頂いたのを鮮明に

覚えている（もっとも、次の瞬間、新入女子陣が入ってきた

とき、私の周囲からすーっと人が消え、誰にも気づかれず

に部室を後にした記憶の方がより鮮明であるが）。その日か

らバドミントン漬けの学生生活が始まるのだが、何故そこま

で没頭できたかというとバドミントンというスポーツの魅力だ

けではなく、東工大バドミントン部がそれほど素晴らしかっ

たからなのではないか。数十人の大所帯、しかも強烈な個

性、これがなんとも不思議に一つにまとまって、独特の一体

感がそこにはあった。リーグ戦ともなると選手もベンチも応

援も大いに盛り上がり、溢れんばかりのパワーが一つの方

向を向いていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我々の代に引き継いだとき「目標 3 部」という大きな貼紙

が部室の柱に掲げられた。それを目指してより一層まとまっ

ていったような気がする。日付が変わるまで練習したことも

あった。そして先代の大いなる支援もあり 4 部優勝、3 部に

足を踏み入れることができ、全員で喜びを分かち合った。そ

平成元年の同期達 

1991 関東大学バドミントン春季リーグ戦 冊子掲載文 

1991 関東大学バドミントン秋季リーグ戦 冊子掲載文 
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んなバドミントン部が私の重要な居場所となり、間違えなく

学生生活を充実させてくれた。何もシャトルばかり追いかけ

ていただけではなく、酒の席では潰されたり、自ら潰れたり、

潰したり、馬に扮して大瓶を呷ったりと色々あったことも書い

ておく。 

後に、同じ時期を共にして下さった先輩方、後輩の皆

さん、そして写真の平成元年入学同期の林君、桑原（遠

山）さん、八尋君、半田君、岡君、町田君、平井君に改めて

感謝を申し上げて 60 周年の寄稿としたい。 

 

 

21) バドミントン部の思い出(1991-1993年頃 ) 

古賀（井戸川）純子（平成７年卒） 

大学生になったら大学生らしくテニスサークルに入りたい

と思っていた私ですが、あちこちのぞいてみたものの参加

できそうなところが見つからず、学外の体育館で練習してい

たバドミントンサークルに顔を出したところ出会ったのが、2

年上の遠山美詠子さんでした。遠山さんは練習の無い日も

あちこちで羽をうっておられ、その日もちょうどサークルに顔

を出されていたのでした。その後、学内で会い「一度遊び

に来て」と誘われ体育館に行ったのが運の尽き、そのまま

入部してしまいました。当時女子学生は全体の 5%という状

況で希少だったのですが、私よりちょっと上手い同学年の

稲垣昭子さんが先に入部しており、東工大でこんな人とダ

ブルスが組めるなんて、と即決しました。 

女子のリーグ戦はダブルス 2 本、シングルス 3 本で 3 本

勝ち抜きでしたので、2 人強い人がいると勝ち上がることが

出来ます。その年女子部は5 部から 4 部へ、さらに 3 部へと

一気に 2 段階の昇格を果たしました。抜群の安定感の遠山

さんと稲垣さんの元、星を気にせずプレッシャーもなくプレ

ーでき、また、高校まではシングルスばかりやっていたのが

パートナーに恵まれてダブルスも上達し、競技面では楽し

い２年半でした。 

しかしながら、学年が上がるに連れ部活がだんだん嫌い

になりました。2 年生になると女子主将を任され、リーダーシ

ップに欠けていたために苦戦しました。また、この頃痛感し

たのが性別の壁です。「女子部が強くなっても俺たちには

関係ない」、「お前達の使うコートが惜しい」などと言ってくる

人もいましたし、「女子に負けるとは情けない」と男子部員が

怒られているのを見るのも苦痛でした。練習に行くのがイヤ

で、練習中に腹痛をおこすこともしばしばでしたが、なんと

か 3 年の秋リーグまで持ちこたえ、無事に 1 年下の杉田早

苗さんに女子主将のバトンを渡すことができました。負の記

憶を会誌に書くのは迷いましたが、あえて書いたのは感謝

しているからです。現在は建設業界の端っこで働いていま

すが、未だに男社会です。振り返ってみると、男性の集団

への混ざり方、組織の中での作法の基礎はバドミントン部

で学んだのだと思います。大過なく社会人生活を送ること

ができているのは、バドミントン部での叱咤（と少しの激励）

のおかげです。 

 

 

22) 1990年代半ば 

門田俊彦 (平成 11年卒） 

奥津主将(1999 年卒)の代は 3 部への道が用意されてい

た極めて幸運な代であった。1995年当時4年生であった高

橋さんを筆頭としたメンバーで種が蒔かれ、小峯主将の水

を与えられ、圧倒的な強さと厳しい練習への取組みの工藤

主将の代で 3 部への道が開かれ花が開いたように思える。

3 部への入替戦での 3－3 のシングルスで見せた小峯前主

将の強さは今も強く我々の眼に焼き付けられている。以降 3

部へ導いてくれた先輩方の指導があり、奥津主将、小泉主

将とつながり、3部が維持された。何よりバドミントンが好きな

人たちがよく集まり、よくまとまっていたように感じる。和気あ

いあいとした中でも厳しい切磋琢磨が存在していた。私（門

田）のような下っ端でもバドミントンが楽しかったと心から今

でも言えるのは、レギュラー陣と変わらない熱い思いをまと

まりのあるチームの中で共有させてもらい、高いレベルで

様々な経験を積ませてもらえたからだろう。 

今時ではない熱さを持っていた 90 年代半ばの代より OB

合宿という形でバドミントンをする機会が年1回設けられるよ

うになっている。バドミントン好きが集まっていた一つの結果

であったように思う。 

ただしかし、お酒の場だけは大変であった。深くは語れ

ないがこれは今の現役の皆さんは真似をしないほうがよい

であろう。 
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23) 元気にやっています 

佐々木直人（平成 19年卒） 

学部卒業からいつの間にか 10 年が経ちました。バドミン

トンは会社で2、3年やっていましたが、 近はたまにOB会

に行くぐらいです。学生時代の事は大分忘れてしまってい

るのですが、下手なりにもバドミントン部生活を全うした結果、

同期の 5 人といまだに連絡が取れているのは嬉しいことで

す。私達の代は何故か 60 周年記念の幹事が多いです。み

んな付き合いが良いのか、暇なのか。そう言う私は興味本

位で幹事会に首を突っ込みましたが、今まで縁のなかった

大先輩達と関わる機会が持てたことは面白い経験でした。

超 OB の方々が意欲的に活動されているのを見ると、自分

も頑張らねばと思います。特に 70 代でバドミントンを続けて

いる方がいるのには感銘を受けました。そう言えば、 近

90 歳ぐらいまでバリバリ元気に生きてやろうと考えるようにな

る出来事がありました。虫歯ができて歯医者に行ったところ、

歯間に糸を通さなければゴミがたまって歯がだめになるの

は時間の問題のようなことを治療中延々と説教されまして、

そんなに言うならと毎日時間を取ってデンタルフロスをやる

ようになりました。こんなに頑張って歯を磨いていたら、逆に

長生きしなきゃ損だろうと思い、遠い未来を見据えて生きる

ようになった次第です。歯医者に行って人生観変わるとは、

人生何があるかまだまだ分かりません。 近は毎週ソフトボ

ールをやっていますが、これもたまたま中学時代の友人に

連絡したときに誘われたのが始まりでした。そんな風に、今

はバドミントンから離れていても、また何かの拍子にバドミン

トンに戻ってきたり、皆様のお世話になったりすることがある

かもしれません。どうぞ今後ともお付き合いよろしくお願い

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本女子ダブルスチャンピオン： 

潮田玲子、小椋久美子(2004 ~ 2008) 

 

24)  合宿の思い出 

渡辺隆英（平成 19年卒） 

先日、栃木県の那須高原に春キャンプに行ってきました。

目的地に向かって東北道を走っていると、黒磯という小さな

PA を通り過ぎました。何故か心に引っかかり、キャンプから

帰った後も気になっていましたが、この寄稿文を書こうとし

て思い出しました。私が東工大バドミントン部に所属してい

た当時の合宿地である、喜多方に向かう途中の乗換駅が

黒磯でした。青春18切符で、延々7時間ほどかけて喜多方

は俵屋旅館まで皆で電車に揺られて行きましたが、とにかく

遠くて楽しかった。のどかな黒磯駅のホームで騒ぎながら、

乗換の電車を待っていたことが懐かしく思い出されます。厳

しい練習も全力、夜もある意味全力の合宿でしたが、明るく

個性的な先輩・同期・後輩に恵まれ、今となっては楽しい

思い出ばかりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 オリンピック女子ダブルス金メダル： 

高橋礼華、松友美佐紀 
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25) 祖母の教え 

伊澤   槇一（昭和 34年卒） 

物心つく前の写真に生まれ故郷の旅順にある「水師営

の会見所」で祖母と一緒に写っているものがある。満 5 歳の

誕生日過ぎに旅順から東京に転居したので、古い良い生

活だったという異国（当時は日本の租借地であり国内で

も遠いところ）の思い出はあまり多くは無い。それでも祖母

が内地から度々旅順の我が家を訪ねてこられて過ごした際

に、多くのことを教えて戴いたことが今も身に沁みついてい

ると言っても良い。物事が判るようになる前から引き続いて、

場面、場面に応じて話されたことが私の生き方のベースに

根付いている感じを何時も抱いている。 

私の父は祖母から見ると末っ子（実際にはもう一人生ま

れている・・・）と思われていたことと 10 代の半ばに異国の学

校に進学させたことなどから心配していたのだと思う。私が

生まれたのは祖母の還暦の前年だったことから、当時とし

ては本当に晩年の孫だった。東京に移ってからもしばしば

お会いする機会もあったし、父が私の１３歳の時に事故で

亡くなったこともあって大学生の頃までいろいろ教わった記

憶がある。広い心の婦人だったが教えられた中身からは、

優しくて厳しいオバアサンと感じ続けていた。 

『おとこ（武士）は、いつも落ち着いているものです。慌て

ている姿を人に見られるのは恥ずかしいことと思いなさい。』

『何をしたいかという考えを学ぶ前に持つことは大事です

よ』『いつでも「これからやること」について先んじて考えて置

く習慣が大事です。早目早目に計画を立てて準備する物

の手当てに抜かりのないようにしなさい。』『夜ヅメ、出ヅメは

いけません』『朝、起きた時に真っ暗でもすぐに着られる様

に着るものを枕元にきちんと畳んで置いてから寝なさい』

『いつでも「義を見てせざるは勇無きなり」と云う言葉を忘れ

ずに「いざ」に備えなさい』『ケチだと云われるぐらいが丁度

いいので、贅沢は敵ですよ』など、今思えば論語の教えを

具体的な生活に直結させて話されていたことが判る。 

祖母が亡くなった後に判った事は、祖母が明治 10 年に

大橋家で生まれ 16 歳で伊澤家に嫁に来らたこと。80 歳代

になった祖母の 晩年に私の伯父（父の姉の夫）が祖母か

ら聞き書きで系図をメモしておいて下さり、そのメモで私と

佐藤一斎との血のつながりのキーマンの位置にこの祖母が

居られたということが示されていた。祖母が育った大橋家は

儒学者の一家で、祖父が大橋訥庵、祖母が大橋槇子だっ

た。祖母の父は河田家からの養子で大橋陶庵と号しており、

これも儒学者育ちだった。 

私が大学教育の中で得た知識の内、化学工学が教える

「仕事の段取り、万一に備える工夫」などは子供の頃に身

についていたことの復習と感じた。基礎研究の場合でも物

事を始める前の手配を怠ると全てに後手、後手とまわって、

大事なことのタイミングを失うことも物心つく前に教えられて

いた通りだった。プロジェクト活動という手法が開発研究を

進める中では非常に重要のものとして近年取り上げられて

いるが、その持っている内容としては「計画立案がその成否

の全てである」という祖母の教えの通りと感じられたし、容易

に して確実に自分のものとして実行することもできた。 

佐藤一斎の教えは、思想とか哲学とかと云うよりも「人間

活動の根源となるもの」を伝えてくれているので、工学部に

進み工業化技術の開発に取り組んだ私にとって血肉として

非常に役立つものであった。 

（2015 年 10 月発行の「いわむら一斎塾、塾報」から一部加

筆修正して引用） 
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３．２．  現役便り 

 

1) 春リーグ2017 

3年有機材料工学科 岸田響（平成27年入学） 

2017 年度関東学生バドミントン春季リーグ、僕が同期の

加治屋とダブルスを組んで出場する 3 度目のリーグ戦であ

った。それまでのリーグ戦で僕達が勝った試合は、相手のメ

ンバーチェンジで 1 回、不戦勝が 1 回と満足できる勝利は

今までなかった。今回こそは絶対に満足できる勝ち星を上

げるという心持ちで臨んだ。 

1回戦では僕達は試合に出なかったが、2回戦、3回戦と

試合に出て、結果はその心持ちとは裏腹のものとなってし

まった。また、チームとしても 1 ~ 3 回戦は負けという結果に

なってしまった。  

次の 4 回戦の相手は日本大学生産工学部、このチーム

に勝利できなければおそらく 4 部から降格になってしまうと

いう大事な一戦、僕達は第 1 ダブルスとして出ることになっ

た。第 1 シングルスは 2 年生の蛭田。技量・フットワークとも

に格上の相手と当たり、試合を通して終始ペースを握られ、

第 1シングルスを落としてしまった。第 2シングルスは我らが

キャプテン大村。1 セット目を相手に取られ、チーム全員の

脳裏にこのまま 2 セット目も取られてしまうのではないかとい

う不安がよぎった。しかしその不安は現実のものとはならず、

2 セット目そして 3 セット目を持ち前の粘り強さを生かして奪

取し、第 2 シングルスをもぎ取ることに成功した。そして 1 対

1 の場面で回ってきた第1 ダブルスは互いに1 セットずつ取

り合い、ファイナルセットまでもつれ込んだ。僕は 1 年の冬

から加治屋と組んでいたが、その頃からずっとファイナルセ

ットの試合にめっぽう弱かった。しかし今回は違った。序盤

からサーブで攻め、ラリー勝負になってもトップアンドバック

の形で攻めることができ、ファイナルセットを 21-7 の大差で

取ることができた。小林と蛭田の第 2 ダブルスもファイナル

セットにもつれ込んだものの無事勝ち取り、第 3 シングルス

の加藤先輩もその流れに乗り、勝利した。結果的に日本大

学生産工学部に4-1で勝利し、4部に残留することができた。

この春リーグで無事4部に残留したとはいえ、ギリギリであっ

たことはこれからのチームの課題である。 

リーグを終えて約 2 ヶ月経つ今現在、練習はシングルス

とダブルスで別れて行なっている。シングルスはパターン練

とノックを中心に、ダブルスはコーチからのアドバイスもあり、

必死でプッシュレシーブを習得している 中である。日によ

ってはプッシュレシーブを 2 時間近くやるときもしばしばあり、

つらくなるのが正直なところである。 

僕の部活生活の一つの節目である次の秋リーグまでに、

残された時間はもうすでに 3 ヶ月を切ろうとしている。残され

た少ない時間でどう練習をしていくかを考え、秋リーグを

高の状態で迎えられるようにすることが今の僕の目標であ

る。 

 

 

2) 東工大バドミントン部 60周年 

2 年材料系  田中健治（平成 28年入学） 

東工大 2 年材料系の田中です。東工大バドミントン部は

現在 1 年生 1 名、2 年生 4 名、3 年生 6 名で活動していま

す。人数は少ないですが、先輩後輩分け隔てなくとても仲

が良いです。男子は関東大学バドミントンリーグ 4 部に所属

しており、4 部上位を目指して日々練習に励んでおります。 

東工大バドミントン部が発足してから 60 年。東工大の歴史

のある部活動であり、その部員の一人であることを誇りに思

います。練習は平日週 3 回、土日は不定期で練習しており、

平日の月曜日と水曜日には練習前にダッシュ練習を行い

ます。キャンパス内を全力で走り、毎週部員どうし声を掛け

合いながら取り組んでいます。 

部活を通して、部員で集まって盛り上がって楽しんだり、

他大学で練習に励んでいるひとと知り合うことができたり、

そしてなにより大好きなバドミントンを東工大ですることがで

き、とても充実した大学生活を送っていると自負しておりま

す。 

これからもよりいっそう練習に励み、一つでも多くの試合

に勝てるように強い部活になることが目標です。今後とも東

工大バドミントン部を応援していただけると幸いです。 

 

 


