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ド代表選考会も兼ねていて、コロナ

入賞です。

この春は、昨年新設された日本学

が無ければ当部から五人の代表を出

この大会は、本来ユニバーシアー

生フェンシング・カップ兼全日本個

していた可能性もあり、その点が惜

上期総括

人予選が唯一の学生公式戦となり、

れた時間の中で出来ることを精一

杯やっています︒しかし︑僕の性

格上気負いすぎてしまうと空回り

するので︑深く考えすぎず練習を

楽しんでいます︒現在は不安や緊

張などはなく︑世界を驚かせよう

という気持ちと楽しみが大きいで

す︒まずは怪我なく万全の状態で

本番を迎えられるよう頑張ります︒

加納 現在は合宿続きで充実した

2014年ナショナルチームデビュー戦（松山・左）
アメリカ サンフランシスコ

2021年度稲光会費納入のお願い
今年度稲光会費納入者は6月10日時点で94名ですが、
目標の130名にはまだまだ足りません。今後フェンシン
グ部へのさらなるバックアップも必要となりますので、
非常にタイトな財政をご理解いただき、会費未納の方は
ぜひご送金をお願い致します（既に会費を納入された先
輩方々におかれましてはご容赦願います）
。なお、80歳
以上の会員は会費免除です。
稲光会費：12,000円

（マネージャー）
杉浦 早紀（すぎうらさき）

❶ 教育学部 1年
❷ 神奈川県立川和高等学校
❹ 選手の皆さんが有意義な部活動が
できるように頑張ります。

（マネージャー）
寺門 陽（てらかど みなみ）

高校2年インターハイエペ出場
（加納）

しまれます。いま部員たちは秋の大

❶ 教育学部 2年
❷ 佐賀県 早稲田佐賀高等学校
❹ 選手の皆さんを精一杯サポートして
いきます。

当部の蓮井陽菜（２年・エペ）が、

（しげのぶ さき）
（マネージャー）

会シーズンに向けて、早稲田大学フ

重信 早希

見事インカレ優勝に匹敵する学生チ

❶ 国際教養学部 2年
※20年9月入学
❷ 香港 St. Stephens' College
❸ エペ
❹ インカレ優勝
❺ 香港島区インタハーイ優勝
❻ フレッシュ

ェンシング部の部員であることの自

兄の大助（H30年卒）
と（松山）

周 旻朗（ちょうまんろん）

ャンピオンの座を射止めました。ま

とは高校 年生で初めてナショナ

ルチームの団体戦メンバーに選出

されたことです︒
ここから僕のオリ

ンピックへの挑戦が始まりました︒

選手
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❶ スポーツ科学部 1年
❷ 山口県立岩国工業高等学校
❸ フルーレ
❹ インカレ個人・団体優勝 、
全日本選手権優勝
❺ U17アジア選手権 個人優勝・
団体3位、
インター ハイ7位
❻ スピードのあるアタック

覚を持ち、基礎体力作りと競技力の

フェンシング経歴

松山 ２つ上の兄大助と共にフェ

ンシングを始めました︒小さい頃

から兄と切磋琢磨し︑高みを目指

していきました︒数々のタイトル

を年齢と共に獲得することができ

ましたが︑中でも忘れられないこ

フルーレ
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選手

加納 小学 年生からフェンシン

グを始めました︒愛知県のクラブ

チームでフルーレを始めました︒

高校から山口県の岩国工業高校に

進学︑高 の時はフルーレをして

いましたが︑エペの方が結果が良

かったこともあり︑高 から本格

的にエペを始めました︒

現況・意気込み

松山 東京オリンピックまで限ら

2
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松山恭助
加納虹輝

エペ

中学3年生、貴重なフルーレ姿（加納）

31

森多 舞（もりたまい）

た川村京太（３年・フルーレ）と狩

松山恭助

❶ 商学部 1年
❷ 千葉県立東葛飾高等学校
❸ サーブル
❹ インカレ優勝
❺ インターハイ3位
❻ アタックノンリポスト

向上のため日々練習に励んでおりま

加納虹輝

田中 智也（たなかともや）

野央梨沙（３年・フルーレ）が準優

23

❶学部 ❷出身校 ❸種目 ❹抱負 ❺これまでの戦績 ❻得意技

す。変わらぬご支援を、よろしくお

月 日から東京都で開催される東京2020五輪大会︒
日本代表選手の松山恭助選手︵H 年卒︶と
加納虹輝選手︵R2年卒︶のOB二人に︑大会一か月前の近況について
お伺いしました︒両選手のプライベートな話題も満載です︒
7

東京五輪代表選手 直前インタビュー！

http://wasedafencing.com

2021 新
N入E部W員F A C E
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願いいたします。（監督・内田敏朗）

66 号

田ほのか（３年・サーブル）が三位

第 44 巻

❶ 社会科学部 1年
❷ 神奈川県立川和高等学校
❹ 選手の皆さんの力になれるように精
一杯頑張ります

振込先：みずほ銀行日本橋支店
普通口座 2424751 早稲田大学稲光会

75周年募金状況
稲光会では4月より75周年のご寄付を募りましたが、
6月10日時点で70名の会員から3,011千円、さらに矢口先
生から10万円のご寄付があり、募金総額は3,111千円と
なりました。この募金は75周年記念事業(記念式典、部
への寄贈品、オリンピック代表の松山・加納両選手への
お祝い金等)に大切に使わせて頂きます。ご協力頂いた
矢口先生と先輩方々には、この場をお借りして厚く御礼
を申し上げます。
（幹事長・木田武夫）

松山 焼肉です︒肉を食べると

好きな食べ物は？
元気が出るので︒

ます︒交代浴もよく行います︒
加納 タンパク質は多めに摂る

らです︒

加納 麻婆豆腐︒味が好みだか

ようにしています︒
一番大事な道具は？
松山 剣です︒僕の身体の一部

最も重要な道具だからです︒

加納 剣です︒フェンシングで

す︒

あとはジャズっぽい邦楽も好き

最近はラテン音楽が好きです︒

様々なジャンルを聞きますが︑

松山 音楽は邦楽から洋楽まで

は？

加納 両親︒自分を育ててくれ︑

ているコーチだからです︒

松山 オレグコーチです︒信頼し

は？

は？
レッチング実習です︒フェンシ

加納 大学の授業であったスト

ことはストレス発散でした︒

ったので体育です︒体を動かす

松山 小さい頃は勉強が苦手だ

怖いが実は温厚だから︒

松山 ドーベルマン︒見た目は

動物にたとえるなら？

ャー︒

加納 バックトゥザ・フューチ

した︒
︵笑︶
︒

松 山 い な い で す︒寂 し い で す

チャームポイントは？
松山・加納 皆さん︑応援よろし

最後に一言

で優勝できたこと︒

松山 フェンシングを邪念なく楽

最近あった嬉しい出来事

加納 います︒

お付き合いしている人は？

松山 自分自身に軸を置きつつ
ングのためになりました︒

大きな影響を与えてくれた人

血液型は？
自分のやりたいことをやらせてく

はまっている音楽や映画

松山 B型です︒
です︒最近はスターウォーズシ
れたからです︒

であり︑僕の心が剣に全てでま

加納 A型︒
リーズのマンダロリアンを見ま

ンピックまで残り限られた日数
相手をよく見極めることです︒

好きだった勉強︑科目は？

しかありません︒しかし︑オリ
加納 勝つことに意識を向ける

松山 笑顔です︒かわいいと言

試合中大事にしていること

ンピックであるから特別だとは

でありません︒
われるからです︵笑︶
︒

練習ができています︒東京オリ

思わずに現在も平常心で練習が
生活で気を付けていること
加納 僕がウォール街で学んだ

しんでプレーできていること︒

松山 ３食きちんと食べること︒
勝利の投資術︒投資への興味が

加納 ウクライナで行われた大会

あれいつも通り︑自分ができる
タンパク質︑炭水化物︑緑黄色

加納 ラーテル︒体は小さいが︑

最高のパフォーマンスを発揮で
野菜は意識的にとっています︒
くお願いいたします！

強い生物だからです︒

きるよう準備し︑試合に臨むだ
加納 まつげ︒長いからです︒

松山 本はほとんど読まないの

けだと思っています︒その結果︑
あるからです︒

ました。終戦翌年に誕生した
早大フェンシング部は、まさ
にその歩みを支えてきたと言
って良いでしょう。
松 山 さ ん、加 納 さ ん、
「エ
ンジの誇り」を胸に、五輪の
舞台で思う存分奮闘してきて
ください。応援しています！

監督・内田敏朗

早稲田大学フェンシング部

主将・高原真央

松山恭助先輩、加納虹輝先
うございます！同じ場所で練

輩、東京五輪 出場おめでと
習をした先輩方が五輪に出場

恭助五輪代表内定おめでと
五輪に同期が出るのは大変

う！
誇らしいです。
計り知れない重圧があると思
うが、恭助なら日本中を湧か
せられると信じています！
五輪、コロナ落ち着いたら
盛大に労うので楽しみにして
いてください！

申し上げます。

い！ ご活躍を心よりお祈り

会長・植竹 清

稲光会もバックアップします。

師の道をぜひ進んでください。

加納選手同期代表・高木良輔

恭助、虹輝両君おめでとう。
周囲の方々に感謝（特に恭助
は故川名元監督に感謝）しな
がらオリンピックに臨み、メ
ダルを目指そう！
この度は、東京五輪のご出

将来コーチ、監督、実技講
場おめでとうございます！！

されることをとても誇りに思
います。金メダル目指して頑

部活で 年間共に活動して

張ってください！ 部員一同
応援しております！

いましたが、当時から卓越し
た技術・メンタルを備えていて

2008年、北京五輪で太

に誇らしいことはありません。

しい、まるで我がことのよう

五輪に出場する。これほど嬉

りました。

ピアンになる」と確信してお

「こいつは間違いなくオリン

田雄貴選手が日本初のメダル

のひとりだと思います。この

松山選手同期代表・小野真英

を獲得して以来、日本フェン

出場おめでとう。そして本番

ようなご時世で調整が難しい

間違いなくメダリスト候補

シング界は飛躍的な発展を遂

での、二人の活躍を期待して

から巣立った、そんな二人が

大会を心から楽しんで下さ

平日は 時には完全就寝してい

好きな技と理由

確信しています︒
松山 最も好きな技はジャンピ
ング振り込みです！ 単純にか
っこよく︑見ている人を楽しま
せることができるからです︒
加納 フレッシュです︒見た目
がダイナミックである上にエペ
においてかなり有効的な技であ
るからです︒

周年を迎えるこの

ェンシング部から２名もの代

2021年に、早稲田大学フ

創部

でとうございます。

決定したとのこと、誠におめ

と加納紅輝さんの五輪出場が

このたびは、松山恭助さん

早稲田大学競技スポーツセンター
所長・石井昌幸

二人の関係者より︑寄稿が届いています︒競技スポーツセンター所長・石井先生は︑
松山選手のゼミ指導教員だったようです︒同期のキャプテン小野・高木含め︑
OB︑OG︑部員︑大学関係者がひとつになって︑二人のことを応援しています！

松山選手︑
加納選手への寄稿

まつやま・きょうすけ／台東区フェン
シングクラブ→ワセダクラブ→東亜学
園高等学校→早稲田大学（H31年卒）
→JTB所属。高校インターハイ3連覇、
16年世界ジュニア選手権個人優勝、17
年ユニバーシアード個人２位、18年
世界ジュニア選手権個人・団体準優勝。
20年アジア選手権団体優勝。20年度・
男子フルーレ
（シニア）
国内ランキング
１位、20‑21シーズン世界ランキング
（男子フルーレ）は32位（4月26日現在）

げ、いまでは日本がメダルを

7月30日
（金） エペ団体 男子

表選手を出せたことは、この
間の皆様のご尽力の結晶であ
り、なによりの記念となると

今年 5 月ウクライナ開催の大会で優勝

フルーレ団体 男子
8月1日
（日）

思います。

かのう・こうき／岩国工業高等学校
→早稲田大学（R２年卒）→JAL所属。
17年W杯ドイツ大会銅メダル、2018年
アジア大会個人３位、2019年W杯バン
クーバー大会個人優勝、2020年W杯カ
ナダ大会団体戦銅メダル。2020‑2021
シーズンの世界ランキング
（男子エペ）
は21位（4月26日現在）

とは思いますが、この特別な

7月26日
（月） フルーレ個人 男子
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います。

7月25日
（日） エペ個人 男子

2019年高円宮杯団体戦（松山）

金メダルが後からついてくると

好きな本は？

ことです︒

斬れ味抜群のフレッシュ／2019年ワールドカップ優勝（加納）

できています︒オリンピックで

迫力あるジャンピング振り込み
（松山）

狙える競技のひとつに成長し

東京五輪
個人・団体スケジュール

75

2019年ワールドカップ優勝（加納・右）
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