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ご 挨 拶 

東北大学 昭和 37 年卒 

 山本 眞  

  

第１６回八大学ＯＢラグビー親善大会は２００４年５月２３日（日）、

ラガーメンなら誰もがプレーしてみたいと思う秩父宮ラグビー場で行われ

ました。今大会は、東北大学ＯＢで、元日産自動車株式会社社長、経済同

友会代表幹事、勲一等（旭日大綬章）故石原俊（たかし）氏の追悼大会と

して同ラグビー場を使うことができました。当日は生憎の曇天となり、午

後は雨の予報すらありましたが、そんな中３００名に近い各大学のＯＢ、

そのご家族が集まり、盛大に開催されました。 

試合数は会場の都合で、オーバー４０を含めて５試合に絞って行われま

したが、「秩父宮」に恥じないハッスルプレーを随所に見ることができ、

さらに黄色や赤や黒パンツの想像を絶する元気な姿を目の当たりにして、

見ているもの一堂も「元気」を頂き、大いに盛り上がりを見せました。 

盛り上がりと言えば、試合後の懇親パーティーでも各校の地域色豊かな、

あるいは専門分野を髣髴とさせる部歌を聞かせていただき、大いに楽しい

時間を過すことができました。 

今大会を計画した実行委員会の皆さん、それを支えた八大学幹事の方々、

参加されたメンバー、ご家族皆さんに感謝致します。また、試合を盛り上

げ、且つ大きな事故もなく無事に運んで下さったレフェリー、平林泰三氏、

鈴木正史氏、岸川剛之氏に感謝致します。 

これからも本大会が長く、ますます盛大に続き、北海道から九州までの大

学ＯＢがラグビーを通して親善を深めることを願って止みません。 
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第 16 回八大学ラグビーOB 会試合結果 

平成 16 年 5月 23 日（日）  於：秩父宮ラグビー場 

前半 後半 前半 後半

1 1 T 1 2

0 0 G 0 2

0 0 PG 0 0

0 0 DG 0 0

5 5 SUB 5 14

TOTAL

前半 後半 前半 後半

2 1 T 0 1

1 1 G 0 0

0 0 PG 0 0

0 0 DG 0 0

12 7 SUB 0 5

TOTAL

前半 後半 前（帯畜） 後（名大+九大）

2 0 T 1 1

2 0 G 0 1

0 0 PG 0 0

0 0 DG 0 0

14 0 SUB 5 7

TOTAL

前半 後半 前半 後半

0 2 T 2 3

0 1 G 0 0

0 0 PG 0 0

0 0 DG 0 0

0 12 SUB 10 15

TOTAL

前半 後半 前半 後半

1 2 T 2 0

1 2 G 1 0

0 0 PG 0 0

0 0 DG 0 0

7 14 SUB 12 0

TOTAL

小樽商科大学

21 12

　　レフェリー
　　平林泰三氏

※最初のトライは長崎大
　　松尾邦俊氏

　　レフェリー
　　鈴木正史氏

　　レフェリー
　　平林泰三氏

　　レフェリー
　　岸川剛之氏

　（前半）55歳以上
　（後半）55歳未満

　　レフェリー
　　鈴木正史氏

東（北大・小樽・帯畜・東北）

長崎大学 東北大学

西（海洋・名大・九大・長崎）

19 5

10 19

東京海洋大学

25

14 12

オレンジ

　第５試合：東西対抗

水色

　第１試合

　第２試合

　第３試合

　第４試合：オーバー４０

北海道大学 帯畜大・名大・九大連合

12
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第 16 回（2004 年度）八大学ラグビーOB 会収支報告 

2005/4/15 東北大 
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繰越金（～2002） 0

繰越金（2003） 204,231

小計 204,231

5月ラグビー大会収入 1,330,000 5月ラグビー大会支出 875,033

12月　講演会・忘年会収入 274,000 12月　講演会・忘年会収入 371,614

その他収入（利息'05/2/21） 1 その他（弔電、印鑑）支出 7,100

小計 1,604,001 小計 1,253,747

次年度繰越金 554,485

収入合計 1,808,232 支出合計 1,808,232

北海道大学　　　　39名 195,000 食事・ケータリング費 117,027

小樽商科大学　　 34名 170,000 会誌「菱」 224,095

帯広畜産大学　　 20名 100,000 ボール3個他用具 18,900

東北大学　　　　　 51名 255,000 スポーツ保険（120名） 25,320

東京水産大学　　 45名 225,000 レフェリー車代（3名） 30,000

名古屋大学　　　  18名 90,000 飲物 122,328

九州大学　　　　　 16名 80,000 文房具等雑費 20,905

長崎大学　　　　　 33名 165,000 グラウンド土産 3,150

寄付（名古屋大学） 50,000 スプレーガード 1,260

秩父宮ラグビー場使用料 312,048

収入合計 1,330,000 支出合計 875,033

北海道大学　　　  　4名 12,000 講師謝礼 70,000

小樽商科大学　　 14名 42,000 食事・飲物（緑丘会館） 181,300

帯広畜産大学　　   4名 12,000 釜石SWオリジナルグッズ 52,900

東北大学　　　　14+2名 44,000 文具、備品配送料 1,204

東京水産大学　　   5名 15,000

名古屋大学　　　    3名 9,000

九州大学　　　　　 12名 36,000

長崎大学　　　　　  9名 27,000

二次会　32名+高橋氏 77,000 二次会飲食費（華王飯店） 66,210

収入合計 274,000 支出合計 371,614

　Ⅰ．概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

収入の部 支出の部

　Ⅱ．ラグビー大会明細（5月23日秩父宮ラグビー場　会費5,000円）

収入の部 支出の部

　Ⅲ．講演会・忘年会明細（12月1日緑丘会館　会費3,000円　女性1,000円）

収入の部 支出の部

以上の通り、報告致します。　　　2004年度幹事校　東北大学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会計担当　田中直一

この内容は、2005年3月9日幹事会にて、小樽商大　徳江敬一氏、長崎大　伊藤正氏の監査を受け
ました  



幹事会報告 

東北大学 平成元年卒  貫井孝治  

平成１６年度の、東北大にとっては３度目の幹事校業務を無事に終える

ことができました。まず、ご支援を頂いたラグビー協会、各校幹事・関係

者・ＯＢの方々、並びに当校ＯＢ・ご支援者の方々に厚くお礼を申し上げ

ます。 

 

今年度の 大のトピックスは、なんといっても５月２３日の秩父宮ラグ

ビー場での開催です。しかし使用が可能になるためには、とても大きな問

題がありました。それは、秩父宮ラグビー場が「国立競技場の一部＝国の

施設＝文部科学省の管理下」であり、ラグビー協会以外の試合や行事に貸

し出されることは、極めて困難だったことです。今回は、当校ラグビー部

の石原大先輩の追悼大会として使用できたのですが、石原先輩の「後輩思

い」ぶりに唯々感謝する気持ちで一杯です。 

 幹事会は、例年通り１・８月を除く毎月第２水曜に開催されました。な

お、３月末には秩父宮使用に伴い臨時の幹事会も開催し、使用規定につい

て詳細を確認しました。 

 秩父宮使用規定に関する関東ラグビー協会との打合せでは伊藤氏（長崎

大学）に、当日の冷えたビール手配では池田氏（名古屋大学）に、石鹸・
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シャンプー提供では酒井氏（小樽商大）に、等々、各校幹事の方々にも多

大なご尽力をいただきました。 

また、観客席や懇親会で好評だった仙台名産・笹かまぼこは東北大から

の提供ですが、この手配では当校の桜井先輩が大活躍でした。東北大の若

手諸君も、例年より遥かに多い雑用を、黙々と本当に良くこなしてくれま

した（大会後の幹事会でも評判良かったヨ）。 

 さらにさらに、大会運営が非常にスムースに行えた 大の要因は、大会

参加者が秩父宮の細かいルールのひとつひとつを、（私からの説明は、と

もすればウルサク、 威圧的だったかと思いますが）大変マナー良く守っ

ていただいたことに尽きます。 

 これらのご協力に対して、この場を借りて、改めてお礼を申し上げます。

ありがとうございました。 

一方１２月 1 日の講演会には、釜石シーウェイブスの高橋善幸氏に来て

いただきました。高橋氏は現役時代、黒沢尻工高や明治大学はもちろん、

高校日本代表や新日鉄釜石でもご活躍されましたが、同い年でもある私に

とってはスーパースターです。 

 高橋氏の華々しいご経歴中でも驚くべきは、所属チーム（しかもそれぞ

れが超一流）の全てで、主将を経験されていることです。これは高橋氏と

直接お会いし、お話を伺っていると、その誠実な人柄を実感できることに

より、納得できます。ラグビーにおけるキャプテンシーとは、人間性に因

るものが大きいのだと、改めて感じました。本当に良い経験ができたと思

っています。 
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この八大学ＯＢ会は、平成元年（私の大学卒業の年。あれからもう１６

年。早いですネ）、当時は六大学として始まりました。月日の流れの早さ

は子供の成長と比較されやすいものですが、平成元年に生まれた赤ちゃん

は、今年高校生（！）になっているのです。さらに言えば１６年前、初々

しい新・社会人として参加した私も、今やイッチョ前の口を利くフテブテ

シイ中間管理職。今更ながら、１６年という年月を重く感じます。 

 そして同時に、こうした集まりは「継続」こそが も難しく、それゆえ

に も価値のあることだと思います。この会が今後も継続し、さらに発展

していけるよう、まずは１７年度の小樽商大に、微力ながらお手伝いをし

ていきたいと思っています。 

後に、東北大の前回の幹事校業務（平成８年）をほとんど全て１人で

行っていた、天国の鈴木賢次郎先輩に今回の報告をさせてください。 

 「賢次郎さん、幹事校業務、上手くやれましたよ。でも、一緒に秩父宮

でやりたかったですネ。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

写真集  
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写真集（2004 年撮影） 

  

１．開会式 石原氏黙祷      ２．ゴールキック（観客席が背景） 

  

３．東西対抗           ４．オーバー40（55 歳以上） 

  

５．東北大－長崎大        ６．小樽商大－東京海洋大 
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７．北大－帯広・名大・九大連合  ８．オーバー40 戦 

  

９．東西対抗           １０．懇親会 山本大会会長挨拶 

  

１１．懇親会（雰囲気が伝わる写真）１２．エール交換 長崎大 
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１３．エール交換 東京海洋大   １４．エール交換 北大 

  

１５．エール交換 帯広畜産大   １６．エール交換 九大 

  

１７．エール交換 東北大     １８．エール交換 小樽商大 
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１９．エール交換 名大 

  

２０．講演会（高橋善幸氏と歓談） ２１．懇親会（華王飯店での二次会） 
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講    演 

「釜石シーウェイブス 地域密着型クラブチームの先駆者として」 

 開催日時 平成１６年１２月１日 １９：００～２０：００ 

場  所 サンシャイン６０ ５７階小樽商科大学同窓会館「緑丘会館」 

講  師 高橋 善幸  釜石シーウェイブス事務局長 

  講演中の高橋氏 

プロフィール 

高橋 善幸（たかはし よしゆき）氏 

       昭和 40 年（1965 年）2月 10 日岩手県生まれ 39 歳 

       釜石シーウェイブスＲＦＣ（以下、釜石ＳＷ） 事務局長 

       昭和 55 年黒沢尻工業高校に入学。2･3 年生時に花園大会出場。3年生時には 

  ﾍﾞｽﾄ 8。 

  2･3 年時に連続高校日本代表。3年生時の昭和 58 年は代表主将でカナダ遠征。

       昭和58年明治大学に進学。昭和61年の主将。Ｎｏ.８およびプロップで活躍。

       昭和 62 年新日本製鉄に入社。釜石製鉄所に配属され、ラグビー部に加入。

       平成 4･5 年の主将。平成 9 年からは監督に就任。 

       平成 13 年 4 月からは、地域クラブ化した釜石ＳＷの監督に。 

       平成 14 年 2 月から現職。 
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 ＜以下講演内容＞ 
 
①はじめに 
 皆さん、おばんでございます。ただいま御紹介いただきました、釜石シ

ーウェイブスで事務局長をやっております高橋と申します。 後には釜石

シーウェイブスの宣伝めいたことも話したいと思っていますし、私が高校

―大学―釜石とラグビーを通じて経験してきたこと、もしくは裏話的なこ

とを、ざっくばらんに話せればと思っています。 
 
②高校時代ラグビーを始める 
 岩手県の黒沢尻工業高校に入学し、そこからラグビーと言うスポーツに

かかわった。 初は野球部に入部した。（今はこんな身体になってしまっ

たが、中学時代は陸上と野球をやっていた）中学時代の軟式から、硬式に

変わったため肩を壊した。治療のために通っていた整形外科の先生が無類

のラグビーのファンで「是非ラグビー部へ入れ」と薦められたことがきっ

かけ。 
 高校時代は怪我ばかりしていて、鎖骨を３回折った。逆にこれが良いほ

うに影響したかもしれない。怪我で練習が出来ないことが多かったので、

確かに練習はきつかったが、絶えず（ラグビーが）やりたい、やりたいと

思っていた。それが今まで、ラグビーが継続して出来た一つの原因かもし

れない。 

 運良く高校日本代表に選ばれて、いろいろな経験をさせてもらった。イン

グランド遠征に行ったが、当時はホテル宿泊ではなく、全くのホームステ

イであった。ヒースロー空港に着くと、むこうのホストの家族の方が迎え

に来ていて、そこでチームメイトと分かれて、バラバラになって宿泊先に

行く。英語の辞書を 3 冊持っていって、身振り手振りでなんとか通じた。 

③明治大学へ進学 
 進学は考えておらず、本来ならそのまま新日鉄釜石に入るつもりであり

試験を受けに行き、内定をもらってから明治から話があった。始めは、ど

うかなと思っていたが、次第に明治でやりたくなり、釜石に断りの電話を

入れた。そうしたら、当時監督だった市口さんと、キャプテンの松尾さん

が自宅まで説得に来た。「ここで釜石を断ったら岩手に帰れないぞ」とい

われたりした。 後は、松尾さんが「明治に行くんならしょうがないな」
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と送り出してくれた。 
 大学１年の春に千葉の君津で釜石と練習試合をしたことがあるが、試合

中にエキサイトして、つかみ合いになりそうになった時、観客からすかさ

ず「この裏切り者が！」と声がかかり、シュンとなってしまった。釜石を

断ったいきさつを知っている人だと思う。 
 
④合宿所 
 明治の八幡山の合宿所は、非常に歴史がある（きたない）合宿所で、初

めて行った時は、土足のまま入るのか迷っていたら、マネージャーから「靴

脱いで上がるんだ」といわれ、靴は脱いだが、汚れると思って靴下も一緒

に脱いだことを覚えている。 
 今思うとバカバカしいのだが、合宿所の中で１年生は、上級生とは、原

則として「はい」「いいえ」「ちょっと」の３語しか言ってはいけない。

この３語をうまく使い分けた１年生が上級生にかわいがられるということ

であった。 
 
⑤コーチング 
 北島先生からも斎藤ヘッドコーチはカリスマ的存在であり、2 人から細か

く指導された記憶はあまり無い。サインプレーだとか練習メニューは全部

選手たちが決めて、作った。 
 北島先生が、指導というか教えることは、明治のラグビーの考え方に合

わないことは駄目だというだけで、それ以外は自由にやらせてもらった。 
 斎藤ヘッドコーチも豪快な人で、ある試合前の、円陣を組んだ中での指

示は「いいかおまえら、今日の試合はな、パッとボールをだして、バァー

と走って、ドンと当たって、またパッとだして、ダァーと行けばトライ取

れるんだから、それで行け」というものだったが、皆も熱くなっているの

で「はい！」と答えて、戦った記憶がある。 
 
⑥新日鉄釜石へ 
 明治で 4 年間を過ごして、高校のときに断っていた釜石には、ずっと勧

誘があったが、入るつもりは無かった。声がかかっても絶対に行くもんか、

と思っていた。 
 小林秀夫さんという大学 1 年の時に 4 年生だった先輩が、釜石にいたの
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で、「他の会社に決めた」と電話で断ったところ、「わかった。今行くか

ら」と釜石から東京の合宿所に来て、横に布団を敷いて本当に 3 日 3 晩ぴ

ったりと付かれたのには参った。 
 朝、合宿所を出て、一緒に学校に行って、テストが終わるまで掲示板の

ところで待っていて、一緒に帰る、という状態で、 後は根負けした形に

なった。さらに松尾さんが出てきて「いいか、善幸。ラグビーが出来るの

は、30 歳までがいいとこだぞ。その時にやらないと後悔するぞ」という言

葉に納得し、「わかりました」と言って握手をした。 
 
⑦釜石ラグビー部 
 釜石に入ったときは、ちょうど V7 が終わって、2 年目であった。まだ洞

口、坂下、千田さんとかの V7 の戦士が残っていた。しかし、入った年に、

秋田市役所に負けて全国大会に行けなかった。それで金子監督が、若手に

切り替えるという方針を打ち出した。松倉グランドで、とにかくよく走り

こんだ。1 時間半ぐらい走りっぱなしで、そのあとフォワードはスクラムを

何十本も組んだ。 
 
⑧クラブチーム化 
 後の 後まで「純血で行くのだ」と意地を張って、外国人を使うこと

をしなかったことや、日本人の採用枠も絞られたことで、徐々に戦力が低

下し、東日本リーグの中でも取り残されて行った。 
 そういう中で、ラグビーに限らず、スポーツ界で休部・廃部の流れが、

激しくなった時でもあり、釜石ラグビー部としても、このままチームを継

続していくのかの検討がなされた。 
 企業スポーツと言うか社会人スポーツをどのように進めたらよいかとの

考えに対する一つの答えが「クラブチーム化」であった。クラブチーム化

した理由は 2 つある。採用枠が絞られる中で、企業の枠の中ではどうして

もジリ貧になる。他の企業のメンバーも取り込もうとするのが 1 つの目的。 
 釜石ラグビー部というと、いかにも市民が地域をあげて応援をしている

イメージをもたれるかもしれないが、町としての盛り上がりは無く、決し

て市民に支持されている訳ではない。もっと地域の人たちが、自分たちで

支えていくことが出来ないかと考えて、クラブ化をスタートさせたのがも

う１つの目的。 
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 選手達にとっては、新日鉄から放り出されたというネガティブな印象を

持ちがち。 
 「チームを発展させるためのクラブ化である」「挑戦する気持ちで、皆

でやってみないか」と選手達に話をした。皆、ラグビーが好きなので、発

展する形に夢をかけてほとんどの選手が残ってくれた。 
 
⑨釜石シーウェーブス 
 クラブ化した当初は、話題性もあり新しい形態でもあり注目もされた。

今までは仕事が終わってから、ただ練習していればよかったが、クラブ化

したことにより、イベントへのボランティアとしての参加とか、サポータ

ーを勧誘して歩くこともしなくてはならない。選手にとって負荷の大きか

ったことは、釜石でなく内陸部からチームに参加したいと言う選手のこと

も大切に考え、週 2 日は、バスなり車で１～2 時間かけて内陸に行きそこで

練習して帰ってきて、残りの 2 日は逆に内陸から釜石に練習に来るという

ことだった。 
 そういうことをしてまで、ラグビーをやりたいかどうかを、自分達に問

いかけようじゃないかということをまずはじめた。新日鉄時代から居た選

手にとっては、何かを奪われた印象を受け、新加入の選手は、逆に恵まれ

た中でやっている印象を持った。その辺の価値観を統一することが必要で

あった。 
 今年について言えば、８戦して、４勝３敗１分けで４位につけている。

終戦の NTT との試合を残しているが、何とか勝って次ぎのトーナメント

に進みたいと考えている。 
 今年４年目となるが、トップチームのほかに、シニアチーム（OB チーム）

とジュニアチーム（小学生チーム）の枠組みを作った。トップチープの強

化といった時、V7 当時のレベルに持って行きたいが、１企業チームと違い、

いろいろなハンディがある。地域性を打ち出したからには、この地域でな

ければならない人材を、いかにうまく発掘してチームを強化していかなけ

ればならないと思っている。これは時間がかかるが、結果を早く出さなけ

ればいけないというギャップと、選手たちはちょうど悩んでいるところで

ある 
 
⑩終わりに 
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 活動資金の足しになるように、そこにあるようなグッズを作成している。

またお手元に案内書をお配りしている、クリスタル会員、ゴールド会員に

入会していただき、チームの活動費にあてることもやっている。釜石から

グッズを背負ってきたのだが、沢山買ってもらって、帰りは軽くしたいの

で協力を、よろしくお願いしたい。 
 
⑪質疑応答 
［質 問］ 高校―大学―社会人で一番印象に残った試合は？ 
［回 答］ 今でもまだ後悔している試合は、大学３年の時に、慶応と引 
     き分けに終わった大学選手権の決勝戦。抽選で慶応が日本選手 
     権に出場した。試合終了直前にゴール前でスクラムになった。 
     その時もサイドアタックするかどうか悩んだが、やっていれば 
     違った結果になったかもしれない。 
［質 問］ シーウェーブスの大体の収入、支出状況は？ 
［回 答］ 大雑把に言って、年間チームが活動していくのに 5,000 万、 
     それに事務局費用が 1,000 万かかり、合計 6,000 万かかってい 
     る。それに対する収入は 
      サポーター 個人会員（320 社）＋法人会員（200 社） 2,000 万 
       新日鉄から                     2,000 万 
              スポンサー企業（ジャージへの名前入れなど）      1,000 万 
              関東協会（遠征費補助）               1,000 万 
      大体、費用の 1/3 をサポーター、1/3 を企業、1/3 を自分達で稼 
     ぐ考え。 
                              以上 

※ 今年度幹事校 東北大学 昭和３７年卒 山本 真より「謝辞」があ

り、記念写真撮影後、忘年会を兼ねた懇親パーティーとなった。汗をふき

ふき、八大学の諸兄との歓談に、真摯に応対していた高橋氏の誠実な人柄

が印象的であった。 
 終了後は、近くの「華王飯店」で二次会が開かれたが、ここでも高橋氏

を囲んでの熱いラクビー談義が遅くまでつづけられた。なお講演会および

パーティーの参加者は６７名であり、二次会への参加者も３２名の多数と

なった。          （記録 東北大学 昭和４８年卒 薬袋） 



 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

各大学寄稿 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22/46 



  23/46 

生涯スポーツとしてのラグビー 

北海道大学 昭和 49 年卒、森 隆茂 

  

ラグビーというスポーツは激しいスポーツで、体の頑丈な若者しか出来

ないものとの見方が一般的な理解であるように思います。確かに、テレビ

で放映されているような、トップクラスのラグビーは選ばれた選手が 高

のプレーをすることが要求され、体力や精神力だけでなく、分析能力や戦

略的判断、個々のプレーの瞬時の選択と言ったいわゆるラグビーセンスな

るものも要求される若い時でないと出来ないスポーツと考えます。ところ

が、各都道府県にはシニアだけで構成されるラグビーチームが出来ていま

す。これらは、惑チームと呼ばれて、４０歳以上の中年を過ぎた人が大勢

参加しています。惑チームの由来は、論語に出てくる不惑の年を過ぎたラ

グビープレーヤーで構成されていることです。惑チームでは数え年で年齢

を数えるのが決りです。数え年で４０歳とは、満年齢で３９歳の誕生日を

迎える年の１月１日以後のことです。この様な年齢になると、若いプレー

ヤーが集まっているチームでは、ゲームに参加する機会も減って来て、次

第にラグビーから遠ざかってしまうのですが、同世代が集まることでラグ

ビーの楽しさを再発見できます。 
 

私が、惑チームに出会ったのは愛知県で勤務していた、今から１０年ほ

ど前のことです。当時は勤務先で設計部門から管理部門に所属が換わり、

フラストレーションが溜まってきて、何か気分を発散できることを始めな

いと問題を起こしそうな気になっていた時に、北大ラグビー部の先輩から

誘われて、愛知県の惑チームである東惑倶楽部に入りました。それまでは、

スポーツクラブで水泳やエアロビ体操といった物で汗を流していたので、

ラグビープレーは２０年近くのブランクがあったのですが何とかなると考

えていましたが、これが大違いで、スクラム、タックル、ラックで揉まれ

ていると体中の力が抜けて、一旦倒れるとなかなか起き上がれませんでし

た。試合にも馴れて来ると、同世代の相手には負けないぞとの意識がでて、

一生懸命プレーをしていると仕事の事を忘れるのと、ゲームの後の飲み会

でストレスが発散され、会社でのストレスが気にならなくなりました。私

にとってラグビーを再開したことはとても役立つ結果になりました。 
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東惑に参加した時に、 長老のプレーヤーで林直三さんという方が居ら

れ、当時数えで９０歳の世界 高齢の現役プレーヤーでした。林さんのプ

レーされる姿を見ていると、自分も今後４５年間ラグビーを続けることが

出来ると考え、そのためには体作りから取り組んで行かなければとの気持

ちになりました。 
 

おかげで、現在数えでは５４歳ですが、東京の不惑倶楽部でプレーをさ

せて戴いています。膝とか肩とかは色々と不調がありますが何とかほぼ毎

週ラグビーを楽しんでいます。惑ラグビーでは、同じ年代とプレーをする

のが原則で、そのために４０代は白パン、５０代は紺パン、６０代は赤パ

ン、７０代は黄パン、８０代は紫パン、９０代は金パンを穿いて一目で年

代が判るようになっています。各年代が混成でゲームを行う場合は、同じ

色のパンツ以下なら激しいタックルをしても良いが、一つ上には優しく掴

むだけ、二つ上にはタックルしないというルールになっています。 
 

同じ世代とゲームをしたときには、気分は学生時代と同じで、相手を打

ち負かすかに全力を注ぎ、ゲームに勝った時には 高の気分になれます。

勿論、体のあちこちは打ち身やら、擦り傷で痛いのですが不思議と大きな

怪我は少ないです。若いチームが相手の時は思わぬ怪我をすることがあり

ますが、同年代ですとそのようなことがありません。 
 

近は黄パン同士のゲームも行えるようになって来ています。あと１０

年もすると紫パン同士のゲームがあるかも知れません。今一緒にラグビー

をやっているプレーヤーは生きている限りプレーする場所があります。プ

レーを続けるためには、元気でプレーが出来る身体を保つ努力が必要です

が、ゲームの後の爽快感はほかのスポーツでは味わえないものと思います。

私も、人生の 後まで、ラグビーの現役プレーヤーであることを目指して

これからも精進をして行きたいと思っています。 
 

後ですが、私の考えを記します。「会社生活は定年まで、結婚生活は

嫁さんが死ぬまで、ラグビーは自分が死ぬまで」です。正に、ラグビーは

生涯スポーツです。 
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小樽商科大学ラグビー部 OB 会の活動 

（小樽商科大学同窓会機関誌「緑丘」第 97 号{2005 年 2 月 14 日発行}掲載文より） 

 

活動の現状 

 商大の他の部・クラブの OB 会も OB 相互の懇親と現役への支援を目的に

活発な活動がなされているようですが、ラグビー部もその例に漏れず北大

や帯広畜産大、東北大、東京水産大（現東京海洋大）、名古屋大、九州大、

長崎大各大学のラグビー部 OB 会と連携した「国立八大学ラグビー」と称し

た活動を展開し、毎年春の大会での対抗戦と年末の特別ゲストの講演会兼

忘年会を定例化し、懇親の場を設けています。ただ、参加するメンバーが

限られ、試合もなんとか元気な 50 歳代を加えて編成するなど決して上手く

回っているわけではありません。（他大学も五十歩百歩） 

 

 現役の支援も集まった後援会費の大半を注ぎ込みボール他の用具を提供

したり、現役幹部を大学選手権の試合観戦に招待し繋がりを維持強化する

ようにしています。しかし現役の成績は上がらず、また近年道内への就職

が多いこととも相俟って卒業したての若手の OB会への参画もいまひとつで

す。 

 

今年（04 年）の幸運 

 昭和 46 年、50 年、52 年と北海道大学ラグビーを制覇し全国大会出場を

果たした小樽商大ラグビー部は、その後長いあいだ低迷を続け 26 年間全国

大会に出場できないまま今日に至っています。OB 会の支援もなかなかチー

ム力強化に繋がらずこれはという強化策を模索中でしたが、ひょんな事か

ら今年は二つの思いがけない幸運に見舞われました。 

 

 そのひとつは“ビジネススクール”に入学した学生（社会人）からの入

部希望です。彼は経験豊かなベテランで学生と一緒にプレーすることで身

を持って教えたいのと、本人自身のトレーニングを兼ねるということでし

た。もとより仕事もあり学業もあるのでほとんど日曜日の練習及び試合に

しか顔を出せない事情から、選手として考えるわけにもいかずコーチとし

て面倒を見てもらうこととしました。OB の大半が道外に居る状況では年中
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通して目を配ることのできるコーチの存在は大歓迎です。ビジネススクー

ル開設の恩恵を思わぬところで受けています。 

 

 他のひとつは、コーチとして絶大な実績がある「横井章」氏に臨時コー

チをお願いし、現役の指導をしていただけたことです。横井氏は伝説とな

りつつあるイングランドに伍して戦ったジャパンのキャプテンでした

（1972 年）。大阪・花園、東京・秩父宮と 2戦とも“あわや”というところ

まで追い詰めた（結局は負けていますが）強いチームでした。当時の花園

も秩父宮もスタンドから溢れた観客をグラウンドに入れたほど（いまじゃ

そんなことは出来ないし残念ながら観客も集まらない）日本中のファンが

興奮した試合でした。その花形プレーヤーがサラリーマン生活を終えたの

ち、散歩がてらに家の近所の高校（京都成章）の練習風景を目にした途端

「それはちがう」と持ち前の情熱で顧問の先生を説得し押しかけコーチと

なって、たった 1年で京都のラグビー無名校を全国大会出場させたのです。

その後関西学院大学の指導にも乗り出しこのチームも関西の強豪のひとつ

に育て、ラグビー界では知る人ぞ知る名コーチです。今回 4 日間という短

期間でしたが大きな刺激を現役に与え、秋のシーズンにはその成果が出る

ことを期待しています。以下横井コーチ派遣プロジェクトのレポートです。

OB の活動のひとつとして読んでいただければ幸いです。 

 

 

横井臨時コーチ派遣プロジェクトレポート 

 

１．経緯 

ラグビー部 OB 会（酒井会長…昭和 42 年・1967 年卒）はラグビー部現 

 役の強化策の一環として 7月 1日から 4日まで、元日本代表主将で早稲 

 田大学 OB の横井章氏を小樽に派遣した。きっかけとなったのは横井氏の 

 講演である。小樽商大、北大、帯広畜産大、東北大、海洋大（旧東京水 

産大）、名古屋大、九州大、長崎大の国立 8大学のラグビー部 OB 会が OB 

戦や懇親会を 15 年間行なっており、昨年 11 月に開催した 8大学講演会 

に横井氏を講師としてお招きした。その講演会には現役の学生幹部 2名 

を小樽から呼んで一緒に横井氏の講演を聴いてもらったところ、学生に 

大きな感銘を与えた。 
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 年明けの 1月に小樽商大ラグビー部後援会総会があり、その時に現役 

学生から是非横井氏を小樽に御呼びして直に指導を受けたいとの要望が 

出され、後援会は満場一致で横井臨時コーチ派遣を決定した。時期は学 

生と調整して 7月上旬となった次第である。 

 同じく帯広畜産大学ラグビー部 OBも横井氏の講演会の内容に感激をし 

ており、折角北海道に横井氏を招聘するならば合同でと、今回の夕張で 

の合同指導受けとなった。 

 また名古屋大ラグビー部 OBからの紹介で酪農学園大の参加要請があり、 

北海道の大学ラグビーが発展することになればとの思いで後援会は了承 

し、急遽 3チームの合同ミニ合宿となったのである。 

 

２．日程および参加者 

日程 場所 参加者および概容 

1 日・2日 

3 日 

 

4 日 

小樽

夕張

 

夕張

小樽商大単独受講；プレーの実践と助言 

小樽・帯畜・酪農・帯広の社会人チーム；プレーの

実践と助言 

同；実戦（試合）と講評 

 

チーム 参加人員 

小樽商大 ①現役   選手   19 名 

    女子マネ   10 名 

 藤江監督、花輪部長、神野コーチ 

②OB 神谷(41)沢藤(45)小西(45)佐藤(46)山木(46) 

   中島(49)飯田(51)森(53)高谷(59) 

 （ ）内は卒年 計 9名 

帯広畜産大 ①現役   選手   21 名 

    女子マネ    6 名 

②OB          5 名 

酪農学園大 ①現役   選手    4 名 

    女子マネ    2 名 

 竹花顧問 

 

３．練習トピックス・横井語録 
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（１）7月 1日 タックル 

   横井コーチが現役にラグビーの華「タックル」はどうかとの質問を 

したところ根本主将から自信ありとの回答あり、しかし実際に生タッ 

クルをさせたが欠点だらけ。横井コーチからは低い姿勢とパックをし 

っかりせよ、そして自らの体験として肩に筋肉を付けよとのアドバイ 

スあり。早稲田とジャパンでレギュラーに選ばれたのはタックルがよ 

かったからで、1971 年に対戦したイングランドの対面は 190cm、100kg 

に対し、横井氏は 163cm、65kg だけれど何度もタックルを決めた。肩 

でヒットすれば例え相手が大きくても確実に倒せると言って現役に勇 

気を持たせた。（成功体験談と自信をもたせる） 

 

（２）7月 2日 相手がキックしたボールの処理 

   4 人横一線に並んで処理したので OB が注意した所横井コーチが制止 

して、学生に何故横一線がダメかを質問した。横井コーチは学生に質 

問しポイントを理解したか確認してから次のステップへ進んでいく。 

（学生には納得させてから次へ） 

 

サインプレー 

 アルファベットと数字の組み合わせ。アメリカンフットボールのサ 

イン数から比べれば物の数じゃない、確実に覚えてよ（君達、商大の 

学生でしょ。OB のひとりごと） 

 

（３）7月 3日 

   午後帯広畜産大、酪農学園大と合流、部屋割りを行ないグランドで 

練習の準備、そのグランド使用料は半日なので 500 円！ 

 天然芝のグランドがたったの 500 円でした。ちなみにサッカーの J 

リーグチームも合宿する立派な施設である。炭鉱閉鎖で寂れた夕張が 

町おこしとして造ったすばらしい施設なのでした。夕張はメロンと映 

画の町だけではありません。また宿舎も廃校となった中学校を改装し 

たものであり、なかなかのアイデア。大勢で安く泊れます。 

 夕食後は教室を改装した大部屋で講義形式のラグビー談義、学生か 

らの質問があまりなく、横井コーチの熱心さに対し受ける学生側が低 

調でちょっと残念。（疲れて眠かったかなあ） 
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４．7月 4日の練習試合結果 

（１）小樽 VS 帯畜 0:0 

   地域、ボール保持率などで小樽の優勢勝ち 

   昨年の秋、インカレ予選で完敗した相手に優勢勝ちしたことで、早 

くも横井コーチの指導の効果が現れ、とても感激した。 

 

（２）小樽 VS グラスホッパー（帯畜 OB が中心の社会人） 5：17 

   初の小樽のトライはバックスが相手の裏に出てきれいなライン攻 

  撃、横井コーチはトライをしたウイングの動きを誉めていた。（前日教 

えたプレーが出来たと喜んでいた） 

 

５．感想 

（１）小樽、帯畜、酪農とも学生主体で練習をしており、今回の横井臨時 

コーチ招聘で専門的なコーチを初めて受けて学生には非常に良い刺激 

になった。学生自身に考えさせながらポイントを教える横井コーチの 

指導は学生のレベルに合っていた（学生のレベルに合わせたコーチン 

グ）。 

 

（２）事前に横井論文とビデオをみてもらい、学生も知識吸収意欲が高か 

った 

 

（３）夕張で帯畜、社会人との試合から今年の現役はラグビーが出来る体 

を造る事が先決のように感じた。体力だけは練習によってなんとか帯 

畜、酪農に追いつけるのではないか。 

 

（４）現役には今回教わったことをベースに夏合宿での頑張りで北海道大 

学ラグビー1部リーグに復帰と、全国大会出場を期待したい 

 

  なお、OB の中島君（49 年卒）が横井コーチに密着同行して全体を取り 

仕切り、スムーズなプロジェクト運営が出来たことと、費用捻出の為寄 

付金を戴いた OB 各位に感謝したい。 

          平成 16 年 8 月 17 日 佐藤貞直（昭和 46 年卒） 
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＊＊＊＊＊＊その後の戦績その他 

  商大はインカレの 2部(4 ブロックに分かれ各ブロックの一位のうち 

2チームが1部との入れ替え戦に進出)でブロック一位になったものの、 

代表決定戦で北海道東海大学札幌校に僅差で敗れ 1部復帰の願いは実 

らず。東海大学は入れ替え戦で道教大旭川を破り 1部進出を果たした。 

“たられば”ではないけれど惜しいところだった。来年に期待しよう。 

 因みに 1部には北大、道都大の二強に酪農大、札幌大、帯広畜産大 

が続き、前出の東海大が加わり 6 校。2 部には商大の他に北海学園大、 

札幌医大、室蘭工大、東京農大網走、道教大の札幌・函館・旭川・岩 

見沢・釧路の各校など 19 校が所属している。 

 

 横井コーチの指導する京都成章高校はあの熱血先生山口氏の指導す 

る伏見工業高校を破り正月の花園への切符を手にした。奇しくも山口 

氏と横井氏は同時期にジャパンの同じ釜の飯を食っている仲間だ。 

 

 残念なことにビジネススクールに在籍していたコーチの神野君が社 

命で東京へ転勤となり指導できなくなったがやむを得ない。大学とし 

ても期待をしているビジネススクールの卒業見込みが一人減ったこと 

になり痛いことだろう。 

 

             昭和 42 年卒 OB 会長  酒井 克臣 
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ラグビーの春 

帯広畜産大学 

緑白クラブ 
 

今年の北海道はどこも大雪が降り記録的な積雪量を経験しました。その

雪もやっと融けて春がそこにやって来ていますが、再度冷たい北風が吹き

逆戻りし、これを繰り返しながら確実に春が近づいてきています。グラン

ドの芝はそれをはっきりと伝えてくれています。もう少しで芝も根付きプ

レーができるようになります。皆で待っていたラグビーの春です。 

この菱が発刊されるころは春爛漫、百花繚乱です。 

昨年横井様の合同練習では小樽商科大学に大変お世話になりました。特

に中島様には並々ならぬご高配を頂きました。改めてここにお礼を申し上

げます。 

昨年７月２，３日と２日間でしたが、小樽、帯広、深川のクラブチーム

で横井様を招聘して合同練習を行いました。 

今回の横井様に指導していただいた内容は次の通りです。 

１．練習方法の基礎の収得 

２．試合と練習を区別するにではなく試合を念頭に置いた練習方法の体得 

３．練習の意義付け（なぜこの練習をしているかをいつも意識して練習す

る） 

これに基づいた練習は参加者が５０名を超えていましたが、決して時間

をあますことなくいつもプレーを連続していました。深川のクラブは社会

人であり相当応えていました。 

グランドを有効的に利用するために縦に半分にしていろいろなプレーを

織り込んだ練習をして走り込みました。ですから、５０名ぐらいで丁度う

まくまわる感じでした。もしこれ以下の参加者であれば、続けることが困

難であったかもしれません。デフェンスの練習もしっかりとしました。タ

ックルは素早く確実に倒すことに主眼を起き、ボールを持っているものは

２人係でも確実に倒す。この練習方法はゴール前での防戦には重要な練習

です。 

我がチームにとっては多くの収穫がありました。その成果は大学選手権

で少しなりとも発揮できました。一昨年はいわゆる歯が立たない大学にも



今までとは違った内容で試合に臨むことができました。勝敗だけでは言い

表せることができない充実した試合をすることができました。しかし、残

念なことは全敗でした。入れ替え戦は緊張した試合をしましたが、お陰様

で勝つことができ、今年も一部で戦うことになりました。 

試合の結果は横井様に報告し多くのアドバイスも頂きました。感謝して

います。 

 
 

今年もお願いしたく相談しておりましたが、日程が調整できず断念しま

した。昨年は関西学院大学と京都成章高校で指導されていましたが、関学

は終わり、近鉄のスケジュールが大きく入ってきたためとさらに帝京、駒

沢などの大学も指導されるようになったことです。来年はもっと早く日程

を調整したい。 

横井様が一貫して目指している「攻守ともに前に出る魅力あるラグビー」

を取り入れて、強くて楽しいラグビーを創ってゆきたいのです。 
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無駄話 

東北大学 Ｈ10 卒 

岩川 賢太郎 

  

東北大Ｈ１０卒岩川です。多分ナパ（大学のラグビー部見学初日からの

あだ名）といった方が一部の方には通じると思います。僕の４年先輩にも

ナパさんという方がいます（というよりその方が初代というか 初）ので、

混乱される方も一部でるかもしれませんが、詳しい説明はここでは省略し 
ます。 

  

さて、無駄話はそれ位にして、僕がラグビーを始めたのは、高校に入学

した時でした。それまでは運動に全く縁が無く（正直全力疾走した記憶も

殆ど無いくらい）このまま大人になってはマズい、何か体を鍛えることを

しよう！という訳で、いわゆる“スクールウォーズ”世代だったこともあ

り、ラグビー部の門を叩きました。選んだポジションはフランカー（ＦＬ）

でした。フォワードなら足が速くなくてもできそう？ＦＬはスクラムにく

っついてるだけだから楽そう？という非常に邪まな理由からです。すぐに、

実は全く誤った認識である事を悟りましたが、意外にタックルが性に合っ

ていたこともあり、結局ＦＬのまま高校を卒業しました。ただ、今度ラグ

ビーをやる機会があればスクラムハーフ（ＳＨ）がいい！ともずっと思っ

ておりました。理由はやはり邪まで、試合中いつも近くにいる割りに密集

に入らないＳＨがとても楽そう（あと痛くなさそう）でうらやましく見え

たからです。 
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大学に入学し少々迷いながらも、ここには華やかなキャンパスライフは

存在しない、という事を悟り、４月のうちにラグビー部の門を叩きました。

希望通りＳＨになりましたが、思っていたより大変なポジションですね（と

いう事にしておいて下さい）。意外に、スタンドオフに速いパスを放るの

って難しいんですよ。 

  

さて就職してからは、たまにラグビーをやったりやらなかったりで、今

日に至ります。だんだん試合をする間隔が広がってきて、結局去年は秩父

宮での試合のみ（筋肉痛が一週間続いた）、今年も恐らく８大学戦が初ラ

グビーと思います。今後はもう少し頻度をあげてラグビーやろうかな、と

いう気も“少し”ありますので、京葉線沿いでＳＨが必要であれば是非お

声おかけください。 

 

結局、 後まで無駄話でしたね。 後まで読んでくださった方ありがと

うございました。という訳で題名もその様にさせて頂きました。  
以上。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  35/46 

ラグビーは人生の糧 

東北大学 平成 11 年卒 原 寛之 

  

ここ１・2 年はすっかりラグビーから遠ざかってしまいましたが、中学 1

年生からラグビーを始めて早や 16 年になります。 初にラグビーを始めた

のは、野球部やバスケットボール部と違いラグビー部の部員が少なく、す

ぐにでも試合に出られそうだったという不純な動機でした。それが、その

まま高校・大学・社会人とすっかりはまってしまいました。今回この菱へ

の寄稿する機会をいただきましたので、はまった原因とも言える、私自身

がラグビーを通じて学んだことを整理したいと思います。 
 

ラグビーを通じて学んだことはいろいろとありますが、成功・失敗の体

験、組織の強さ・難しさの実感、基本的な動作の習得の三点に集約できる

ではと考えています。 
 

まず、努力した結果が実を結んだときの喜びと逆に努力したものの及ば

ず悔しい思いをした経験は人生の大きな財産だと考えています。一生懸命

努力すれするほど報われたときの喜びが大きいこと、また逆に努力したか

らといって必ず報われるわけではないという世界の厳しさを経験したこと

は現在社会人生活の原動力になっているように思います。 
 

次に、ラグビーのようなチームスポーツの醍醐味として、一対一では到

底かなわないような相手にチーム全員でお互いの長所・短所を補い合うこ

とで互角の勝負が可能であることが挙げられると思います。これは企業社

会でも同様なことが言え、自分ひとりでは達成できないような大きな仕事

でも組織であれば実現できるという、会社の一員として努力するうえでの

動機付けになっています。他方で大学時代にキャプテンを任された経験か

ら、組織のなかの個人はやはり別個の人間で考え方も価値観も異なること

は忘れていけない事実であり、そこが組織の難しさでもあるということを

学んだように思います。 

  

後に、社会生活において自分のおかれた立場で何をするべきかという
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基本的な考え方・動作についてもラグビーを通じて学べたのではないかと

思っています。ラグビーのプレー中だけでなくラグビー部のクラブ運営に

おいても多くの人に囲まれ、支えられているという実感できたことが、常

に自分のするべき行動を考えることにつながっているように思います。 

  

以上のように、まさにラグビーは私の人生の糧と言えます。今後は次の

世代も含めた周りの人たちにスポーツの楽しさだけではなく、このような

良さをできる限り伝えつつ、私自身も生涯にわたりスポーツを楽しみなが

らこれからも多くのことを学んでいきたいと考えています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ラグビーの余禄         
 

2005 年 4 月 

東北大学 1962 卒 赤津光治 
 

ラグビーとの出会いは４７年前である。大学生活に慣れた頃、しつこく

勧誘されていた同期の山本真が赤津も一緒ならと言うので入部した。評定

河原グランドの近くに下宿して毎日練習を始めたが、ラグビーはなかなか

手強く、深みにはまってしまって未だに縁が切れない。 

大学時代には活躍できず不完全燃焼だったので､会社に入ってから工場

のラグビー部を休眠状態から叩き起こしてラグビーを続けた。社内大会で

は優勝するまでになったが、５年程で仕事が忙しくなりラグビーから遠ざ

かった。仕事で頼りなる仲間も増え、後輩も出来て今でもＯＢ戦には出て

いる。 

 
そして、定年が見えてきた頃に湘南海岸の公園でオジサン達数人がラグ

ビーらしきことをやっているので眺めていたら、仲間に入らないかと誘わ

れて地元のタッチラグビーチームの一員になった。30 年振りに走ったら、

すぐに右脚の大腿筋の肉離れを起こしてリタイヤ、一ヶ月後に復帰したが

今度は左足の大腿筋を肉離れして松葉杖。その時の医者が筋肉の損傷は３

週間で直る、直ったらモトより強くなると言ってくれたが､本当だった。 

今も｢湘南グラスボーイズ｣の 年長現役選手である。昨年の全日本大会

では運良く私のトライで決勝トーナメントに進出できて、エンジョイクラ
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スで第３位となった。練習は毎土曜日１０時から３時間行われ、子供から

オジサンまで約４０人が参加する。大学ラクビーの現役選手や若いＯＢも

集まる。６～７人制の試合形式で１５分間走り回る。スクラムが無いので

プレーが途切れることなく、素早く前後進を繰り返して走り回るバックス

のプレーである。疲れるので、途中交代自由である。コンタクトプレーが

無いので大怪我はほとんど無い。当然ラグビーの経験者の方が活躍できる。

タッチラグビーには｢楽・苦・美｣の｢苦｣が無く、老若男女一緒に楽しめる。

一昨年日本でワールドカップが開催された。世界 強のオーストラリアで

は、 もポピュラーなスポーツである。ラグビーボールに触れていたいサ

ラリーマンラガーにはお勧めである。とは言え、老齢者の私は「口を慎み」

「論より実行」を心掛けて、遊んでくれる若い仲間に感謝しながら、タッ

チラグビーの選手を続けたいと思っている。（なお、湘南グラスボーイズ

のＨＰアドレスは、以下の通りです。  

http://homepage2.nifty.com/touchrugby） 

タッチラグビーの余禄も多い。毎週末に若い人と付き合えるのが一番あ

りがたい。また特別にマラソン練習をしないで海外マラソンツアーに６回

参加して、いずれも全体の中位で完走できた。フルマラソンは、ハワイの

ホノルル､オーストリアのゴールドゴースト､ニューヨーク､アテネの４回

で自己 高は４時間３６分である。ゴールしたときの達成感と感激は、生

涯の宝であり冥土の土産である。 

実は、６年前に大腸がんで大腸を２０ｃｍ切除する手術をした。体重が

１３ｋｇも減少したお蔭で、フルマラソンでも膝の痛みが出なくなりタイ

ムが 40 分も短縮できた。病後に健康と体力・気力を回復できたのは、青春

時代に明け暮れたラグビーの余禄であり、その幸せに感謝している。 

ラグビーでは良い友を得た。東北大学が平成１６年八大学ＯＢ大会の幹

事校になるに当たり、幹事長の薬袋君の要請で山本真が東京支部長となっ

たので、同期の岩間章と赤津もＯＢ会の活性化に協力することになった。

毎年１月に先輩同輩後輩が秩父宮に集まる様になり、心が和む楽しい会と

なった。これは八大学ＯＢ会の余禄である。 

一流のラガーになるのは無理だったが、ラグビーをやれたことは私のひ

そかな誇りであり、苦境にあった時には心の支えとなった。老境の今、第

二の青春はラグビーと共にある。 
 
 

http://homepage2.nifty.com/touchrugby


「２００４．６ タッチラグビー東京大会での一コマ」 
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ラグビー選手の怪我とストレッチについて 

  

                    東京水産大学 
 平成 16 年卒  山岡 仁 

  

(ラグビーと怪我) 

現在私は父の後を継ぐべく、柔道整復師の専門学校へ通っております。

母校では本当に稚拙ですがトレーナーをやらせて頂いております(技術も資

格もまだまだで、日々切磋琢磨しております)。 

八大学ラグビーに関わる諸先輩の皆様は、ラグビーの悪魔的魅力にとり

憑かれているといっても過言ではないでしょう。私もその一人ですが、様々

な怪我をし、現在も時々それが顔を出すことや治療家として生きていくこ

とを考えてプレーは行っておりません。 

皆様も年齢を重ねるごとに「俺は怪我をし易くなったな」と思われてい

るでしょう。体の動きは頭の中の自分についていかず、小さなステップを

踏む瞬間ですら不安がよぎる。これを現役も含めどのように減らすかが、

私の考えていることです。 

(怪我の原因その対策) 

ラグビーには大きく分けて 2 種類の怪我(①ぶつかり合いなどの外傷によ

る損傷、②プレイヤー単独の状態で突然または徐々に発生する損傷)がある

と思います。 

①への対策は、突発的に発生するためかなり難しいものの、敵よりも体

を強くする＝筋力トレーニングがあると思います。②の対策として十分な

質と量の休養、ストレッチングや準備運動の徹底などがあると思います。

これはラグビーに携わる方なら容易に考えられるでしょう。しかし実際に

は怪我はなかなか減りません。そのためにはどうしたら言いのでしょうか。 

(どのように怪我を防止して強くなるか) 

まずトレーニングです。昨今の健康ブームにより、筋力トレーニングが

脚光を浴び始めました。国民健康保険料の増大から高齢者の健康維持に筋

力トレーニングを取り入れ始めたことは、新聞などでも大きく取り上げら

れました。しかし 近になってトレーニングを行った人の約 16％が『トレ

ーニングを行って状態が悪化した』と報告されました。一体何のためのト
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レーニングだったのでしょうか？我々にも同じことが起こるのでしょう

か？ 

ウエイトで鍛えた筋肉は硬く、どんなタックルでも弾き返すことができ

る！・・・と思われた方はかなり危険です。硬い筋肉は柔軟性に欠けるた

め、怪我は高確率で発生します。10cm 伸びるゴムと 20cm 伸びるゴムを考

えれば、その 10cm の差が怪我の有無に直結するのです。ではどうすればい

いか、ストレッチを長くすればいいのです。 

陸上日本選手権 5000m、10000m の 2 種目を 2 年連続制覇した本田技研の

浦田春生選手は 1 日に 2 時間前後のストレッチを行っていました。つまり

長く活躍できるのです。怪我の種類を先述しましたが、①と②はストレッ

チを行うことで非常に効率よく回避でき、怪我しにくい体を作ることが可

能となるのです。｢なーんだ、ストレッチか。｣と思われた方、ウエイトだ

けでなく実際に 1 日累計 30 分以上のストレッチを数ヶ月間続けてみて下さ

い。その後の試合での動きを確認すれば、どのような効果がもたらされる

かはわかると思います。 

(トレーニングに生かすストレッチとは) 

まず反動をつけないこと(アキレス腱を伸ばす時に体を揺する人がいます

ね、ダメです！)、痛い状態にまで伸ばさずに気持ち良い状態を保持するこ

と(先輩に股関節を割られそうになりますね、ダメです！)、などがあります。

特にラグビー選手は勢いと根性がありますから、これらを自分で知らぬう

ちにやってしまっています。これをやると体の防御反応が働き、筋肉はさ

らに硬くなってしまいます。これに気をつけて実際にやってみてください。 

( 後に) 

我々OB に課せられた使命、それは一生ラグビーを楽しむことと現役の活

躍をサポートすることです。そのための合言葉になるのが『ストレッチ』

になると思うのです。自分にも、後輩にも、先輩にも、ストレッチをする

意識を持つことで素晴らしいラグビーと生活がおくられると考えています。

是非体の柔軟性を高め、90 歳や 100 歳になっても楕円球を追いかけられる

ようになりましょう！ 

 
 

 

 



六大学と八大学 

 

名古屋大 63 年卒 

大幢勝利 

 

本大会に名古屋大学と長崎大学が加わり八大学となってから、もう何年

たったか忘れるぐらいの月日が経ちました。ただ、私がこの大会に始めて

参加させていただいたのは、これももう何年経ったか忘れてしまいました

が、六大学ラグビーの時代でした。 
 

当時、私は旧帝大の OB を中心とした関東学士ラガー倶楽部でプレーをし

ておりましたが（今もしていますが）、ある時、一緒にプレーをしていた

東北大 OB で今は亡き鈴木賢次郎さんから、「六大学ラグビーと言うのをや

るから参加しないか？」とのお誘いを受けました。その時のふれ込みは、

「試合をやった後、バーベキューを盛大にやるから楽しいぞ」と言うもの

でした。六大学って一体何だろう？という不安もありましたが、バーベキ

ューと言う言葉につられて NTT 千葉のグラウンドに向かいました。その時

は、確か小樽商科大学のチームに混ぜていただき、幸運にもトライを取る

ことが出来ました。また、試合後の宴会も想像していた以上に楽しく、非

常に充実した一日であったと記憶しております。 
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これに味を占めたのか、八大学になるまでの間に、六大学ラグビーには

何度か参加させていただきました。特に印象深かったのは、私の学生時代

の監督であった佐藤浩之助さんと、九大チームで一緒にプレーをしたこと

です。佐藤さんが名古屋からわざわざ出てきて、なぜ九大でプレーしてい

るのか？ということが当時は謎でしたが、その後直ぐに名大から九大に移

られたので、謎は一気に解決しました。また、その試合には東大ＯＢで私

と同じ６３年卒のＫ君も出ていたのですが、彼はちゃっかり２トライも（全

て漁夫の利ですが）してしまいました。彼が一日に２トライしたのは生ま

れて初めてだったらしく、試合後直ぐに彼女に電話で報告していたことが

懐かしく思い出されます。そんなことを思い出す度に、あの時は若かった

のだなと言うことをしみじみと感じております。 

 

タイトルとは異なり六大学の話ばかりしてしまいましたが、八大学とな

り我が名大も幹事校として何とか大会を開催することができました。その

時幹事（といっても６２年卒の坂口さんの手助け）をさせていただき、多

くの方々のサポートがあってこそ、このような楽しい大会が成り立ってい

ることを痛感いたしました。本大会を六大学時代から支えて下さり、かつ

名大の参加を温かく迎えて下さった、鈴木賢次郎さんをはじめとする各大

学の方々に、この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。 
 

後になりますが、現在はラグビーをする度に怪我ばかりしてしまい、

少しプレーから遠ざかりがちですが、この大会には毎年ぜひとも参加しよ

うという意気込みだけは持ち続けたいと思います。 
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新たな出発 

               長崎大学 1984 年卒  杉浦 美徳 
 

 このようなところで、8 大学 OB 戦に関する寄稿をするということは、身

に余る思い出です。 

 

 さて、私にとって OB 戦というと、私が上京した当時、年に 1試合程度は

OB 会として集まっていたと記憶しています。現在、8 大学で使っている青

地のジャージも、その後の試合を想定して、背番号は「自主申告」で作っ

たと記憶しています。関東地区 OB の統一ジャージとしては 2 枚目で、1 枚

目は鶴の港、長崎を胸に象った紺白の縞のジャージでした。ですから、当

時、クラブチームでプレーしていたものの、2枚目ジャージを作ったときに

は、その後の OB 戦というものを楽しみにしていた記憶があります。また、

先輩の方々と酒を酌み交わすという意味でも楽しみにしていました。 

 その OB 戦もいつしかなくなってしまい、青地のジャージも使うこともな

くなってしまいました。OB 会そのものの交流というものも減っていきまし

た。ラグビーに関して言えば、毎週日曜日、クラブチームでの試合、練習

に没頭していました。 

 

 しかし、30 半ばの頃、練習試合でタックルにいった際に左腕をケガして

しまい、その後は年齢とともにラグビーから遠ざかっていました。そうし

た折、「8 大学 OB 戦へ参加」と聞いたときは、何か新しいことが始まると

いう思いがあったように記憶しています。 

 

 初めて 8 大学 OB 戦に参加したとき、各大学の OB の方々の参加人数の多

さに驚きました。そこに 8 大学が集まるのですから、結構な人数でした。

ですから、我が長崎大学としましても、8大学 OB 戦への 15 人以上、つまり

試合ができる人数の招集の絶対性を感じました。 

 

 そして、各大学の OB の方々の年齢の高さに驚きました。というのも、参

加当時、私も 40 歳近かったのですが、40 歳を過ぎての自分とラグビーは重

なっていませんでした。クラブチームでも 40 歳以上というと幹部数人だけ
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でしたから、40 歳を過ぎたらやるものではないという意識があったことは

否めません。多くの方々が 50 歳になっても、60 歳になっても続けておられ

る。それ以上の方もいらっしゃる。これは、自分への変革の第一歩となり

ました。 

 

 こうなると、毎年の 8 大学 OB 戦が待ち遠しくてたまらなくなりました。

開催時期を見計らって、そｎ1、2 ヶ月前から身体の準備を始めるようにな

りました。今思えば、ただひたすらに「いいプレーしたいな」、「トライ

したいな」と思う気持ちが強かったことを今でも覚えています。 

 

 現在、この 8 大学 OB 戦参加が契機となり、2 年前から不惑倶楽部・白パ

ンに属し、プレーしております。身体が動けるうちは、いつまでもラグビ

ーをやっていきたい、それは不惑の仲間の共通した考えでもあります。 

 

 後に、長崎大学経済学部ラグビー部 OB 会としましては、この 8大学交

流のイベントの価値というものを十分認識し、これからの活動の中心に据

えていくことで一致しております。そのため、長崎をイメージし、新たに

「西陵ラガーOB 会」として、この春活動を開始しています。 

 

 他大学の方々に負けない組織作りを目指して参りますので、皆様方のご

教示、ご鞭撻の程よろしくお願い致します。 
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編集後記 

「菱」については、ＩＴ化の波に乗って、Ｗｅｂ上に掲載することにな

りました。現在、ほとんどの方が、仕事に、個人的にインターネットを利

用されており、いいタイミングでホームページに掲載することになりまし

た。 

当面、「丸田のホームページ」に欄を作り、試行して見ましたが、何と

か皆様のご要望に応えることが出来たのかなと思います。 

http://www.minc.ne.jp/~kemaruta/

このアドレスは、いずれ、八大学専用のホームページに移行しますが、

それまではいつでも覗いてご覧下さい。 

今回の経験として、送られてきた原稿は、ほぼ 5分以内に掲載すること

が出来ます。この辺もメリットの一つかと思います。 

今後、皆様の経験と知恵を使って更に充実した「菱」を作って行きたい

と思います。 

平成１７年５月１３日 

九州大学 昭和４６年卒 丸田 堅次 

注：今回の表紙及び各頁のカットは、例年通り、北海道大学昭和３１年卒

の中村和夫氏よりご提供いただきました。 
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