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ご挨拶 

長崎大学 昭和 42 年卒 

大会会長 足立鉄生 

 

 八大学ラグビー親善大会は、一昨年、昨年と「秩父宮」「瑞穂」と関係者の並々ならぬ

ご尽力により、願ってもない大舞台で開催され、思い出に残る大会となりました。 

 本年度は、平成 22 年 5 月 15 日東京海洋大学越中島グランドで快晴のもと約 170 名が参

加して開催されました。 

 越中島グランドは「秩父宮」「瑞穂」をはさんで 5 度目となり（勝手ながら）ホームグ

ランドに戻っての開催となりました。両会場とは違った「我が家」での安心感、くつろぎ

を感じたのは私だけでしょうか？ 

 それもこれも東京海洋大学の格別の配慮で実現していることを忘れてはならず心から感

謝申しあげます。 

 

 各校対抗戦 3 試合のほかオーバー５０、オーバー４０の親善試合を含め 5 試合を行いま

した。 

桜岡レフェリーをはじめ日本協会、関東協会よりご協力いただきましたレフェリーのも

と、対抗戦では激しいプレイも随所に見られましたが、大きなケガや事故もなく無事に終

了することができました。 

 

 また昨年末には、恒例の年末講演会･忘年会も 12 月 16 日に小山台会館で開催され 100 余

名の参加者がありました。 

 講師には、ジャパンセブンの代表監督村田亙氏をお迎えしました。2016 年リオデジャネ

イロ五輪から正式種目に採用されたことに加え、直前のアジア大会での金メダル獲得もあ

って講演は大いに盛り上がり 90 分はあっという間に過ぎました。 

 

平成 23 年 3 月 11 日に東日本大震災が発生し、福島の原発事故も重なって日本は大変な

ことになりました。 

特に我らの仲間、東北大学の皆さまはじめ被災に遭った方々に心よりお見舞い申し上げ

ます。 

 

今こそ我らが合言葉“One for All, All for One”の精神を思い起そう。 

ガンバレ東北！ガンバレ日本！ 

 

 末尾となりましたが、幹事校として何とか役目を果すことができたのも関係各位のご尽

力、ご協力の賜物であり、心からお礼申し上げます。 
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第２２回八大学ラグビーOB 大会および活動報告 

長崎大学 昭和 58 年卒 井上 勝康 

１．八大学ラグビーOB 親善大会開催概要と試合結果 

 昨年度の大会は平成２２年５月１５日（土）に開催されました。会場は、昨年、一昨年

と秩父宮、瑞穂と続いた大型会場での開催から例年開催しております東京海洋大越中島グ

ランドに戻り、約１７０名の参加者を迎え開催されました。 

 当日は、朝から快晴に恵まれ日中は夏を思わせる暑さとなりました。大会終了後の懇親

会では、準備したビールがあっ言う間に飲み干され幹事校が慌てるほどの盛況のうち大き

なトラブルもなく無事終了となりました。 大会結果は以下の通りです。 
第２２回八大学ラグビーＯＢ会親善大会     開催日： 平成 22 年 5 月 15 日（土） 

長崎大学 北海道大学＋帯広畜産大学 ﾚﾌｪﾘｰ 

桜岡 将博 Ｔ数 Ｇ数 ＰＧ数 得点数 Ｔ数 Ｇ数 ＰＧ数 得点数 

前半 2 0 0 10 1 0 0 5 

後半 6 5 0 40 1 0 0 5 

第
１
試
合 

10:35 

～

11:15 合計 8 5 0 50 2 0 0 10 

東北大学 名古屋大学 ﾚﾌｪﾘｰ 

谷口 弘 Ｔ数 Ｇ数 ＰＧ数 得点数 Ｔ数 Ｇ数 ＰＧ数 得点数 

前半 0 0 0 0 1 0 0 5 

後半 1 0 0 5 5 1 0 27 

第
２
試
合 

11:35 

～

12:15 合計 1 0 0 5 6 1 0 32 

東京海洋大学 小樽商科大学＋九州大学 ﾚﾌｪﾘｰ 

吉村 秀靖 Ｔ数 Ｇ数 ＰＧ数 得点数 Ｔ数 Ｇ数 ＰＧ数 得点数 

前半 2 0 0 10 1 1 0 7 

後半 5 4 0 33 1 0 0 5 

第
３
試
合 

12:25 

～

13:05 合計 7 4 0 43 2 1 0 12 

５０超Ａ（橙色） ５０超Ｂ（水色） ﾚﾌｪﾘｰ 

桜岡 将博 Ｔ数 Ｇ数 ＰＧ数 得点数 Ｔ数 Ｇ数 ＰＧ数 得点数 

前半 1 1 0 7 2 2 0 14 

後半 3 0 0 15 1 0 0 5 

第
４
試
合 

13:10 

～

13:40 合計 4 1 0 22 3 2 0 19 

４０超Ａ ４０超Ｂ(橙色） ﾚﾌｪﾘｰ 

谷口 弘 Ｔ数 Ｇ数 ＰＧ数 得点数 Ｔ数 Ｇ数 ＰＧ数 得点数 

前半 2 0 0 10 1 0 0 5 

後半 2 1 0 12 0 0 0 0 

第
５
試
合 

13:50 

～

14:20 合計 4 1 0 22 1 0 0 5 

また、今大会では大会参加費収入から運営諸経費を除いた収益金８００００円を口蹄疫

の被害を被った宮崎県を元気づけようと頑張っている川南ラグビークラブに寄付させて頂

きました。詳しくは、決算報告とトピックスの川南レポートをご覧下さい。 
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２．年末講演会 村田亙氏を迎えて 
昨年末には、日本ラグビー界初の海外プロラグビープレーヤーとして有名な村田亙氏を

講師に迎え、講演会と忘年会を行うことができました。 

講師の村田氏は、いまさらご紹介するまでもない日本ラグビー界屈指のスクラムハーフ

にして 2016 年リオデジャネイロ大会から五輪競技となる７人制ラグビーの日本代表監督

として世界で活躍が期待されている方です。 

このような方を講師に迎えて、今年も八大学ラグビー年末講演会が開催できましたこと

は、ひとえにヤマハ発動機スポーツ振興財団と日本協会のご協力の賜物と心より感謝申し

あげます。 

平成２２年１２月１６日、会場はここ数年八大学ラグビー年末講演会・忘年会の会場と

して定着してきた感のある小山台会館です。会場設営には、地元小山台高校のラグビー部

員にも協力いただき、順調に準備が進みました。 

 

村田氏の講演の詳細は後段に帯広畜産大 OB の小林さんがレポートされていますのでご

参照下さい。 

７人制ラグビーを通じて今後の日本ラグビー全体をいかに発展させていくのかを熱く語

って頂きました。それだけではなく懇親会の間をぬって高校生ラガーに実地指導。村田氏

のラグビーに対する情熱はここでも遺憾なく発揮されました。 

 
高校生を指導する村田氏 

後になりましたが、平成２２年度は長崎大学の幹事にて無事に一年を終えることがで

きました。ご協力いただきました各大学の皆さまには心より御礼申し上げます。 
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北海道大学・帯広畜産大学 

 

参加者名簿：北海道大学 

卒年 名    前 卒年 名    前 卒年 名    前 

S45 後久 建二 S57 阿部 修司 H8 磯野 哲郎 

S49 森 隆茂 S60 斉藤 直樹 H8 横内 稔充 

S53 窪田 秀生 S61 夏井 貴史 H16 伏見 長彦 

S55 川端 亮二 H2 南 隆太 H17 岡田 淳平 

S55 野村 文明 H5 木村 欣晃 H17 長沼 寛之 

S57 村田 陽一 H7 内田 啓介   

参加者名簿：帯広畜産大学 

卒年 名    前 卒年 名    前 卒年 名    前 

S41 田中 一郎 S55 増田 和雄 S59 市川 和義 

S53 高畠 孝一 S56 広瀬 清 S63 小林 洋 

S53 君塚 修 S56 山口 恭史 H4 佐藤 賢司 

S55 大部 善之 S56 赤山 晋一   

S55 芝野 伸策 S58 田中 秀一   
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東北大学 

 

 

参加者名簿：東北大学 

卒年 名    前 卒年 名    前 卒年 名    前 

S48 海野 晴夫 H3 佐藤 研 H12 原 寛之 

S48 薬袋 啓一 H6 三笠 広介 H12 宮澤 英行 

S51 田中 直一 H8 神谷 和作 H13 佐藤 規行 

S59 山内 陽仁 H8 富塚 稔瑞 H14 吉田 健 

S61 安部 淳 H8 中村 孝也 H20 小ヶ口 彰寛 

S62 北嶋 知樹 H9 及川 英範 H20 岡田 尚也 

S62 伊藤 学 H9 茗荷 慎也     

S63 古郡 徹 H11 栄喜 健介     
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小樽商科大学・九州大学 

 

 

参加者名簿：小樽商科大学 

卒年 名    前 卒年 名    前 卒年 名    前 

S38 池田 晃一 S50 三浦 徹 H2 山田 浩司 

S39 石川 秀雄 S57 髙崎 明 H2 中谷 孝志 

S42 酒井 克臣 S57  市原 昭一 H7 小林 義典 

S46 佐藤 貞直 S59 海野 格 H16  田中 雄三 

S49 中島 文雄 S59 出村 泰樹 H19 森岡 伸和 

S49 木呂子 真彦 S63 飯島 正人 外部 津上 裕三 

参加者名簿：九州大学 

卒年 名    前 卒年 名    前 卒年 名    前 

S45 中村 恒美 S52 福島 洋 H19 高橋 英樹 

S47 佐藤 徹法 S59 原 浩 H19 南 優児 

S47 久野 哲 S62 東田 外史   興梠 智美 

S47 松岡 繁 H10 竹本 寿久   伊藤 伸市 
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東京海洋大学 

 

 

参加者名簿：東京海洋大学 

卒年 名    前 卒年 名    前 卒年 名    前 

S30 元山 泰彦 S50 濱武 和雄 S57 角田 晃 

S36 片山 俊彦 S51 石川 忠義 S57 黒岩 光之 

S37 小澤 毅 S52 所 英樹 S58 小泉 哲也 

S40 清水 宇門 S53 吉永 辰雄 S63 竹村 一郎 

S40 谷 文彦 S53 中村 渡 H13 蓮見 正樹 

S42 松井 都四郎 S54 井上 正彦 H16 角屋 晴紀 

S43 石川 泰久 S55 荒井 渉 H16 和泉 圭 

S45 刑部 修 S55 中川 利夫 H16 佐々木 洋介 

S46 藤原 成一 S56 菅宮 幸夫 H16 脇坂 幸造 

S47 吉村 秀晴 S56 山田 勝紀     

S47 後藤 憲幸 S56 安井 慶次郎     
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名古屋大学 

 

 

参加者名簿：名古屋大学 

卒年 名    前 卒年 名    前 卒年 名    前 

S28 笠原 尚夫 H1 松野 貞人 H18 水野 雄介 

S35 木内 幹夫 H2 小林 和義 H19 河合 司 

S41 池田 兵衛 H6 服部 肇 H19 虎澤 裕大 

S50 塩野 和則 H6 森綱 健之 H20 藤川 理大 

S57 棚瀬 竜雄 H12 壱岐 一也 H20 久保 知也 

S62 坂口 敏博 H13 神野 将志 H21 西尾 早 

S63 大幢 勝利 H14 園田 哲平 H22 加藤 圭祐 
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長崎大学 

 

 

参加者名簿：長崎大学 

卒年 名    前 卒年 名    前 卒年 名    前 

S42 木下 敏昭 S52 福留 克巳 H2 隠崎 大山 

S42 佐々木 和行 S53 山崎 仁介 H2 紀伊 博孝 

S45 吉田 一久 S55  池田 研二 H4 梶村 数弥 

S45 伊藤 正 S55  岡部 直樹 H20 中山 彬 

S46 近藤 善行 S56 国広 昭彦   高野 祐輔 

S46 松原 広輝 S58 井上 勝康   齊藤 直哉 

S48 飯盛 佳克 S59 杉浦 美徳   永山 正隆 

S48 内田 恒夫 S59 中村 博之   武林 浩仁 

S48 平山 修 S59 大森 謙太   日高 敏雄 

S49 柴富 邦史 S60 中園 哲雄   関口 隆史 

S49 田川 恵一 S60 谷井 裕   文 智彦 

S50  河野 尚久 S61 赤木 浩一     
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オーバー50 

 

 

オーバー40 
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年末講演会『7 人制ラグビーについて』 
 

◆講師略歴 

村田 亙（むらた わたる） 

1968 年、福岡県福岡市生まれ。小学 2 年生でラグビ

ーを開始。東福岡高校、専修大学卒業。1990～1999

年東芝府中、向井昭吾監督のもと 1996 年度からの日

本選手権 3 連覇に貢献。1999 年フランスリーグのア

ビヨン・バイヨンヌとプロ契約し、日本人初のプロ

選手となった。2001 年ヤマハ発動機ジュビロに移籍。

トップリーグ 年長出場記録（40 歳）を持つ。2008

年現役引退。同年、7人制ラグビー日本代表監督に就

任し現在に至る。現在ヤマハ発動機スポーツ振興財

団勤務。 

 

 

みなさんこんばんは。ただいまご紹介いただいた 7 人制ラグビー日本代表「金メダル」

監督（笑）の村田亙です。よろしくお願いします。（拍手） 

今日ここに急遽ラグビーボールを持ってきていただいたのですが、これを持ってきてく

ださった方、こちらへ上がってください。小山台高校ラグビー部マネージャの石渡千明さ

ん、どうもありがとう。お礼にアジア大会のバッジを差し上げます。（拍手） 

せっかくなので、小山台高校のスタンドオフはいませんか？ いない、じゃスクラムハ

ーフは？ 

名前は？ 井上順君、せっかくなのでパスをしたいと思います。（笑） 

（ストレートパスとスクリューパスを舞台上で交わした後、会場の通路を使って長い距離

でも披露。大拍手。以下、文章を簡略化して記述。） 

■タックル大好き小学生 

私がラグビーを始めたのは小学校1年生の時から。その前はピアノを1年間習っていて、

赤と黄色のバイエルを終えたところで、ラグビーを始めた。ラグビーはその前に私の兄が

やっていて、弟の私も興味を持った。楕円のボールを転がすといろんなところに転がる。

それがもう面白くてしょうがなくなり、私も兄に続いた。それが馴れ初め。 

少年ラグビーでの私のポジションは、スクラムハーフではなくてフルバック。なぜそこ

になったのかはわからないが、いちばんうしろで、抜けてくる相手に対してタックルに行

く。すると歓声がわく。小さいながら、タックルは大好きで、足元に絡みついて倒すと、

歓声がわく。その歓声を聞くのがすごくうれしくて、タックルが好きになった。 

ただ、そのように試合を楽しんだのは小学校 6 年生まで。その頃になるとまわりのみん
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なは背が伸びるのに、私だけなかなか大きくならなかった。当時の身長が、中学に入った

頃で 131cm なので、6 年生の頃はおそらく 120cm 台。たぶん当時のコーチの方々も、これ

以上は危ないと判断したのか、試合には出してもらえなくなった。 

それから 4 年間は、そのラグビースクールではいわゆるレギュラーの試合には一度も出

ていない。そのかわり、中学（城南中学）では 2 年生からレギュラーで出ていた。活躍し

たかどうかはわからないが、試合には出させてもらった。しかし中学のチームは強くなく、

2年 3年と公式戦は一度も勝てなかった。勉強は苦手だったが、1年間猛勉強をして入った

のが昨年日本一になった東福岡高校。 

当時の東福岡は、あまり評判がよろしくなかった。ラグビー部の 3 年生は 6 人だけ。皆

剃り込みを入れていたり、長い学ランを着ていたり、おかしな格好の人が多く、あまりガ

ラがよくない。でも同じラグビースクールの友人も何人かいたし、先輩もラグビー経験者

がいた。1割が経験者、9割が素人という集団。そこで 2年生のときに全国大会に初めて出

場できた。当時の身長は 159cm。 

花園の思い出といえば、前後半 60 分の内、55 分まで、まわりが全部「白黒状態」。そ

のぐらい何をしてるのか、全くわからない。残り 5 分になってようやく「白黒」が「カラ

ー」になった感じ。その時に点数を見たら 4 対 8 で負けている。これはやばいとわれに帰

って、5分間一生懸命パスを出して走ったが、時すでに遅しで、1回戦で敗退。 

その後、専修大学、東芝、フランス、ヤマハと 40 歳まで現役をさせていただいたが、そ

の間のことは、4 年前に今日もお見えのラグビージャーナリストの大友信彦さんが『奇跡

のラグビーマン』という本にまとめてくださっているので、ぜひ読んでいただきたい。 

■世界の 7 人制ラグビーは今どうなっているか 

私は現在、筑波大学の大学院で修士論文を書いている。7 人制のナショナルチームが、

他国に勝つために、2016 年オリンピックでメダルを取るための研究がそのテーマ。 

15 人制では南半球、イングランドといったあたりが強いが、7 人制では今年、サモアが

世界一になった。7 人制ラグビーはワールドセブンズシリーズといって、F1 のように、毎

年 8カ国で 8大会を開き、ポイントを競っている。 

NZ がはじめの 6～7 年優勝しているが、今年は 2 位だった。フィジアンマジックといわ

れているフィジーも強い。変わったところでは、ケニアが 8位にいる。ここ 7～8年、7人

制に特化して強化をしており、アフリカ版フィジーチームともいわれている。 

日本はどのぐらいなのかというと、だいたい 12 位から 15 位ぐらい。過去には、ワール

ドセブンズ東京大会のプレートという 2 番目のグループで優勝している。私が監督になっ

て 3 年目だが、今年はアデレード大会のシールドという 3 番目のグループで、初めて優勝

した。シールドなので世界で 13 位。ラスベガス大会では、昨年の優勝チームでドバイのワ

ールドカップで準優勝だったアルゼンチンに日本代表は 7 対 0 で勝っている。このアデレ

ード大会ではフランスにも勝っている。少しづつではあるが、実力を向上しつつある。 

先のアジア大会は 2 連覇がかかっており、かなりのプレッシャーもあったが、トップリ

ーグの選手が 12 名集まり、そのうち 9名が現役のレギュラーということで、期間は短かっ

たがなんとか勝つことができた。 
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世界の強豪国と何が違うのかというと、まず選手選考が違う。NZ とフィジーの監督にイ

ンタビュー調査をさせてもらったところからいうと、どちらも、また香港、韓国、中国も、

選手を 1 年間固定して行動できるようにして、その選手で全ての大会に参加できるように

している。 

NZ だと、だいたい 30～40 人を選考して、そのうち 20 人と選手契約をする。それはフィ

ジューも同じ。30～40 人を 3週間から 1ヶ月間の長期合宿に集め、そこで 後まで残った

のが代表だと言わんばかりの練習をして、20 人を選ぶ。それで 1年間同じメンバーで、ワ

ールドセブンスシリーズなどの大きな大会に参戦している。 

一方、日本代表は、その 8大会のうち、3大会にしか参加できない。ラスベガス、香港、

アデレードだけ。さらに多くの大会に参加するためにはもっと実力をつけ、常にアジアで

トップに君臨していなければならない。そのためにも、選手を選考した段階でほんとうは

固定していきたいのだが、選手は全てトップリーグの主力選手でもあり、トップリーグの

試合があるとそちらにいってしまう。 

NZはウェリントン大会と国内大会がある程度だが、フィジーは年間30大会ぐらいあり、

頻繁にセブンズの大会をやっている。これはお国柄なのか、村ごとにチームがあり、それ

が集まっては毎週のように大会をやって、しのぎを削っている。その中から選ばれる 20 名

は、ほんとうに世界レベルの選手ばかり。 

香港は、一番有名な香港セブンズという大会があるが、バックボーンは今年からセブン

ズのオフィシャルスポンサーになった香港上海銀行（HSBC）が香港代表も支援している。

今回のアジア大会でも決勝戦を戦っているし、アジア大会前のマレーシア、シンガポール

でも当たっている。大きなライバルであることに間違いはない。 

■強化の課題 ～7 人制と 15 人制 

オリンピックに向けて、どういう強化をしていくか。 

私が思うに、小学生はまずタグラグビーでボールに触る。中学生はタッチラグビーで 5

人制ぐらいから。高校生で 7人制と 15 人制を両方。大学生は 15 人制に特化していくが、7

人制にも参加してもらう。トップリーグはもちろん 15 人制がメイン。そちらは 2019 年に

ワールドカップが開催されるので、両方とも追いかけなくてはならない。7 人制の成功が

15 人制につながる。 

現に私は、7人制の選手を見てきて今年で 3年目だが、その中から 15 人制の日本代表に

行った選手は 10 人近く、A代表も含めれば 10 人以上いる。 

7 人制のいいところは、先に「世界」を経験できること。アジアレベル、ワールドセブ

ンスシリーズの世界レベルを経験する。そこを経験すれば間違いなく、チームへいいもの

を還元できる。 

ひとり、トヨタの試合には 1 試合しか出なかった選手を、昨年の 6 月の台湾の大会から

呼んだ。9 月の上海を経て、10 月のマレーシア、シンガポール大会では中心選手になって

いて、昨年は 2 年に一度の東アジア大会ではキャプテンを任せた。そこで優勝し、香港、

アデレードでも活躍し、4 月終わりには、15 人制の日本代表候補に選ばれた。トヨタでは

1 試合しか出なかったのに、飛び級で、日本代表候補に選ばれ、先日のアジア大会でも、
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途中から参加してもらい、その前にロシア戦では、スタメン 9 番で出場しました。彼は和

田耕二といって、法政大学出身。今年は 3 年目。現在の彼があるのはセブンズを経験した

からこそではないか、と思っている。とにかくいい選手を育てて、日本代表に送り込むと

いうのもひとつの仕事。 

しかし正直言えば、こっちでもっと育てていきたいのに、どんどんつまみ食いのように

持って行かれる（笑）のも困ったもの。そこらへんはコミュニケーションをとっていきた

いと考えている。 

■バイヨンヌのデビュー戦で町の人気者に 

カタい話はそのぐらいにして、私が、10 年前にフランスのバイヨンヌというチームに

プロ選手として 2シーズン過ごした。その頃の映像をご覧にいただきたい。 

（ビデオ上映：11 年前のテレビ朝日「ニュースステーション」で取り上げられたもの。

長島三奈キャスターが登場。初めてプロ選手としてフランスに行き、 初の試合＝31 歳の

デビュー戦での活躍をレポートしたもの。） 

デビュー戦は開始 2分で初トライ、15 分でトライをアシストできた。その時点で私は人

口 4 万人のうち 1 万人が同じスポーツクラブ（＝バイヨンヌ）の会員という小さな町の人

気者になった。 

それ以降、2 シーズン、44 試合にほぼ毎回レギュラーとして出場し、活躍することがで

きたのも、まずはデビュー戦で結果を出すことができたことが、その後の人生につながっ

た。今の言い方では「村田持ってるな」。（笑） 

しかしこの後がたいへんだった。デビュー戦はよかったが、フランス語が全くわからな

い。このときはテレ朝のクルーも、長島三奈さんもいて、少し気持よくラグビーができて

いたのものの、そのクルーが帰ってしまうと、私は一人ぼっち。家族が来るのはその 1 ヶ

月後。 

家も決まり、一人で引越し。日本から持っていったのはダンボールが 5 個。ラグビーの

ボールとスパイクが 5足ぐらい。私服もほとんどなく、手ぶら同然。 

クルマはスズキ自動車が一台提供してくださった。フランスは右側通行だが、たびたび

練習後に気がついた

ら左を走っていた。

（笑） 

あちらではサーク

ルといって、信号が

あまりない。他のク

ルマがいなければ行

くし、いれば止まる。

こういうところにも

シャンパンラグビー

の判断のよさの一端

があるのかなと。 
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■プロ選手を見る目は厳しい 

夕食は練習の後ならクラブハウスで出るが、朝と昼が問題。近くのパン屋さんで毎日フ

ランスパンを買う。焼き立てのフランスパンはほんとうに美味しくて、毎日 1 本。昼はい

ろんな店にチャレンジ。パスタにすることが多かった。 

メニューに英語が書かれてあればなんとかなるが、フランス語だけだとほんとうにわか

らない。そういうときは店員さんを呼んで、他のテーブルを指して「同じもの」。こうし

てジェスチャーはかなりうまくなった。 

サッカーのトルシエ監督はオーバーアクションだが、フランスにいてその理由がよくわ

かったような気がする。バイヨンヌの監督もいっしょ。身振り手振りがほんとうに達者。

まさにオーバーアクション。あれは我々選手に対してやっているのではなく、多分、観客

に対して、選手は俺が言ってないことをやっている、今のは俺のせいではないぞ、…とい

うことをアピールしているのではないか。 

その傾向は監督ばかりではない。フランスでは選手も同じ。トライを取られると、日本

だとみんな集まって、次はいくぞ、とか言っているが、フランスではまず集まらない。な

にかというと文句の言い合い。お前のタックルが悪い、いや俺じゃないあいつだ、…とな

る。そこで、しゃべれないと 終的には私のせいになる。やっぱりワタだと。それで私が

何いってんだかわからないという顔をしていると、ますますワタだ、となってしまう。（笑） 

当時のフランスはプロリーグとはいえ、プロ選手は私と NZ から来た選手の 3人しかいな

い。その他は基本的にはアマチュアで、9 時から 5 時まで仕事して、練習は 6 時から 9 時

頃まで。彼らは学生だったり、仕事をしたりしているが、出場給と勝利給を受け取るだけ。

プロは固定給があった。そこが違う。 

試合に負けると、我々プロの写真が新聞に出る。それはそれで、取り上げてくれるから、

うれしかったが、1 年ぐらいいて、フランス語が分かるようになってから見ると、プロの

活躍がなかったから負けたんだとか書かれている。そのぐらいプロに対する目は厳しかっ

たんだなと思う。 

そんな中でどうして頑張ってこれたかというと、やはり、妻と娘が日本から来てくれた

ことが大きい。これでちょっと食事のほうは落ち着くかなと。しかし今度は妻と娘が慣れ

ない生活からホームシックにかかってしまう。 

日本ではたくさん友達がいたのに、あちらでは日本人家族は 3 世帯だけ。ひとつは私の

家族、あとの二家族は郊外に住んでいたのでほとんど交流がなかった。 

今思えば、そのように周りに日本人がいなかったことが幸いして、フランス人に仲のい

い友だちができて、そこで妻は妻なりにコミュニケーションがとれれるようになったよう

に思う。私はラグビーをやっていれば、どんどんフランス語が上達した。 

妻と娘がよく行ったのが隣町。そこからは大西洋が一望できて、それがとても気持ちい

い。自然を感じることができた。フランスのリゾート地といわれるところでスペインにも

ほど近いところ。そこに行ってずいぶん癒された。 

■40 歳まで現役でいられた理由 
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そうこうしているうちに日本に戻ってこないかというオファーがあった。二人の東芝の

大先輩から声をかけられた。一人は今夜はお見えになっているヤマハの花岡監督。もう一

人は現在コカコーラの向井監督で当時は日本代表監督。その二人から声をかけられ、妻も

二人目の子供を身篭ったこともあり、四回目のワールドカップを目指して日本に戻ってき

た。 

花岡さんの熱いラブコールでヤマハに行ったが、当時のヤマハは入れ替え戦を経験する

ようなチーム。そこでの私の仕事はフランスの経験を伝えることだった。 

フランスではワインをよく飲んだが、日本に戻ってからはみんなと酒を飲むことはほと

んどなくなり、とにかくプレーで見せようと思った。ヤマハはその年から強化を始め、た

ちまちリーグ戦 2 位、二年目には全勝で関西を制し、三年目はトップリーグ 3 位、四年目

にはトップリーグ 2 位で、マイクロソフトカップでは古巣東芝と決勝で当たることができ

て、そこが私のラグビー人生での第二のピークだったのかなと思う。 

ワールドカップは行けなかったが、そのことによって、現役を続けることができたし、

現役を続けることによって、日本 年長 37 歳で日本代表にもなれた。 

後に 40 歳で現役を退いたのだが、どうしてそこまで続けられたのか。そこには同じヤ

マハ発動機のジュビロというサッカーチームにいた名選手の存在も大きかった。 

ある時プールで偶然会った。「ワタよろしくね。俺ゴンだよ。ゴンて呼んで」と握手を

求められた。彼はその時から 40 歳までやると言い、今もコンサドーレ札幌に移籍してやっ

ている。その彼との 後の交流が NHK で放映された。よきライバルであり、同い年、同じ

9番ということで、よき友だった中山雅史選手も私を支えてくれた。 

（ビデオ上映：NHK 土曜スポーツタイム「アナザーストーリー」 後の試合と引退セレモ

ニーの映像。40 歳まで現役を続けようと誓い合い支えあったという内容。） 

■オリンピックとワールドカップ＝新たな夢 

後に申し上げたい。私には新たな夢がある。 

ひとつは 7 人制ラグビー、オリンピックでメダルを取ること。6 年後に私がどういうポ

ジションにいるかは分からないが、ここまできて、オリンピックの種目になった以上、ま

ずはしっかりと選手をサポートして、よりよい環境で選手を伸ばして、15人制に輩出して、

いっしょに 7人制も強化できればと考えている。 

そして 2019 年には日本でワールドカップが開催される。これはほんとうに凄いこと。そ

れはラグビー関係者しか分かっていない（笑）ことだけれど、それをどうやって日本国民

にアピールしていくか。 

ひとつはテレビ。これは影響が大きい。NHK の取材が増えた。取り上げられる機会が増

えた。そこはチャンス。 

7 人制は男子だけではなく女子もある。競技人口はまだ 500 人ぐらい。そこで 6 年後と

なればみんなにもチャンスがある。さっきのマネージャにもチャンスがある。ここはもし

かしたら女子のほうがチャンスがあるかもしれない。中国は広州大会の前、7 ヶ月合宿を

していたという。中国はオリンピックとなると必ず強化に乗り出す。韓国も今から 10 年以

上前ではほんとうに強くて、日本はとても勝てなかった、世界のベストフォーまでいった
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国は当然強化してくる。香港も同様。そういう中で日本は 7人制でも 15 人制でもトップで

いなくてはならない。 

その先に 9 年後のワールドカップ日本開催が待っている。ここで監督やりたいな、とい

う夢もある。まだ全然先の夢で、まだ目標にもなっていない。けれども、夢はどんなこと

でも、その志を持ち続けなければ実現しない。 

私はいつも高い志を持ってきた。おかげで、ファンやサポーターや関係者の方々に応援

してもらってここまでこれた。今日この場で、皆さんは私のサポーターになってくださっ

たと思っている。（拍手） 

みんなと共に、2016 年と 2019 年、そして 2020 年にもオリンピックがある。この十年間

ラグビーと関わっていきながら、日本のラグビーが世界と対等に戦えるように、サポート

していきたい。 

幸いなことに、私の部下には岩渕健輔という素晴らしい人材がいる。彼はハイパフォー

マンスマネージャという全カテゴリを受け持つポジション。彼と私とでここ 2 年半、7 人

制を強化して右肩上がりの結果がついてきた。 

彼はもしかするともっと上のカテゴリに行って、数年後には私のもとにいないかもしれ

ない。それはうれしい半面、これまで彼がいたからこそ私もできたということがあるので、

なるべくならば、彼と共に働いていきたいと思っている。 

そろそろ予定の時間。ご静聴ありがとうございました。（拍手） 

■質問とこたえ 

Q 7 人制と 15 人制について、強くしようと思ったら、7人制だけで強化したほうがいいの

か、15 人制といっしょにやるほうがいいのか、ということで、競技の特性としてどうな

のか？ 

A 外国のように日本も 7人制に特化していきたいということはある。しかし現状では、ト

ップリーグのトップ選手、6 番 7 番 8 番とバックスの足が早くて強くて体型があってハ

ートがあってという四拍子そろったような選手が新戦力になると思う。7 人制は 1 試合

よくてもダメで、今回は 3日間で 7試合ある。決勝の日は朝昼晩とゲームがある。その

7 試合目で 後まで走れる選手が必要。そういった意味ではほんとうにハートがモノを

いう 7人制を経験すれば、その選手は 15 人制に行っても必ず活躍してくれる。 

 

Q 強いチームで、7人制だけのチームはある？ 

A ない。全部が 15 人制のチームを持っていて、そこから 7 人制メンバーをピックアップ

している。 

 

Q 7 人制だけという考え方があってもよさそうだが？ 

A これは考え方だが、流通経済大学で龍ヶ崎セブンズという大会がある。そこでは流経大

の選手プロップ 7人集めて大会に出てきている。意図は多分、おもしろいラグビー、モ

ール攻撃をやったり、スクラムを押したりということを考えているのだろうが、だいた

い大差で負ける。（笑） 
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Q 小学生はタグ、中学生はタッチという話があったが、現状の子供のクラブはどれも 15

人制を念頭においている。7 人制を理解している指導者はいないのでは？ ラグビース

クールで 7人制育成のプログラムとかは考えているのか？ 

A ラグビースクールでは既存の 7人、9人、12 人ということものがあるので、まずはそこ

で評価していただければいいかと。私が先ほど「まず 5人制から」といったのは、一般

の小学校、中学校の体育の中でやっていただく際に、全員に楕円球に触れてもらうとい

うところで考えているもの。そこで少しでもラグビーに興味を持ってもらって、そこか

ら部活に入るとか、ラグビースクールに入るという形で発展してもらえればいいという

考え方。もうひとつの育成という面では、セブンズアカデミーを年に 4回やっているが、

それに加えて、各地に出かけて、7 人制に特化した指導会をやろうとしている。そこも

岩渕君が中心になってプログラムを作成中。少しづつ環境を整えていこうと考えている。 

 

Q 村田さんの本、お世辞抜きにすばらしい。何回読んでもいい。ラグビーに限らず、スポ

ーツを愛する方全てに読んでもらいたいと思います。 

A ありがとうございます。後で本にサインさせていただきたい。（笑）（拍手） 

 

Q 国内での 7人制の大会は？ 

A 日本協会では検討している。国体の少年の部は 7人制でという話が出ている。国内大会

を増やすことも重要で、来年の 4月に東京セブンズが企画されている。露出をだんだん

増やしていかなくてはならないし、それが 15 人制への関心を高めることになる。いつ

までも「おまけ」ではなく、7 人制で世界に出て行くということを真剣に考えていくこ

とが重要。 

 

 
まとめ：小林誠（帯広畜大 OB） 
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川南ラグビークラブからのメッセージ 
 
 
 
 

 
 

2010 年 4 月 20 日（火） 都農町にて口蹄疫が確認される（初発） 

4 月 21 日（水） 
川南町にて口蹄疫が確認される。当事者及び関係者、対策に忙殺され始める。 

児湯ラグビー協会理事会に代理出席（県民総合スポーツ祭、高鍋高校 OB 会の大分舞鶴高校 60 周年記念招待試合参加について）。 

4 月 23 日（金） 県民総合スポーツ祭申込（児湯郡体育協会） 

4 月 29 日（木・祝） 口蹄疫の影響により練習参加者減少（参加 9 名）。 

5 月 2 日（日） 練習参加者さらに減少（参加 7 名）。 

5 月 6 日（木） 練習は壊滅的に（参加 3 名）。 

5 月 7 日（金） 5 月 9 日から 2 週間の練習中止が決定。 

5 月 10 日（月） 
メンバーの酪農家・黒木俊勝の牛が口蹄疫に感染との情報あり。夜、俊勝にメール。 

お見舞いと激励、また今回の件を時系列にまとめるよう伝える。 

5 月 11 日（火） 「川南をラグビーで元気にしよう！（案）」計画書作成。 

5 月 12 日（水） 夕方、計画書をもとに相談。夜、飲みながら語る。 

5 月 13 日（木） 俊勝に電話。ラグビーがまた俊勝自身が復興のシンボルになる旨を伝え意思を確認。部員の数名に、14 日の打ち合わせを打診。 

5 月 14 日（金） 打ち合わせ実施。参加者 4 名の賛同を得る。また 16 日に募金活動を実施することを決定し、その旨すぐに連絡。 

5 月 15 日（土） ペットボトルの募金箱を製作。募金活動の場所を選定。A コープ、直売所、スーパーなど。『日経ビジネス』取材。 

5 月 16 日（日） 第 1 回募金活動（231,882 円）。9 時～12 時、参加 12 名。 

5 月 22 日（土） 第 2 回募金活動（246,160 円）。9 時～11 時半、参加 9 名。14 時～17 時、参加 11 名。『日経ビジネス』取材。 

5 月 23 日（日） 2 週間の練習休止期間を経て、土砂降りのなか練習再開。参加 8 名。農文協（記者＋写真家）、『日経ビジネス』取材。 

5 月 25 日（火） MRT（TV）ディレクターより電話（週末の募金活動及び練習の取材依頼）。 

5 月 29 日（土） 第 3 回募金活動（224,921 円）。9 時～12 時、参加 22 名。MRT 取材（あっぱれ宮崎）。16 時～18 時半、参加 8 名。 

5 月 30 日（日） 練習（参加 16 名）。MRT 取材（あっぱれ宮崎）。14 時から高鍋高校練習、参加 12 名。MRT 取材（あっぱれ宮崎） 

6 月 3 日（木） 平日練習を 1 ヶ月ぶりに再開、参加 11 名。 

6 月 5 日（土） 第 4 回募金活動（200,110 円）。9 時～12 時、参加 13 名。16 時～19 時、参加 10 名。 

6 月 6 日（日） 練習、参加 20 名。 

6 月 8 日（火） 『ラグビーマガジン』取材。                      （ここまで、川南クラブマネージャからの資料による。以下は帯広 OB・小林が補足）

・・・・・ （口蹄疫による牛、豚等の殺処分は約 29 万頭。） 

9 月 12 日（日） 九州トップクラブリーグ初戦勝利。 

10 月 1 日（金） 
監督と内野宮町長、日本協会において「宮崎を元気にする！復興ラグビー祭」発表記者会見。 

東日本トップクラブリーグ 10 チームが正ジャージ姿でそろい踏み。 

11 月 22 日（日） 九州トップクラブリーグ終了。3 勝 1 分 1 敗で 2 位。 

2011 年 1 月 21 日（金） 宮崎市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザ発生確認。24 時間体制の対応始まる。 

2 月 19 日（土） 新燃岳噴火による降灰除去作業にメンバー5 名がボランティア参加（都城市）。 

3 月 14 日（月） 東日本大震災の被害に鑑み、3 月 19～20 日に開催予定だった「宮崎を元気にする！復興ラグビー祭」の中止を決定。 

 

八大学ラグビー会の皆さん！ 
口蹄疫で疲弊していた当時、私たち並び
に本町に対しまして、物心両面に渡りご支
援くださりありがとうございました。 
現在は、復興へ向け地域一丸となって頑
張っております。 
また、頂いたご恩を少しでもお返しできま
すように、頑張り抜きますのでこれからも
ご指導の程よろしくお願いします。 
「ラグビーの絆」に感謝！ 

マネージャー 河野 英樹

八大学のＯＢ戦を、是非川南町で実施して
くださいませんか？ 
心からお待ちいたしております。 
① 芝生の広大なグランドは無料。 
② 食べ物、飲み物（特に焼酎）が美味い。
③ 女性が驚くほど綺麗です（多分）。 
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被災地からの one for all・・ 

                          
北海道大学 昭和 56 年卒 

広瀬 歩 

 
東日本大震災で亡くなられた方々のご冥福をお祈りすると共に、 

被災者の皆さまに心からお見舞いを申し上げます。 

 
マグニチュード 9.0 

大震災当日の 3月 11 日 14 時 46 分、私は石巻港近くの職場、星光ＰＭＣ石巻製造所の事

務所 2 階にいた。ガタッと音がして小刻みな揺れを感じた次の瞬間、ドーンという音に続

いて激しい揺れが襲った。PC のモニターが、デスクが、まるで遊園地のアトラクションの

ように左右に揺れる。 

 

揺れは１分ほどでおさまり、タンク類の点

検をしようと慌てて外に飛び出すとまた

大きな余震が襲ってきた。思わず座り込ん

だところで隣の事務所のTさんが走ってき

て、『おい！広瀬さん！大津波警報が出た

ぞ！高台に避難しなくちゃだめだ！！』と

上ずった声で叫んだ。 

 

すぐに会社のトラックに飛び乗り、通り

を隔てた高台へ向かった。しかし想像して

いた津波はせいぜい 50cm から 1m。大津波

警報なんて大げさな・・と内心半信半疑

であった。ようやく高台に到着すると、『茨

城では 10m の津波予報が出たらしいぞ！』

と興奮した声が聞こえた。茨城？10m？まさか！！ 

 
大津波 

空はいつの間にか厚い雲で覆われていた。10 分ほど経っただろうか。遠くからゴーッと

低い轟音が聞こえてきた。あれは一体何の音だ？轟音は徐々に大きくなり、下を見て思わ

ず息を呑んだ。沢山の車と信号機が、まるでおもちゃのように薙倒されて重なり合い、川

のように流されていく。みるみる間に水かさが増していき、津波は目の前で信じられない

スピードとパワーで、あっという間に全てを呑み込んでいった。私たちは茫然と声もなく、

ただただその様子を見つめていた。 

 

有事に避難所として指定されていた門脇中学校へ向うと、体育館は避難した人々でごっ
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た返していた。ラジオからは東北各地の被害の大きさが次々ニュースにのって伝わってく

るが、石巻市の情報は全くといって良いほど入ってこない。石巻市の中心部が浸水して水

が引かないため、メディアが市内に入ることができなかったらしい。人々の無言の様子が

かえってショックの大きさを表していた。 

 

 陽が落ちると辺りは文字通り漆黒の闇となった。外を見ると南の空が赤く染まっている

のが見えた。燃えた家が津波で流され小学校に激突し大きな火災になったという。火が避

難所の中学校に迫っているという情報もあり、しばらくパニックはおさまらなかった。 

 
焼失した門脇小学校 

 
3 月でも東北の寒さは厳しい。全ての通信が途絶え、浸水によって身動きが取れないな

か、多くの人が連絡の取れない家族や知人、友人を案じ、不安と心配とで眠れぬ夜を過ご

した。 

 

冷え冷えとした中学校の体育館で折りたたみ椅子に腰かけて、今頃家族がどれだけ心配

しているだろうかと思いながら私もその夜は一睡もできなかった。 

 

翌日の朝、日和山の見晴らし台に行った。目の前に広がる光景に私は胸が一杯になった。

戦後の焼け野原とはこのようなものではなかったか。市内南浜町は鉄筋の市民病院と西光

寺の他は何ひとつ残っておらず、私が毎日自転車で通っていた道沿いの旧北上川は、川に

架かる橋の上に瓦礫と車が幾重にも重なり合い、黒く重い泥が辺り一面を覆っていた。 

昨日までごく普通に生活を送っていた街は、見渡す限りことごとく破壊されてしまって

いた。 
 
仙台～千葉 

震災から 5日目の 15 日に本社からの車で避難所を出て仙台へ向い、営業所長のご自宅に

4 泊お世話になった。電気は通じていたが水とガスは復旧しておらず、泊めて頂くのは本
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当に心苦しいばかりであったが、ご家族の明るい様子に救われた。 

 

9 日目の 19 日には一旦千葉の自宅に戻った。仙台に移ってから携帯で何度か話したが、

顔を見て妻はやっと安心したようであった。後でわかったことだが、携帯から無事だと家

にメールを入れたあと全ての通信が遮断されたため、妻は私が高台のビルの屋上に取り残

されていたと思い相当心配したようだ。私が津波を避けられたのか、どこに避難したのか、

一人なのかどうか全く情報が得られなかったからだ。 

 

 今回の震災で通信手段が全滅の中、Twitter と SNS が活躍したと聞いた。私たちの世代

ではなかなか馴染みがないが、今後のことを考えて有事の時の連絡方法を家族で決めてお

くと良いと思う。 
 
再び石巻へ 

29 日には再び復旧活動のため石巻に戻った。驚いたことに私の住むアパートは、3 階だ

ったこともあって被害は殆どなく、ほぼ無傷であった。旧北上川の堤防から 500m ほどの場

所であったが、基礎をしっかり入れていたこと、周りの住宅より 1m ほど床下部分が高かっ

たことが幸いしたようだ。家の中を見る限りでは、悲惨な大震災があったことなど信じら

れない。改めて津波の破壊力を思い知ったような気がした。 

 

電気は回復したが、水は 4月 15 日にようやく出るようになったばかりだ。都市ガスの復

旧はまだ見通しが立たず、風呂は近くの自衛隊設営の施設で 20～30 分並んで入っている。

この 1 ヶ月、料理はもちろん、トイレ、洗濯、風呂、そして食器洗いも、水がない生活は

本当に辛かった。「普通の生活」のありがたさを思い知らされたような気がする。 

 

避難所では一日バナナ 1 本、チョコ 2 かけだけ。食べ物や毛布だけでなく全てが足りな

かったが、皆で分け合い譲り合った。報道でも日本人の我慢強さ等が伝えられていたよう

だが、人の心の優しさを心から感じた時でもあった。また全国各地からの炊き出しや給水

のボランティアの方々には大変お世話になった。心から感謝申し上げたい。 

 

震災後やっと携帯が繋がると、ラグビー部 OB からの着信が次々に画面に浮かび胸が熱く

なった。石巻市では未だ 23,000 人が避難生活を強いられ、辛い環境に耐えておられる。し

かし、必ずや街は復活すると信じている。私はこのような大震災で命を繋ぐことができ、

多くの方々のご厚意に助けられたことを忘れないだろう。そしてこれからも One for all, 
All for one を胸に刻みながら復興に少しでも助けになるよう頑張りたいと思っている。 

 

帰宅していた間に千葉の自宅近くの公園の桜が満開になった。北国にもそろそろ遅い春

が訪れる。 

「年々歳々花相似たり歳々年々人同じからず」 

避難されている方々に一日も早く平穏な生活が訪れることを心から願っている。 
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ともにシニア・ラグビーへ 

 
北海道大学 昭和 57 年卒 

阿部 修司 

 

近年では皆さん若い時からラグビーを経験していたり、情報が僕等の頃より多いことも

起因しているのか、プレーの質も随分と向上して上手ですよね。ボールなどのツールの改

良や、グランドなどの環境も良くなって来ているのも要因の一つでしょう。 

 

そのような中で学校のクラブやサークルを卒業後は、社会人のチームなどで数年間はプ

レーに親しむメンバーも居ますが、多くの仲間は 30 歳代でプレーを辞めてしまいますね。

これは非常に勿体無く感じられます。 

 

ラグビーはプレーの激しさゆえ、高齢（？）になり体力的に衰えて来るとそれまでのよ

うな若いレベルでの継続は困難になるのは当然のことでしょう。しかしながら日本には、

歳を取っても、いえいえ中高年になってもラグビーをずっと続けていける環境があるので

す。それは不惑クラブという組織なのですが、皆さんはお聞きになったことはありますか？ 

 

 不惑クラブは、数え年齢 40 歳（満年齢 38 歳）から会員資格を有する組織で、全国各都

道府県に 1 クラブチームずつ存在します。そこでは 40 歳代、50 歳代、60 歳代、70 歳代、

80 歳代（！）と各年齢別での試合が組まれ開催されていて、各地域との定期戦や毎年、東

京・大阪・福岡の 3地域対抗戦などもあり、活発化して来ています。 

 

このシニア・ラグビーは、元々の発祥は日本からだったのですが、今では世界に広まり

ゴールデン・オールディーズとして毎年世界大会も開催されています。不惑クラブも毎年

カナダのチームとの定期戦を開催しています。 

 

今では不惑ラグビーに倣い、サッカーも野球もシニアの組織が広まっていますが、とて

も良いことと感じます。 

 

僕はまだ 30 歳代前半の頃までは、不惑クラブなんて、、、と冷徹に見ていました。 

シニア・ラグビーなど、歳をとったオッサン連中が不恰好なプレーにしがみついている、

と。ところが、実際に目のあたりにしてみると、、、とんでもない！自身の認識誤りを痛

感させらされることになります。現役顔負けの当たりの激しさ、ここぞという場面でのス

ピード、老獪なる故のスキル、等々、決して侮れない内容なのです。また TV などで観た同

世代の著名なプレーヤーの方々とも一緒に出来るので、それもまた面白い部分でもあると

感じます。 

 

僕は大学からラグビーを始めたので幸い大きな怪我も無く、4 年間では物足りなくて卒
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業後、会社の社会人チームと関東の某クラブチームで活動している時に、学士クラブと出

会いこちらにも入部しました。そして現在は、学士クラブのシニアチームと不惑クラブに

加入していて、毎週末はカミサンに大文句を言われながらグランドに通っている次第です。

グランドは全て芝なので環境は抜群ですよ！ 

 

現在、北大を例に取った卒業後のキャリアパス（？）では、 

① 北菱クラブ（関東では横浜で若手 OB の組織もあります）と WMM（学士クラブの若

手組織）、あるいは会社などの社会人チーム 

② 学士クラブのシニアチーム 

③ 38 歳からは不惑クラブ 

というラインがあるのです。 

 

みなさんも卒業してからも出来る限り永くプレーに親しみ、ラグビーという素晴らしい

スポーツ（いやこれはむしろスピリッツというものでしょう）を広めて行って戴けるよう

お願いしたいですね。 

 

 前段でスピリッツと表現しましたが、年齢・所属・国籍を問わず、ラグビーをやってい

る（やっていた）というだけで気持ちが通じ合い一緒に呑める、というのは他のスポーツ

とは違う特異なものではないでしょうか？ 

 

過日オーストラリアへ行った時に、驚くような嬉しい機会に遭遇したのですが、それは

また別の稿で紹介させて戴きたいと思います。 

 

ラグビーって本当に素晴らしいですね！ 
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東北・北海道七人制ラグビー大会のあゆみ 

 
東北大学 昭和 40 年卒 

岡崎 忠 

 

東北大学ラグビー部創部 85 周年にあたり、東北大学ラグビー部が永年携わって参りまし

た東北・北海道七人制ラグビー大会について報告かたがた述べてみたいと思います。第 60

回記念大会は昨年（平成 21 年）開催され、今年 61 回目を迎えることができました。 

この大会の誕生と歴史をご理解いただく上では、大会のプログラムに掲載されている以

下の『東北・北海道七人制ラグビー大会の沿革』が も的確であると思います。なお、こ

れは、元監督、故 田口 尚先生の作と推察されます。 

 

 「沿革」：昭和初期のラグビー界は、まだあまり発展していなかったので、１チーム

15 人集めるのは、なかなか難しいことでした。そこでラグビー普及のために、七人制ラグ

ビーを考えて当時の帝国大学に主催させていただきました。当時は、今の高体連などなく、

大学が（旧制）高等学校や専門学校の大会を、高等学校・専門学校が（旧制）中学校の大

会を主催していたのです。 

 初期のこの大会に出場したチームは（旧制）二高と東北学院専門学校より各々A・Bの

４チームだけでした。そこでラグビーを普及してこの大会を盛大にするために昭和７年秋、

東北大学マネージャー上田昌二氏（河北新報社友）が河北新報社長一力さんのポケットマ

ネーを戴きボールを買って持参し、市内中学校の体育の先生方にラグビーの普及をお願い

したのが、市内の中学校（現高校）のラグビー部誕生のルーツです。 

 その後、他の旧帝国大学は主催をやめてしまいましたが、唯一東北大学だけが現在も

主務となってこの大会を続けています。したがって、この大会は日本で一番歴史のある大

会なのです。 

 

 以下は小生が、平成７年「ラグビー宮城 70 年」に東北・北海道七人制ラグビー大会に

ついて寄稿したものに加筆・補足したものです。 

 

 昭和 13 年 4 月 29 日・30 日、関東北七人制ラグビー大会が、和泉明大グラウンドで開

催され、仙台鉄道ラグビー部が健闘し、準優勝したことや、関東七人制ラグビー大会が開

催された記録が残っている（河北新報）。 昭和 15 年 4 月 29 日（当時の天長節）には、

旧制仙台二高（現東北大学）の明善寮庭を会場として、北は北海道、南は東京はじめ関東

各地から出場チームがあり、なかなか盛況であったと記されている。しかし、この盛況も

第二次世界大戦により中断されてしまった。 

 戦後、県内ラグビー愛好者の努力によって、昭和 23 年 5 月１日～2日、評定河原競技

場でいちはやく七人制ラグビー大会が開催され、仙台鉄道チームが優勝している（仙鉄ラ

グビー50 年史）。昭和 24 年 4 月 29 日～30 日には、宮城県下七人制ラグビー大会として評

定河原競技場で行われ、一般の部で仙鉄、大学高専の部で東北学院、高校の部で仙台高校
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がそれぞれ優勝している（河北新報）。 

 かくて、戦後第一回大会として、東北・北海道七人制ラグビー大会は昭和 25 年 4 月

29 日、評定河原競技場において復活したのである。主催は宮城県ラグビーフットボール協

会ならびに東北大学ラグビー部。高校、倶楽部、実業団および大学の４部から成っている。 

 大会期日は第１回（昭和 25 年）4 月 29 日～30 日、第 2 回（昭和 26 年）4 月 28 日～

29 日、第 3回（昭和 27 年）4月 26 日～27 日、第 4回（昭和 28 年）4月 25 日～26 日、第

5 回（昭和 29 年）5 月 2 日、第 6 回（昭和 30 年）5 月１日で、第 7 回以降、第 53 回大会

（平成１４年）まで、4月 29 日の天皇誕生日およびみどりの日である。 

会場は、第 1 回以来、評定河原であるが、ラグビー人気の上昇と普及により、クラブと

実業団の参加チームが増加して第 30 回（昭和 54 年）から第 40 回（平成元年）まで、宮城

野原蹴球場も併用し、第 41 回（平成 2年）からは、宮城県ラグビー場（宮城県第二総合運

動場）を併用している。第 45 回、第 46 回（平成 6 年・7 年）は、評定河原競技場整備の

ため宮城県ラグビー場と泉パークタウングラウンド・船岡自衛隊グラウンドで開催された。

第 47 回（平成 8年）から第 53 回（平成 14 年）までは評定河原と宮城県ラグビー場で行わ

れた。第 54 回（平成 15 年）から第 59 回（平成 20 年）までは石巻総合運動公園で行われ、

第 60 回（平成 21 年）は、記念大会として高校の部が 4月 26 日に東北福祉大学グラウンド

で、社会人・大学の部が石巻総合運動公園において開催され、第 61 回（平成 22 年）は、7

月 11 日に女川総合運動場において開催されたところであります。 

 このように幾多の変遷を経ながら、主催は関東ラグビーフットボール協会、主管宮城

県ラグビーフットボール協会、主務東北大学体育会ラグビー部で今日に至っている。後援

は一貫して河北新報社であり、永きに亘るご理解とご支援には深く感謝するところである。 

 また、他の帝国大学は主催を止めてしまったが、唯一東北大学だけが現在も主務として

この大会に参画し続けている。 

 このような経緯から、主催名義は変わっても、今でも連綿として東北大学ラグビー部

が関東ラグビーフットボール協会、及び宮城県ラグビーフットボール協会のご支援・ご指

導を受けながら携わることができたことは、ラグビー関係各位のご理解とご協力があった

からこそであり、また、この大会が北海道及び東北地区のラグビーフットボール競技の普

及・発展に果たした役割は甚大であったと思っている。だが、第 43 回（平成 4 年）以降、

高校の参加がなくなったのは寂しい限りであったが、石巻会場での第 54 回大会（平成 15

年）から復活できたことは喜ばしいことである。 

 七人制ラグビー（男・女）が 2016 年のリオデジャネイロ五輪で採用されることになり、

61 回大会からエキジビションとして女子タグラグビーを採り入れ、今後女子の公式大会と

して企画していることも喜ばしく思っている。 

 永い歴史と多くの人々によって育まれたこの大会の健やかな継続・発展を熱望して止

まない。当大会こそ、七人制ラグビー大会としては我が国で も古い歴史を持っている大

会であると思っている。 

 今後の東北大学ラグビー部の変わらぬ活動と OB をはじめとする関係者のご支援を期

待したいものである。 

 

（本稿は平成 22 年 12 月４日、東北大学ラグビー部 85 周年記念祝賀会で紹介された内容からの転載です。） 
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フランスでの楽しいラグビー生活 
 

東北大学 平成 8年卒 

神谷 和作 

 

私は科学研究を職業としているため海外でも働く機会があったのですが、一年半ほど前

に東京に戻ってきました。 

 

2006 年より二年間フランス、パリにあるパスツール研究所という機関の研究員として働

くこととなり、週末の楽しみの一つとしてパリ・ジャパニーズラグビークラブ（通称・パ

リジャパ）でラグビーをしていました。 

フランスの前はアメリカのマイアミに住んでいたのですがアメリカではラグビーのラの

字も聞かず、ラグビーのことは忘れたような生活でした。しかし仕事の関係でパリに移り

ラグビーがいたるところに存在する環境に驚きました。近年のフランスは一見サッカーの

方が主流のような気がしましたが、ご存じのようにサッカーフランス代表はほとんどが移

民で構成されています。それに対しラグビー代表の多くは一般的なフランスの人種で構成

されています。そのため私の眼には 近のパリではラグビーの方が庶民に親しみがあるよ

うに感じました。公園に行っても楕円球でパスの練習をしている子供たちをよく見かけ、

驚きました。私のアパートのすぐ近くにもラグビーバーがありましたが、そこはスタッド・

フランセというヨーロッパでも強豪の地元パリのクラブチームを応援するバーであり、東

京で言うとジャイアンツバーとも言うべき存在だと思います。 

 

プロリーグの公式試合ともなると男女問わず熱狂していました。 

アメリカからフランスに引っ越すことが決まった 2006 年、J-Sports のラグビーチャン

ネルのプロデューサーをやっている従弟から連絡をもらい、翌年 2007 年にラグビー・ワー

ルドカップがフランスで開催されるということに初めて気づきました。期せずしてワール

ドカップの開催国に在住することとなり、これは本当に幸運でした。こんな環境に入ると

いやでもラグビーをしたくなってくるのですが、たまたま日本人向けフリーペーパーでパ

リ在住日本人のラグビークラブ、通称パリジャパの存在を知り練習に参加しました。 

このクラブはエンジョイラグビーに徹した非常に雰囲気のいいクラブで、外国に滞在す

る日本人としての心の拠り所という意味でも 高に居心地のいい場所でした。メンバーは

企業の駐在員を始め私のような科学者や芸術家、パン屋、料理人、官僚、日本好きなフラ

ンス人など様々で毎週日曜日に練習をし、シーズン中は月一回試合があります。試合相手

はフランス人のシニアチームですが、やはりフォワードはとにかく体が大きく手足も長い

です。ちゃんとダウンボールしてもクレーンのように楽々ボールを取られることが多々あ

ります。そんな中でも弱点はあり、彼らはスネが長くて細いので低いタックルはとても有

効だということが分かりました。学生時代に故片岡チエゾーさんから教わった足首タック

ルはヨーロッパでは非常に役立ち、大木のような体がいとも簡単に倒れることに快感を覚

えました。さらにシニアで体の大きい選手は細かい動きに弱く、小刻みなステップも有効
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でした。 

 

こんな環境でラグビーの楽しみを久々に思いだしていき、ついに 2007 年、フランス・ワ

ールドカップが開幕しました。フランスは開幕戦でアルゼンチンに敗れるという波乱があ

りましたが決勝トーナメントでニュージーランドに勝利し、フランス中が熱狂しました。

私のアパートも決勝トライの瞬間は各家からすごい雄叫びが聞こえてきたのを覚えていま

す。 

そのままイングランドにも勝つかと思ったのですが、いつものウィルキンソン戦略にま

んまとはまってしまい、実力的には上とされていたのにプレースキックの差で負けてしま

いました。 

日本代表の試合はラグビーの街トュールーズで行われたフィジー戦を観戦しました。こ

の大会大躍進したフィジーに対する 後の追い上げにはフランス人もジャポンコールを送

るなど大いに盛り上がりました。パリ郊外での準々決勝アルゼンチン対スコットランドも

観戦しましたが、この大会の台風の眼であったアルゼンチンのピショットとエルナンデス

のコンビは大会で も光っていたハーフ団であったと思われます。 

 

この大会では J-Sports の従弟の関係で日本色々なラグビー関係者と交流することがで

きました。元代表監督の向井さんはパリジャパで直接指導してくださり、J-Sports 解説陣

の村上さん、小林さん、ラグマガの森本さんなどもパリジャパを訪れ、ワールドカップ特

集号にはチームの記事も載せてくださいました。その他、四宮選手などを始め数多くラグ

ビー関係者と交流やプレーができたこともパリジャパに入ったからこそ楽しめた良い思い

出です。 

 

もしパリに出張に行く機会があれば是非日曜日にスパイクを持って練習に出かけてみて

ください。日本とは一味違うラグビーの楽しみ方が見つかるかもしれません。 
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              ラグビーと私 

 
小樽商科大学 昭和 47 年卒 

高木 二三男 

 

 元フランス代表のキャプテン、ジャン・ピエール・リーブ氏は言った。「ラグビーは少

年をいち早く大人にし、大人にいつまでも子どもの心を抱（いだ）かせる」と。この言葉

が、還暦を過ぎたわが身にも染みこんでいる。 

 

私にとって、ラグビーは人生の座標軸だ。多少は断続的ではあるが、なんだかんだでラ

グビーとかかわりながら、年齢を重ねてきたと言えるだろう。 

 

「今度やったら、首も切れるぞ」。オフィスに響き渡った怒声が、３０年あまりたった

今も耳の奥に残っている。プレー中にアキレス腱を切って職場復帰した朝、部屋の空気は

一変した。これで二度目だった。ケガをした試合の翌日から取引先の偉い人をアテンドし

て海外出張に行くことになっていたのに…。小樽商大でラグビーを始め、その面白さにと

りつかれ、三井物産に入社しても、当然のように続けていた。が、上司の剣幕に下を向く

しかなかった。これをきっかけに、さすがに現役はあきらめ、転勤した大阪支店ではコー

チとして後輩の指導に当たることにした。 

 

 しかし、ひょんなことから、再びプレーする機会がめぐってくる。 

その後、インド・ニューデリーに赴任した時のこと。お隣のネパール（カトマンズ事務

所）には人間味溢れるラグビー狂の先輩がいた。彼は駐在員や海外青年協力隊を集めてラ

グビーチームを結成していたが、練習ばかりで試合相手がいなかったらしい。そんな、あ

る日、私に国際電話が掛かってきた。「ニューデリー日本人会でラグビーチームをつくっ

て、ネパールに来い」とおっしゃる。先輩のお言葉に逆らうことなどできない。早速、周

囲で経験者を探したところ、慶応大や筑波大の「ホンチャン組」から体育の授業でやった

だけという「素人（しろうと）組」まで、どうにか 15 人をかき集めてかの地に乗り込んだ。 

 

 当時、日本では高倉健主演映画の「黄色いハンカチ」がヒットしていたからだろうか、

グラウンド入り口のゲートには、歓迎の意を込めたたくさんの黄色いハンカチが、ヒマラ

ヤの風に吹かれていたのを覚えている。試合は、わがインドチームが勝利し、往年のポジ

ションであるスクラムハーフで出場した私は何と、 初のトライの栄誉に浴した。 

 

 四年近いインド駐在を終えて帰国後、会社のラグビー部監督を二年間務めた。それから

暫く、ラグビーはテレビで見る程度の生活が続いたが、53 歳で岡山支店長として転勤した

際、ラグビー人生にも転機が訪れた。 
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 初めての単身生

活をエンジョイし

ていたある日、街

を歩いていると

「岡山ラグビース

クール生徒募集」

のポスターが目に

入った。その途端、

ラグビーの虫が目

を覚ました。すぐ

さま「手伝わせて

ください」と申し

出て、次の日曜日

からコーチに。生

徒は幼稚園から中

学 3年生まで。みな人懐っこく、腕白で、かわいい。グラウンドに行くのが楽しみとなっ

た。やる気が感じられなかった子が、なにかのきっかけで体を張ったプレーをするように

なる。子どもたちが変わる。成長していく姿を見るのが楽しい。教える喜びも感じ始めた

…。 

 

岡山県には縁があって、東京に戻ってから半年もしないうちに岡山県教育委員会が県立

高校の民間人校長を公募していることを知り、57 歳で挑戦。かねてからの夢は叶えられ、

会社を早期退職して倉敷南高の校長になることができた。 

校長生活は 60 歳の定年までの 3年間。とても充実した

日々で、ここでも〝ラグビー仲間〟に恵まれた。ラグビー

部は部員 4名、女子マネジャー1名、顧問 1名。そこに校

長が入ってのフォーメーション練習。微笑ましく、どこか

のどかな風景でもあった。わずかな部員とはいえ、一人は

県のベスト 15 に選ばれた。 

 在任中は岡山県高校ラグビー専門部長として、花園への

全国大会岡山予選決勝ではプレゼンターもした。 後の年

には岡山ラグビースクール卒業生が優勝校主将、賞状を読

み上げた時には胸に詰まるものがあった。 

 校長退職後もまだ岡山に留（とど）まっている。今年 3

月、小学１年生だった初めての教え子が私の背をしのぐほ

ど成長して、ラグビースクールを巣立っていった。 

九年間の歳月の長さをあらためて感じている。 
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はじめてのラグビー 

 
東京海洋大学 1期生 平成 19 年度卒 

松尾 有悟 
 
 私はラグビーを大学時代から始めました。東京海洋大学に入学して心機一転、新しいこ

とを始めようという思いからでした。 

 

初めはラグビー経験者とのギャップに苦しみ、ラグビーの楽しさもわからないまま、た

だ負けん気と意地で練習に出続けていた記憶があります。 

そんな中、卒業するまでの４年間、ラグビー部を通じて得たものは社会に出ても様々な

場面で活きていると実感しています。 

 

 ラグビー部を通して得たものはいろいろとありますが、一番強く実感しているものが仲

間の存在です。そもそも私がラグビーを続けられた一番大きな理由は仲間に恵まれたから

に違いないと思っています。 

特に同期には非常に恵まれました。前述したとおり初めは体力も無かったので、ラグビ

ー経験者の中に混じって練習するのがつらく、悩む時期もありました。 

しかし、出来ない私にアドバイスをくれ、共に集まって自主的に練習し、遊ぶときも一

緒だった同期の存在があったからこそ、つらい練習も乗り越えられました。もちろん同期

だけでなく先輩や後輩、コーチの方々にもたくさん支えてもらいました。次第に練習も楽

しくなっていき、もちろんハードな練習も多かったですが、なんとかやり遂げることがで

きました。 

今でも仕事や社会人ラグビーで一緒になることもあり、こうした仲間の大切さは継続し

て実感しています。 

高校生活で特に部活に所属していなかった私が 4 年間ラグビー部を継続できたというの

は何事にも替えがたい自信になっています。社会に出ても異動で新天地に赴くことになっ

たりもしますが、ラグビー部に飛び込んだことを思い返せばなんら大したことはありませ

ん。 

 

私が数ある選択肢の中から東京海洋大学のラグビー部に入部できたことは本当にラッキ

ーだったと思います。得た経験は間違いなく私の人生の糧になっています。そして、意思

の弱い私がラグビー部を継続できたことは、間違いなく仲間に恵まれたからだと考えてい

ます。 

 

社会に出て新しいステージに立ってからも、一番大事なものは自分の精神力や根気など

ではなく、同期・同僚の絆を大事にしていく事だと私は思っています。 
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日本から世界へ 

 
九州大学 昭和 46 年卒 

丸田 堅次 
 
 今年はラグビー界にとっては 4 年に１回のワールドカップが開催される年だ。今年で第

7回目となる。 

第 1回目は 1987年 5月 22日から 6月 20日までニュージーランドとオーストラリアで開催

された。 

 

 また、来年はゴールデンオールディズ ラグビーフェスティバルが福岡で 10 月 28 日か

ら 11 月 4 日まで開催される。第 1 回大会は 1979 年にオークランド（ニュージーランド）

で開催されている。私が世界のラグビーと始めて接触したのも第 1987 年の 5回大会オーク

ランド（ニュージーランド）であった。オークランドでの開会式では、確か約二週間後に

開催される第一回のワールドカップのメイン会場であるイーデンパークを 5 月 4 日行進し

たことを思い出す。ゴールデンオールディズについては、会社のリフレッシュ休暇制度の

取得とあわせて、第 6 回のトロント、第 7 回のパース、第９回のクライストチャーチ、第

11 回のケープタウン、第 12 回のツールーズに参加した。いずれも家内も同伴して、ツア

ーの仲間やそれぞれも国々で知り合ったラグビーファミリーとの交流を楽しんだ。 

 

私は 2000 年に会社を早期退職し鹿児島にユーターンして母親（今年で 90 歳）の近くで暮

らしている。海外に行きたいと思ったきっかけは、両親が定年退職でヨーロッパ旅行に行

ってきたことにある。福岡で留守番していた私は、旅行から帰ってきた両親から外国の良

さ悪さを何度も聞かされた。その当時、八ミリ映写機で幾度となく映写会を開催し、ヨー

ロッパのいろんな景色が眼に焼きついていた。 

 

 東京の不惑倶楽部に所属していたとき、いちばん若いということもあって、旅行中は下

働きだったかそれも楽しかった。その都度、母親と同じように旅行記をしたためて、20 数

年前の楽しかったラグビーツアーを思い出して楽しんでいる。途中から、デジカメも登場

して言葉だけでなく映像もその楽しさを倍化してくれている。 

 

 我々夫婦が海外でのラグビーツアーを楽しんでいる間に、子供たちも外国への憧れが募

り、長女がアメリカへ、次女がニュージーランドへ、三女は単身でオーストラリア、ニュ

ージーランド、アメリカを旅行するうちにもっとお金を貯めて海外に行きたいとホテルで

アルバイトを始めた。今はそのホテルのコックさんと結婚し、二人の子育てで忙しそうだ

が、また、子育てが済んだら寝た子が眼を覚まし、海外に旅行を再開するかも知れない。 

 

 鹿児島の桜惑クラブでも１０年かかって初めて海外遠征にチャレンジした。2011 年 1 月

8 日から台湾のチームと親善試合を台北で行った。私が不惑倶楽部の台湾遠征に参加して
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いた頃は、「巨人軍」というチーム名であったが、今回は、「無惑倶楽部」が我々の相手

をしてくれた。台北の空港では初めての遠征にもかかわらず横断幕を作ってまるで国賓級

の大歓迎であった。昨年の１１月の試合で怪我人が多数出たのと、２月遠征の予定が航空

会社の勘違いで急遽、１月に変更したことで、選手 13 名、応援団をいれて２０名の遠征と

なった。20 分ハーフを３本実施し、試合には負けたが、実に楽しい、思い出に残る交流を

することができた。 

 

           台湾「無惑倶楽部」と鹿児島 桜惑クラブ（2011.1.9） 

 
 ゴールデンオールディーズを紹介し、福岡にきたら必ず、鹿児島まで足を伸ばして下さ

いとの約束を取り付けた。国は違ってもラグビーを通じた心の交流は何よりも太い絆と感

じた。 

 

 3月 11日の地震が発生したときにニュージーランドの二女はご主人と孫のアリーナをオ

ークランドに残し新宿の高層ビルでニュージーランドの上司を５名案内して会議をしてい

たそうだ。約一月前にニュージーランドで大きな地震を経験し（オークランドに在住して

いるために直接の被害はなかった）、更に今回の大地震を経験した。まさに地震発生国を

行ったりきたりしていることになる。その娘が、今度のワールドカップのチケットを取っ

たと連絡をくれている。プレーヤーとしてではなく、観光ラガーマンとして観戦し雰囲気

を楽しんで来たい。 
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縁は異なもの味なもの 

 

帯広畜産大学 昭和 55 年卒 

大部 善之 

 

八大学ラグビーＯＢ会の幹事になって４年が過ぎました。 

 

幹事は毎月の幹事会や主要行事（親善大会、講演会）に参加するため、自然と各大学の

幹事の方々や自大学の先輩後輩との交流が多くなります。ここで 近の交流例を紹介しま

す。 

 

【ＥＰＩＳＯＤＥ-Ⅰ】 

半年前、突然海洋大幹事の吉永さんからダイレクトメールを頂きました。近日、海洋大

グランドで都立高校ラグビー八校戦があるけど、大部君の出身校も八校に入っているとの

情報を流してくれたのです。たまたま都合がついたので何の気なしに覗きに行ったところ、

吉永さんの高校時代の後輩が私の高校時代の同期と大学のラグビー部で一緒だったと言う

ではありませんか。話は弾み、今度みんなで飲もうということになりました。この辺まで

はよくある話ですが、ここから意外な展開となりました。 

久しぶりに高校の同期と再会したところ、瞬時に高校時代へタイムスリップ。話は弾み、

同期会をやろうということになりました。同期会で母校のラグビー部が今年で創立 70 年を

迎え、正式にＯＢ会を発足することを知りました。発足の音頭を取り仕切っているのは 3

つ上の先輩ですが、八大学ラグビーＯＢ親善大会の会場を押さえていただいている海洋大

の賞雅（タカマサ）教授です。ちなみに、賞雅氏の妹と私は中学高校が一緒です。 

第 1回のＯＢ会は母校で行いました。母校へは卒後ほとんど行ったことが無かったので

懐かしいやら驚くやら。一つ下の後輩も分からなかったほどです。ＯＢ会は総勢 70 名ほど

集まりました。そこで取り仕切り役の賞雅氏が「来年は 70 周年事業やる。大部、お前は会

計だ」と突然の御指名。当日参加者から集めた募金約 10 万円を管理するはめになりました。

いや～参ったな～。参りましたよ、吉永さん。 

【ＥＰＩＳＯＤＥ-Ⅱ】 

昨年の晩秋のことです。2つ上の先輩からブランド米が送られてきました。先輩は福井

県在住ですが、八大学ラグビー親善大会や年末の講演会の常連です。さてさてこのお米が

縁で、私の生活は一変してしまいました。 

 

独身の私は炊事が面倒なので、電気釜はもちろん、冷蔵庫・電子レンジなどの家電、な

べ・やかんなどの調理器具、さらに茶碗やお皿などの食器類を一切持ち合わせておりませ

ん。台所のガスレンジは単なる物置台です。せっかく頂いたブランド米の処理に苦慮して

いたところ、料理好きの友人を思い出しました。話したところ、すぐ持ってくるようにと

ありがたいレスポンス。その日は 2人でブランド米の夕飯を堪能しました。この辺までは

よくある話ですが、ここから意外な展開が待っていました。 
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ブランド米で夕飯 

 

 

 

 

 

 

しばらくして友人から電話がありました。クリスマスはナイトクルーズディナーに行こ

うとのお誘いです。ブランド米のお礼ってことはないよなと思いましたが、このお誘い以

来、表参道イルミネーション鑑賞会、足利パークイルミネーションバスツアー、都内サク

ラ鑑賞バスツアー、青木ヶ原エコツアーなど、お誘いのオンパレードです。 

たまには私からもお誘いをしないと罰が当たると思い、行きつけの六本木アビーロード

をチョイス。2人仲良く 60 年代サウンドに浸りました。ちなみに、アビーロードはビート

ルズのコピーバンドが出演するライブハウスです。 

 

ナイトクルーズ            六本木アビーロード 

 

 

 

 

 

 

 

 

先輩から頂いたお米が縁で私の休日は一変しました。お誘い合戦がいつまで続くか分か

りませんが、縁は異なもの味なものとはよく言ったものだと思う今日この頃です。 
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私の「八大学ラグビーＯＢ大会」履歴書 

 

名古屋大学 昭和 57 年卒 

棚瀬 竜雄 

 

名大ＯＢチームは１９９９年第１１回大会より八大学ラグビーＯＢ大会に参加させて頂

いている。私は負傷で第１５回は欠場しているが、それ以外は皆勤している。今回「菱」

に寄稿する機会を頂いたので、参加当時の様子やその後の関わりなどを思いつくまま記述

してみたい。年齢のせいか記憶が正確でない部分もあるかもしれないがご容赦願いたい。 

 

この大会に参加する名大ＯＢチーム、正確には名大ＯＢ関東支部チームは、関東地区在

住の名大ラグビー部ＯＢにより組織されている。試合後の楽しいお酒を酌み交わすのを目

的に、特に１９９０年代の後半頃よりチームジャージを新調して活動していた。当時は石

神井の住友銀行のグランドなどをお借りして、年に数回ほど草ラグビーを楽しんでいた。 

 

俱本大会に参加したきっかけは、東北大ＯＢで学士ラガー 楽部でもお世話になった、ス

ズケンさんこと故鈴木賢次郎さんからのお誘いがあったと聞いている。大会で 初に対戦

したのはその東北大ＯＢだった。当時大会はＮＴＴ千葉のグランドをお借りして開催して

いた。大会の受付で「菱」と鎮痛剤（サロメチール）を手渡されたことを今でも覚えてい

る。スズケンさんは、その年急逝し、東北大ＯＢは真新しい追悼ジャージを着用して試合

に臨んできた。名大ＯＢはその勢いに押されてか完封負けを喫した。 

翌年は雨の降りしきる中、北大ＯＢと対戦。名大ＯＢはブレイクダウンで競り負け、ま

たしても完敗となった。 

三年目に名大ＯＢは幹事校を拝命した。二年連続で暖かい？歓迎を受け、今年こそはそ

の御礼を、と幹事の坂口君等が中心となり、関東在住の若手ＯＢに幅広く声をかけ参加を

募った。そのためＢＫポジションは若手ＯＢで埋まり、私自身は高校以来となるフランカ

ーで参戦したように記憶している。小樽商大ＯＢとの対戦は接戦となったが、1 トライ差

でようやく勝利をつかんだ。その後は名古屋在住の若手名大ＯＢも本大会に参加してもら

えるようになり、混成チーム結成時以外は、ほぼ負けることなく今日に至っている。 

 

大会の会場は２００５年の第１７回から海洋大学の越中島のグランドをお借りして開催

するようになった。第１７回当時は白熱した試合が多く、救急車のサイレンを何度も耳に

した。この大会を境に 近は少し落ち着いた対戦が多くなってきたような気がする。 

 

名大ＯＢは幹事校を過去 2 回経験している。一回目は前述の通り２００１年の第１３回

大会であり、 近では２００９年の第２１回大会である。第２１回大会の会場は名古屋の

瑞穂ラグビー場で開催した。八大学ＯＢのメンバは大学時代正月に瑞穂で地区対抗戦など

に参加した方も多く、その熱意で開催が実現したと思う。私自身も大学四年の秋のリーグﾞ

戦以来となりグランドに立った時は、大変な懐かしさを感じた。大会開催にあたっては、
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関東支部長の池田さん、幹事の大幢君や坂口君の尽力に加えて、名大ラグビー部ＯＢ本部

や愛知県協会の方々など多くの関係者のご支援を頂き、大変感謝している。 

 

2009 年第 20 回大会（対帯広畜産大ＯＢ戦） 

 

後に、過去の大会や活動を振り返って、私が感じるこの大会の魅力を 3点挙げたい。 

第一は、各大学の総力を挙げた魅力あるイベントの企画と運営である。前述した大会以

外にも第１６回および第２０回には秩父宮にて大会を開催した。２００２年には六本木ヒ

ルズにてシンポジウムを開催。２００９年には現ラグビー日本代表ヘッドコーチのカーワ

ン氏の講演会も実現している。 

 

第二はトップレフリーによるゲーム進行である。関東協会から大会に派遣して頂くレフ

リーはいずれも日本を代表する方ばかりであり、円滑なゲーム裁きは勿論のことであるが、

ゲーム中での適切なコメントやアドバイスは大いに役に立っている。 

 

そして第三は、これが一番重要かもしれないが、本大会を通じてのラグビー人脈の拡大

である。アフター・マッチ・ファンクションでの各学校ＯＢとの交流こそ本大会の一番の

魅力かもしれない。 

ラグビーは１９９５年以降プロ化が公認され、その中身も取り巻く環境も大きく変貌し

てきている。興行面を意識したルール改定が続き、トップレベルではプロの選手達が勝利

を目指し競い合っている。ラグビー人気や競技人口拡大のためにはこの方向性も良いと思

うが、底辺を支える私たちは今後もこういったクラブレベルでの活動を通じ、ラグビー仲

間との交流を続け、微力ながらラグビーの発展に寄与したいと思っている。 

 

（原稿作成中、東北地方太平洋沖地震が発生しました。被災された八大学ラグビー部Ｏ

Ｂ関係者の方には、謹んでお見舞い申し上げます。一刻も早く復旧されますようお祈りす

ると同時に再び元気な姿でお会いできることを祈念致します。） 
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安らかに甲斐君（平成４年卒業 OB） 

 
長崎大学 平成 4年卒 

大澤 剛 

 
長崎大学経済学部ラグビー部平成４年卒業の甲斐君が，平成２３年３月２８日にガンに

より４１歳の若さで永眠しました。 

 

いつも冷静な男で，先輩や後輩に分け隔てなく付き合い，みんなから慕われており，ち

ょっとどこか抜けているところはあったが，それも愛嬌で，みんな甲斐君が好きだった。 

 

大学時代は，シェルと呼ばれ，この由来は，大学１年のラグビー部の飲み会の際，酔っ

払って，甲斐君本人が「僕のことをシェルと呼んでください」と突然宣言し，「甲斐＝貝

＝シェル」となり，それ以降，同級生に限らず先輩からもシェルと呼ばれていた。 

 

 
卒業してからのシェルは，経営コンサルタント会社に就職し，毎日，多忙な業務に追わ

れ，土日も出勤が多く，ラグビーの OB 戦や OB 会にもなかなか参加できる時間がない状況

で， 後に同期全員で集まったのは，2004 年の同期の結婚式であった。 

 

その結婚式は，長崎で開催されたが，その当時も多忙な日々であり，披露宴に遅れての

参加であり，また，とんぼがえりで東京に帰って行った。 

 

シェルは，３年間の闘病生活であり，入退院を繰り返し，抗がん剤を投与して，髪の毛

が抜けていた時代もあったが，ときどきの東京での飲み会には参加していた。 

シェルは，大学からラグビーを始めて，高

校時代はバレーの選手であった。 

長身とバレーで鍛えたジャンプ力は，チー

ムトップで，大学時代当時のラインアウト

は，もちろんリフティングは反則であり，ジ

ャンプ力とタイミングでボールをキャッチし

ており，バレーで鍛えたジャンプ力でボール

の獲得は高く，チームの勝利に貢献した。 

 

ときどき，シェルは，相手にフェイントを

見せてジャンプして，本人は一人時間差と言

っていたが，全く相手は引っかかってなかっ

た。 
 

最前列左が甲斐君 



八大学「菱」2010 

- 44 - 

ふとある飲み会のとき，別の同期が，「シェルは大丈夫かな？」という一言で，シェル

の携帯に電話したが繋がらず，心配になり携帯にメールしていたら，奥様から永眠したと

の返信。 期は苦しむことなく眠るように亡くなったとのこと。 

 

経済ラグビー部全員，お前のことは絶対に忘れんよ！ 

 

安らかに眠ってください。そして，天国から現役のことも応援してくれな！ 
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編集後記 

九州大学 昭和 46 年卒 

丸田 堅次 

 2011 年 3 月 11 日は私にとって日本人にとって忘れられない日になりました。鹿児島市

内の会議室で企業の方々の発表会を開いて聞いていたときに、東京の長女からの電話が入

りました。半分、泣きながら「お父さん、大きな地震があって御殿場で火事が発生した。

大きな津波が来て東北でたくさん人が死んでいる。」 

 初は冗談かと思いましたが、会議が終わって鹿児島大学内の事務所に帰る途中、係長

が路面電車の軌道沿いの道にハンドルを切りました。確か鹿児島市内の津波の高さが 50cm

とラジオが報じていた。「津波は怖い」という判断があったと思います。 

 3 月 11 日から 12 日に駆けて未曾有の惨状が報道され、3月 21 日に予定していた八代ラ

グビー大会を中止するとの連絡が入り、独断で了解し、会長、監督、主将と電話で協議し

50 名の桜惑クラブ員に伝えた。 

 昨年なくなった守田先輩が口癖のようにおっしゃっていた、「ラガーマンたる前に善き

社会人たれ」という言葉を思い出しました。 

 いろんなスポーツが自粛していく中、東京で開催する予定の「三惑戦」を辞退し、鹿児

島で何が出来る、何をすべきかということに心が向いていきました。 

 今回の「菱」に掲載された北大の広瀬氏の投稿を拝見し、良くぞ命を！と感動したもの

です。その背景には心ならずも人生を終わった方々の無念さ、その家族や知人への衝撃に

心を痛めています。 

 大学を卒業して３年目に勤務した職場で放射性同位元素を扱っていました。東京電力の

福島第一原発でのヨウ素、セシウム、ストロンチュウムが周辺で検出されている報道に事

の甚大さに驚くと同時に早い沈静化を祈るのみです。 

 昨年の編集後記で記載させて頂いた名古屋の東惑倶楽部が５月 15 日に鹿児島に遠征し

てきます。鹿児島の惑チームに声を掛け、全員でおもてなしをします。東惑のメンバーに

は災害派遣で参加できない自衛隊の方もいらっしゃるそうです。 

 この編集後記を読んで戴いた方々と日本の復興を語りたいと思います。その前に、善き

社会人を貫くことも復興の一助になると考えます。鹿児島で私が社会で出来ることを頑張

ることもそれに繋がればとの思いを強くしつつある今の私です。 

2011/05/03 

 
 


