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ご挨拶 
大会実行委員長 池田兵衞 
名古屋大学 昭和４１年卒 

 
私たちの青春は、あの場所でお
正月を迎えたい。それを最大の目
標に汗を流し泥にまみれた毎日で
した。あの場所とは、そう「瑞穂
ラグビー場です」。２度目の幹事
校が回ってくる前年に各校幹事さ
んから、来年は「瑞穂」を何とか
確保するようにとの強いご意見を
頂きました。 
 
秩父宮ラグビー場の開催に大変手間が掛かったこともあり、果たして名古

屋の地で、関東で活動する８大学ＯＢのゲームが開催できるのか不安いっぱ
い、一方では地元のメンツに掛けても何とかせねばとの思いが合い半ばのス
タートでした。 
 

 幸い名古屋市ラグビー協会の理事長で同じ国立大学名古屋工業大学の監督
でもある武藤様の格別のご配慮により「瑞穂ラグビー場」は確保できたもの
の、参加者が少なく寂しい大会になりはしないか大いに気がかりでありまし
た。 
 
５／９当日は雲ひとつない快晴に恵ま

れ皆さんの出足はすこぶるよく、１０時
の開会式には２５０名近くが集い、大盛
会のうちに大会が進められ、皆さんの「瑞
穂」に対する熱い想いが感じられた一日
でした。 
本大会の開催にあたり大変ご尽力をい

ただいた名古屋市ラグビー協会久野会長、
武藤理事長に心から御礼申し上げますとともに、お二人より是非近いうちに
再度「瑞穂」を会場にして下さいとのお話があったことを記しておきたいと
思います。 
その後、オリンピックでの７人制の採用、２０１９年ワールドカップ日本

開催決定というビッグニュースが相次ぎ、１２月の講演会にはＵ２０代表監
督の薫田氏を講師としてお迎えしました。 
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薫田監督の熱い熱いお話に、参加者

一同Ｗ杯の成功のため、日本ラグビー
の将来のため、最大限頑張ろうの気持
ちが、大いに高められた時を過ごすこ
とができたのではないかと思います。 
 
 
 
 

皆さんが持たれた熱い気持ちを明日へ持ち続けていただけることを願いな
がら長崎大さんに幹事校を引き継がせていただきます。 
 
末尾となりましたが、関係各位のご尽力ご協力に心から御礼申し上げます。 
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平成21年度 八大学ラグビーＯＢ会活動報告 
 

１．八大学ラグビーＯＢ親善ラグビー大会 
 
（１）開催日時 平成２１年５月９日（土） １１：３０受付開始～１７：３０閉会 
（２）開催場所 瑞穂ラグビー場  （天候 快晴） 
（３）参加者  ２５０名 ＯＢ２２０名 ご家族３０名 
（４）スケジュールと結果(ゲームは１５分ハーフ、ただし第三試合は１０分ハーフ） 
 
１２：２０  開会式・記念写真撮影  

第一試合 12:40-13:15　(レフリ：須藤雅彦) 第二試合 13:20-13:55　(レフリ：野里善矢)

東京海洋大 名古屋大 東北大 帯広畜産大

T 0 T 2 T 6 T 0
前半 G 0 G 1 前半 G 2 G 0

P 0 P 0 P 0 P 0

T 1 T 3 T 3 T 1
後半 G 0 G 3 後半 G 0 G 0

P 0 P 0 P 0 P 0

結果 5 33 結果 49 5

第三試合 14:00-14:25　(レフリ：須藤雅彦) 第四試合 14:30-15:05　(レフリ：野里善矢)

オーバ６０ オーバ４０
水産ラガー ８大学選抜 海洋、小樽、九州、長崎 北海道、東北、名古屋、帯広

T 2 T 0 T 1 T 3
前半 G 1 G 0 前半 G 0 G 2

P 0 P 0 P 0 P 0

T 2 T 0 T 2 T 0
後半 G 2 G 0 後半 G 2 G 0

P 0 P 0 P 0 P 0

結果 26 0 結果 19 19

第五試合 15:10-15:45　(レフリ：須藤雅彦)

長崎大 北海道大、小樽商科大、九州大

T 3 T 2
前半 G 1 G 2

P 0 P 0
T 2 T 1

後半 G 1 G 0
P 0 P 0

結果 29 19

0

5

12

21

14 0

12 0

14 0

17 14

12 5

34 0

15 5

5 19

 
１６：２０－１７：３０  懇親会 

 
（５）開催概要 
・前日までの雨も上がり朝から汗ばむほどの快晴で、最高のラグビー日和でした。 
・ 初めて関東を離れ遠地での開催であり参加者が集まるか最後まで気をもみまし
たが、遠方にも拘わらず総勢250名もの方々にお集まり頂きました。 

 
・ レフリーは名古屋市協会より野里氏と須藤氏の２名を御紹介いただきました。怪
我人が１名出ましたが、適切なレフリングをしていただいたため軽傷でした。 

 
・ 試合後の懇親会は、瑞穂ラグビー場のメインスタンド下１階で行われました。グ
ラウンドに直接行けるため、外に出て青空の下、懇親を深める姿も見られました。

 
・今回、名古屋市協会のご協力により実現できましたが、久野会長および武藤理事長
から、「是非瑞穂で再び開催してほしい」との温かい言葉を頂きました。  
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２．年末講演会 
 
（１）開催日時 平成２１年１２月３日（木） 
（２）開催場所 小山台会館  品川区小山4-11-12 
（３）参加者  １１７名 ＯＢ８７名 招待者３０名 
（４）スケジュール 
 
  １８：００ 受付開始 
  １８：５０ 開会     
  １９：００ 講演     

2009年 6月開催 U20 世界ラグビー選手権日本代表監督     
薫田 真広氏 

  ２０：００ 記念撮影 
  ２０：１５ 懇親会   
  ２１：００ 閉会 
  ２１：３０ 二次会 
 
（５）開催概要 
 
 ・「Ｗ杯・オリンピックに向けた若手育成」と題して、薫田氏はこれま
でのジャパンの戦いぶりに対する緻密な科学的分析データを基に、２０
１９年Ｗ杯日本開催、２０１６年から７人制が正式種目となったオリン
ピック参加に向け、どのように若手を育成すべきかについて熱く語って
いただきました。 

 ・開催会場は、昨年に引き続き海洋大ＯＢの紹介で小山台会館を確保し
ていただきました。当日は、小山台高校ラグビー部に会場の設営や方付
けを行っていただきました。 

 
 ・講演会後の二次会は、駅前の中華料理店で行いました。ここまでは昨
年からパターン化されており、スムーズな運営ができました。また、薫
田氏は体に似合って大酒のみであり、二次会後も招待者らと夜の街に消
えて行きました。 

 
《講演者略歴》 
薫田 真広 
2009年6月に開催された、U20 世界ラグビー選手権日本代表監督。現役時代のポジショ
ンはフッカー。東芝ブレイブルーパス前監督。1966年9月29日生まれ、岐阜県各務原市
出身。岐阜工業高で花園を経験し、高校日本代表にも選ばれる。筑波大学在学中、日本
代表初キャップを獲得。卒業後、東芝府中に入社。日本選手権3連覇など東芝府中黄金
時代の中心選手の一人として活躍。また、日本代表でもW杯に3大会連続出場するなど
キャップ数44を誇る。1995年W杯では主将を務めた。  
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北海道大学・小樽商科大学・九州大学 

 
   

参加者名簿：北海道大学 
卒年 名   前 卒年 名   前 卒年 名   前 
S39 杉原 壮一 S55 野村 文明 H07 山口 博史 
S53 山田 昌彦 S55 川端 亮二 H16 野田 哲男 
S51 近藤 芳正 S57 村田 陽一   
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 S49 中島 文雄 S62 川口 勇三 
S39 石川 秀雄 S49 木呂子 真彦 S62 成田 正史 
S42 河路 龍男 S49 小石 修三 H01 土橋 眞人 
S42 酒井 克臣 S50 三浦  徹 H16 黒石 和也 
S43 佐藤 紘司 S55 三宅 武吉 H16 田中 雄三 
S44 海老沼 俊昭 S57 市原 昭一 H19 森岡 伸和 
S46 目黒 義昭 S57 髙崎  明 H19 森田 祐輔 
S46 佐藤 貞直 S60 江口  司 H21 小池 純平 
参加者名簿：九州大学 
卒年 名   前 卒年 名   前 卒年 名   前 
S28 浅山  清 S47 坂元 哲巳 S56 梅本 州一 
S42 寺田 喜久雄 S47 松岡  繁 S59 原  浩 
S42 飛松 省三 S47 久我 秀昭 S62 東田 外史 

東大 S43 佐藤 浩之助 S47 上田 光一 H13 遠山 晃広 
S46 丸田 堅次 S50 松本 宏一 H15 荒井  学 
S47 久野  哲 S52 秋月 誠一   
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東北大学 

 
 

参加者名簿 
卒年 名   前 卒年 名   前 卒年 名   前 
S48 薬袋 啓一 H06 三笠 広介 H10 清水 保史 
S51 田中 直一 H07 山田 裕介 H11 原  寛之 
S57 由利  司 H08 中村 孝也 H19 古屋 哲志 
S60 安部  淳 H08 白井 昌典 東大S58 岩佐 一志 
S62 古郡  徹 H09 茗荷 慎也 明学H01 今泉  尚 
S62 北嶋 知樹 H10 栄喜 健介 関東H09 石本 士樹 
H02 清水 吾郎 H10 北市 一仁   
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東京海洋大学 

  
参加者名簿 
卒年 名   前 卒年 名   前 卒年 名   前 
S30 元山 泰秀 S47 森田 泰陽 H02 西村 裕史 
S31 斉藤 実(2回卒) S47 後藤 憲幸 H10 清水  仁 
S33 矢和田 淳 S46 濱武 和男  H11 蓮見 正樹 
S36 片山 俊彦 S51 石川 忠義 H16 山崎 佳記 
S39 松本 忠生 S52 所  英樹 H17 鈴木  大 
S39 石井（商船） S53 井上 正彦 H17 和泉  圭 
S40 清水 宇門 S53 吉永 辰雄 H17 森岡  篤 
S40 谷  文彦 S56 菅宮 幸夫 H17 田村 寿海 
S42 串田 登志雄 S58 上床 和則 H17 伊東 功道 
S44 山田  穣 S58 小泉 H17 遠矢  亮 
S44 小多 智之 S59 吉田 隆 H17 西郷 晃一 
S45 刑部  修 S60 松野 英男 H18 佐々木 洋介 
S45 吉村 秀清  H01 新井 裕 H18 角屋 晴紀 
S47 吉田 啓一 H01 岩崎 倫也 H18 太田 雄樹 
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帯広畜産大学 

  
参加者名簿 
卒年 名   前 卒年 名   前 卒年 名   前 
S41 田中 一郎 S52 西村 勝美 S59 山下 久夫 
S45 佐藤  学 S53 高畠 孝一 S59 市川 和義 
S48 中里  仁 S55 小林  誠 S62 中川  努 
S48 片桐 忠実 S55 矢島 裕一 S63 小林  洋 
S48 神林 雅治 S55 大部 善之 H04 佐藤 賢司 
S48 佐藤  泉 S55 塚田 篤徳 H07 下井 敦司 
S48 鈴木  昇 S55 密本 真弓 H10 岩本 尚吾 
S48 和賀 孝一 S56 赤山 晋一 H14 樋口 由香 
S51 木下  修 S58 田中 秀一 家族 矢島 楓子 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 12 -

名古屋大学 

 
 

参加者名簿 
卒年 名   前 卒年 名   前 卒年 名   前 
  佐藤 浩之助 S57 永井 芳宏 H14 渡辺 慎多郎 
  星野 邦夫 S57 棚瀬 竜雄 H15 竹内 友岳 
S28 笠原 尚夫 S59 高取 保男 H15 横山 僚一郎 
S34 岡部 貞義 S62 後藤  誠 H17 鬼頭 孝行 
S35 木内 幹夫 S62 坂口 敏博 H17 黒田 祐介 
S35 谷口 正直 S63 大幢 勝利 H18 佐竹 宣彦 
S36 高木 勝彦 H02 小林 和義 H18 蛭田 祐樹 
S40 早川 清己 H02 畑中 一馬 H19 鬼頭 正和 
S41 池田 兵衞 H02 益田 雄一郎 H20 安藤 正樹 
S41 天野 卓郎 H02 柳田 剛司 H20 藤川 理大 
S41 矢野  孝 H03 江島  猛 H20 森  貴昭 
S43 中村 一美 H05 古賀野 源太郎 H21 内川 直和 
S44 林  学 H06 服部  肇 H21 竹内 広将 
S50 塩野 和則 H06 森綱 健之 H21 中村 太一 
S52 浅村 和夫 H08 田中 祐司 H21 増地 亮太 
S52 浅野 利三郎 H12 林  紀佳 H21 渡辺  匠 
S54 平瀬 佳都夫 H13 柴崎 僚太   中森 寿一郎 
S57 水野 雅彦 H13 神野 将志   堀部 睦美 
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長崎大学 

 
参加者名簿 
卒年 名   前 卒年 名   前 卒年 名   前 

S41 後藤 純郎 S54 溝江  修 H03 川田 明広 

S41 山田 漢治 S55 内山 浩一 H03 都留 一広 

S41 森  英樹 S58 井上 勝康 H05 宮脇 英寿 

S42 足立 鉄生 S59 大森 謙太 H06 松雄 邦俊 

S42 渡辺 照夫 S59 別府 幸典   坂本 

S44 植松 正彦 S59 杉浦 美徳   三浦 伸之 

S45 伊藤  正 S60 谷井  裕   稲垣 勝敏 

S45 辻  克彦 H01 山崎  聡   小原 拓也 

S53 福留 克己 H02 野中 英実   柴田 昌彦 

S53 山崎 仁介 H02 隠崎 大山   
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オーバー40 
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オーバー60 
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講演会 
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2009 年度講演会（12 月 3 日・小山台会館にて） 

ワールドカップ、オリンピックに向けた若手育成 
講師：U-23日本代表監督・薫田真広氏 

 
●講師略歴 
・1966 年 9 月 29 日生まれ。岐阜県各務原
市出身。 
・現役時代のポジションはフッカー。 
・岐阜工業高で花園を経験、1985 年に高校
日本代表としてウェールズ遠征に参加 
・筑波大学在学中、1988 年に日本代表。 
・1990 年に行なわれたラグビーワールドカ
ップ 1991 予選で初キャップ獲得。 
・卒業後、東芝府中に入社。日本選手権 3
連覇など東芝府中黄金時代の中心選手の
一人として活躍。 
・日本代表としてラグビーワールドカップ
1991、1995、1999 の 3 大会に出場。1995
年の南アフリカ大会ではキャプテンを務
める。2000 年に現役を引退 
・キャップ 44。 
・その後日本代表コーチ、U21日本代表 FW
コーチを務め、2002年東芝の監督に就任。

タイトルから遠ざかっていたチームの立
て直しに着手。トップリーグ発足後は日
本選手権優勝を皮切りにトップリーグ 3
連覇など数多くのタイトルに導き、名指
導者としての地位を確立。学生時代無名
の選手を指導し、巧みに起用する采配で
知られる。 

・2007 年の日本選手権を最後に東芝の監督
を勇退。同年、U-23日本代表監督に就任。 

・2010 年日本 A代表監督に就任。
 
●講演記録 
ご紹介いただきました薫田です。今日は
このような機会を与えてくださいまして、
ありがとうございました。 
今年、2016 年オリンピックでの 7人制採
用、2019 年ワールドカップ日本開催が決ま
ったということで、U20のチームを持たせ
ていただいた 2年間を踏まえ、今日は 2019
年までにどう強化をしていったらいいのか
といったお話をしたいと思います。 
6 月の U20世界ラグビー選手権大会では、
今年の幹事校である名古屋大学さんには、

愛知でいろいろとご支援をいただきました。
また、大会を通してたくさんのご声援を受
け、選手たちは大きなパワーを得ることが
できました。昨年と同じ 15 位という結果で
はありましたが、なにかこうラグビーの魅
力といったものを皆様にお伝えできたので
はないかと思っています。それも皆様方か
らの心強いご声援ご支援の賜と思っていま
す。本当にありがとうございました。 
（以下講演内容を簡略化して記述）
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■ 向上したボールキープ力とタックルのクォリティ 
2008 年大会では、「後半 20 分での失速」
が指摘された。これは日本ラグビーにとっ
ての大きな課題だが、今年はこれをどうす
るかが問われた。 
対フランス戦であちらはスクラムハーフ
とセンターにフル代表が出場。ウェールズ
もほとんどの選手がプロもしくはアカデミ
ーのプレイヤー。我々の図式としてはプロ
対学生という非常に苦しい戦いを挑まなく
てはならない大会だった。 
ただしこの年代なので、プロといえども、
アカデミーといえども、それほど経験を積
んでいない選手がたくさんいる。その中で
我々はどこに勝ち目を見出していくかとい
うことで、後半 20 分をどう戦い抜くかを強
化のポイントとした。 
以下、IRB が出したスタッツをもとに整
理してみる。 
攻撃力の「得点」は、昨年は 16 チーム中
8 位。「トライ数」は 6 位。いちばんの問
題と我々が考えている試合中のボールキー
プ力。ゲームの質がどんどん変わっていく
中で、インプレー時間は 34～5 分あれば長
いほうだが、昨年は最下位の 15 分しかなか
った。 
いちばん長い間ボールをキープしたのが
フランスで 19 分 07 秒。我々としてはプロ
集団に対していかにボールをキープし続け
るかということが課題だった。3 分間アタ
ックし続けることはある程度簡単だが、3
分間守り続けることは難しい。いかにボー
ルをキープするかということが、後半 20 分
で失速しないことにつながると。 
今年の数字を見ると、「得点」は 9 位。
「トライ数」は同じでも順位はひとつ下げ
て 7 位。しかし保持時間は、初戦の対イン
グランド（サイズ的にはフル代表と変わら
ない）では 18 分 57 秒。ドライビ

ングモールも使ったし、天候も悪かったの
でボールが停滞することも多かった。しか
し、イングランドは 15 分 33 秒。裏を返せ
ば簡単にトライを取られてしまったという
ことでもあるが、目指していたキープ時間
を増やすことはできた。むろん最初から負
けるつもりで戦うわけではないが、U20の
選手は経験が少ないので、少しでも国際経
験を積むことが重要で、スコットランドと
サモアに勝つための布石をいかに打つかが
イングランド戦の最大のテーマだった。い
かにチャレンジするか、そして我々が本来
やりたいことをイングランド戦では見せな
いということが大きなテーマだった。その
中でこれだけのキープ時間を得られたとい
うことは大きな成果だった。 
サモア戦は 16 分 01 秒で相手のサモアは
15 分 21 秒。これもスタッツ的には勝って
いた。しかし、結果としてはゲームの流れ、
インターセプト、チャージなど、偶発的な
失点もあって、なかなか流れをつかめなか
った。ゲーム内容としては選手はよく理解
してくれたと思う。 
3戦目のスコットランドに対しては 22分、
相手は 13 分 27 秒。これはモールラックの
回数やブレークダウンの回数も圧倒的に
我々が支配している。ただトライができず、
得点に至らなかった。ドライビングモール
のスコアはあったものの、日本らしい形で
点を取ることができなかった。しかし、こ
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れだけボールを支配することができたのは
大きいと思う。 
4 戦目のイタリアは、昨年は後半 20 分ま
では勝っていて、最終的にゲームをひっく
り返された相手。シンビンが 2人出て 13 人
で戦いそこでひっくり返された。シンビン
に至る過程で我慢ができなくなったという
経験値の差が出た。一方今年は 24 分 40 秒
をキープし、イタリアが 15 分 47 秒。圧倒
的に我々が長い。圧勝した最終のウルグア
イ戦を入れるともっと時間は長くなる。 
負けた 4 試合でも 20 分 36 秒と、昨年か
ら平均値を大幅に伸ばしている。相手は 15
分 02 秒。昨年の平均が 15 分 01 秒で相手は
16 分 50 秒。 
このようにボールの支配率を上げること
ができたという点では、なにか少し光が見
えたのかなという手応えを感じている。 
一方の防御ではどうか。タックルではヒ

ットした後に耐えなくてはならない。スク
ラムでも当たり負ければその瞬間に下がっ
てしまい、そこから復元しようと押し返し
たときに疲れてしまう。それが後半 20 分の
フィットネスに影響してしまう。 
昨年と今年を比較すると、タックルの精
度は、79.6 から 79.1 とほぼ横ばい。回数
は 623 から 375 と減っている。これは先ほ
どのボール保持時間が増えていることに対
応している。その中で我々が重視したいの
が、相手に負けないタックル。受けないで
圧倒できたタックル。これが昨年 12％だっ
たのが今年は19％まで上げることができた。
ほぼイーブンのものが 16 から 23。結局は
ゲインといって少し押し込まれる形のタッ
クルが 72 から 58 に。このようにタックル
のクオリティが上がってきたことによって、
全体のバランスが保てるようになってきて
いる。

 
■ ゲインもタックルも「下」へ 
昨年 JK がこの場所で、日本人の強みは
なにかということを話したと思うが、結局
は「低さ」しかない。イングランドのフラ
ンカーは 2ｍ。スコットランドのロック片
方のキャプテンは 2.03ｍ、もう片方も 2ｍ
越え。そういったところで上のボールを取
ろうとか地域を稼ごうと思っても無理。い
かに自分たちの強みである低さとか速さを
生かすしかない。 
ジャパンの 5ｍダッシュの速さはワール
ドベスト。アジリティといって一対一のデ
ィフェンスをかわすスキルを JK はしつこ
く言っている。以前の日本人の強みはそこ
だった。ずらしたりかわしたり。しかし最
近は外国人も非常にトレーニングを積んで
いる。今スーパー14 見ても、トップリーグ
を見ても、外国人がずらすスキルを積んで
きているのがわかる。アジリティの精度は
上がってきている。 

今 JK がやろうとしているのがディフェ
ンスのラインスピードを上げること。最初
の段階でスペースを殺してしまうこと。そ
れによって次の相手の動きをどう制圧する
か。我々としてはそこに低さをどういれて
いくかが重要だと。 

U20のときは梅雨時で、イングランド戦
は雨だった。外国人は結局はボールの上に
タックルにくる。我々はボールの下にタッ
クルに入る。彼らはボールにタックルに来
る。リーチも長いしスキルもあるのでたぶ
ん止められる。ゲインラインは越えられな
い。彼らがタックルできないところは唯一、
選手の膝の外側。ディフェンスとディフェ
ンスの間の空間はタックルに来れないだろ
う。そこにもし足でも出して止めようとす
るならば、その膝を割れ、ヘッドスライデ
ィングしろと。極端な話、相手に囲まれて
しまったら、ヘッドスライディングしてで
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もラインの裏に出ることを考えろと。そう
して我々のリズムをつくろうと。 
今、よくスターティングオプションとか
スローボールとか、停滞したようなところ
からゲームのリズムをつくるのは非常に難
しいが、外国人のようにリーチの長い、上
に強い、パワーがある相手と戦うには下し
かない。我々としてはその下の力を上げて
いきたい。 
逆に我々のディフェンスは下を制するた
めに必ずロータックル。ロータックルに入

りながらセカンドプレーヤーがどこに入る
のかということを明確にしていく。一人目
が下に入ったら二人目は上に入って少しで
もボールを停滞させる。同時に下に 2 人入
ってはダメ。そうすればまずボールはつな
がれる。もし一人目が上に入らざるを得な
ければ二人目は下に入って早く倒すと。そ
れを大会の中でやってきた。その結果こう
いう数字になったということは、我々とし
ては光が見えたかなと。日本人の強みをい
かに生かすということをは本当に重要。

 
■「決め事」から「ビジョントレーニング」へ 

U20の選手が、自分が今までに経験した
ことがない相手に対して、今までの大学ラ
グビーを上回るプロフェショナルなプレー
ゾーンの中では、それまでの自分のプレー
が完全否定されてしまい、それによってハ
イプレッシャーの中で自分たちのプレーが
まったくできず完全にパニックになってし
まうということがよくある。いちばんはコ
ミュニケーションがとれなくなる。そんな
ときに、最初にやらなくてはならないこと
は、しっかりと相手を、状況を見るという
こと。 
たとえばディフェンスをつけてアタック
の練習をしようというときに、アタック側
がディフェンスにお構いなく、たとえばシ
ザースをするとかダミーをするとかという
オプションを決めてしまうということはよ
くある。しかしラグビーのゲームは相手に
よって瞬間的に状況が変わる。その中で、
しっかりと相手を見て、ビジョンを結ぶこ
とが大事。そして、次にコミュニケーショ
ン。わかっている選手が周りの状況を判断
する。そしてデジションメーキングをして
コミットする。そうありたい。 
しかし日本人はほとんどの場合、ビジョ
ンではなくまずデジションメーキングをし
てしまう。決めてしまって、コミュニケー

ションをとらないでコミットする。状況を
打破できなければ、後でここじゃなかった
とは反省するにしても。 
そうではなく、まずビジョンを結ぶこと、
周辺を見ることが大事。我々は今、ビジョ
ントレーニングをしっかりやっていこうと
いうことになっている。これは中学生まで
は伸びるといわれている。まだ高校生も伸
びると思う。ここにいる君たち（小山台高
校ラグビー部員）もビジョントレーニング
をしっかりやってほしい。遅くはない（笑）。 
これはジャパンでも今やっていることだ
が、けっこう難しい。瞬間的にとらえてそ
れをどう伝えていくのかという問題。ディ
フェンスの場合、外側から内側に入れるコ
ミュニケーションはまだ簡単。しかし、内
から外へ流すコミュニケーションが大事。
それも瞬時に。いかにボールタッチする人
間がビジョンをしっかり持てるか、そして
コミュニケーションを図れるかが難しい。 
日本の我々のトレーニングは昔からずっ
と決め事を繰り返す練習をしてきた。それ
がビジョントレーニングにつながってこな
かったということがあると思う。年代別の
強化の中にいかにビジョントレーニングを
取り入れるかが大きな課題。
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■ スイッチの切り替えにスピードを 
ふたつめはスイッチの切り替え。私は NZ
に 145 点で大敗したときのキャプテンだっ
た。そこから多くのことを学んだ。何が違
ったのか。そのひとつに彼らは瞬間的にス
イッチを切り替えられる。オールブラック
スでなくても、NZ の連中は、試合の 20～
25分前になってもアップをほとんどしない。 
私は震災のあった年にバーバリアンズで
ゲームをしたことがあるが、そのときは非
常に暑かった。オールブラックスの選手も
何人かいた。チームメイトにはジェイミ
ー・ジョセフもいたので、何となくわかっ
ていたが、そういう暑い時に彼らはどうす
るかというと、アップをしない。がんがん
冷やしているロッカールームにいる。そこ
で周りの友人と普通に話をしている。20 分
ぐらい前から、ロッカールームでストレッ
チして、キックオフの後には相手の顔を笑
いながら平気で踏んでいる（笑）。それが
日本人にできるかというとそうはいかない。 
そのスイッチを切り替えるタイミングと
いうか、そこらへんのスムーズさが、これ
は民族性なのか文化なのか、そこがちがう。 
私は、日本人の強みというものにもう一
度着目して、ゲームのイメージを持ちなが

らそれを生かすことを考えていかなければ
ならないと思うが、スピードといっても、
考えるスピードというか、スイッチの切り
替えのスピードというものをもっと重視す
べきだと思う。 
練習は厳しい。練習は試合を想定してだ
いたい 2 時間。その練習に 2 時間集中する
というのはとても難しい。その 2 時間の中
で、もしくは試合の中で、流れのオン・オ
フにするそのスイッチの切り替えの早さが
要求される。練習はスタッフと選手の共同
作業。今の大学の練習は長い。3～4時間は
やる。それが本当にいいのか。 
後はスキルとキャラクター。今回 U20 に
関してはこのキャラクターを重視した。短
期間で自信を付けなくてはいけない。経験
が少ない。高校大学はやらされていること
に慣れている。 
大事なことは気づくこと。コーチの役割
は気づかせること。選手に悟ってもらうこ
と。そのときにキャラクターはとても重要。
その選手が自分にとってなにが必要なのか
をわかってもらわなくてはならない。自分
が気づかなくては伸びない。

 
■ 垣間見た NZの底力 

JK がトップコーチ資格の会議でプレゼ
ンをした。そこで彼が言ったのはオールブ
ラックスで初めてレギュラーの 14 番で出
たときのこと。当時の HC が、今日はこの
14番のジャージをお前に「貸してやる」と。
テストマッチのジャージは選手に与えられ
るもので、その選手のものであり、相手と
交換しても構わない。ただ、そういわれた
ことはどういうことなのか。それは、その
背番号は過去からずっと引き継がれてきた
ものであるということ。 
今日「貸す」ということはお前がいいパ

フォーマンスができなければ着る資格がな
い、「返せ」ということ。その当時のオー
ルブラックスの勝率は 80％以上。結果がす
べて。勝たなければプレーヤの責任。だか
らそれを見るために貸すんだと。14 番を着
る資格があるかどうかを試すのだと。 
私も 44 キャップ。自分自身のプライドは
もとより、回りのサポートも背負っている
つもりだった。145 点のときも、もし自分
になにかがあってもいいように、スーツケ
ースの中をきちんと片付けて試合に臨んだ。
そのぐらいの覚悟は決めていた。しかし、



 

 - 23 -

私の前には広瀬さん、その前は藤田さんと
いうフッカーがいた。しかし、彼らのつな
がりを意識してラグビーをしたことがなか
った。JKの話のようなところまで考えては
いなかった。NZの底力はそこかなと思った。 
私はここにレガシーと書いたが、結局は
そういうことかと。日本スタイルどうのこ
うのという前にそういうレガシー（遺産）
を築いていくことが大切だと思う。 
ベスト 8 に入るのはとても難しい。レガ
シーがあるか。正直なところ、そこを変え
なければ日本ラグビーの将来はないと思う。 
もうひとつ JK に聞いたのは、オールブ

ラックスで代々の先輩から聞いてきた話の
ひとつ。昔、指を骨折した選手がいた。1
ヶ月後にオールブラックスの遠征がある。
医者から 2 ヶ月ギプスをはめから試合は無
理だと。するとその選手は、もし指を切断
したら何日でプレーは可能か、と聞いた。
切断なら 3 週間だと。ならば、と彼は切断
して試合をしたという。そういう話が代々
のメンバーに語り継がれていた。 
日本にもそういう「いい話」はある。し
かしそれが我々に伝わってこない。そうい
うことも含めて見直していかないと原点に
立てないのではないか。

 
■ 「常に立ち帰る場所」を 
東芝で監督をしていたときに学んだ重要
なことがある。 
まずは個の力を磨くこと。型ではなく、
個人対個人の戦いに勝てること。次が「戦
略を大胆に、戦術は緻密に」ということ。 
戦略を大胆にするとは何か。今は監督が
インカムで指示を出したりしているが、結
局は選手が自分たちでキャプテンを中心に
コミュニケーションをとって決めていく競
技。その意味で、なにかトラブルが発生し
たときに、瞬時にどうしていくのかが問わ
れる。自分たちが立ち帰る場所があるのか
ないのかという問題。 
東芝のときのスタンディングラグビーと
か、コンタクトとか、親に見せられない練
習とかよく言われたが、結局は何をしたか
というと、とにかく絶対的にコンタクトに
自信を持たせること。相手のチームからま
ちがいなく、東芝とやった後がいちばん身
体が痛いといわれるようになること。そう
なれば我々の勝ち。 
しかし当然それだけれではうまくいかな
いこともある。そういうときは当時のキャ
プテンの富岡がハーフタイムに、うまくい
っていなかったり、前半リードされていた

りすると、だいたい同じことを言っていた。
ロッカーに入っての第一声が「すいません。
もうわかってますから。後半いきますから」。
なにかというと、自分たちが身体を当てて
いないということ。相手に接近していない。
きれいにボールを回してラグビーしよう、
そういう形に入ろうとしていた、というこ
と。そうすると、自分たちの強みはなにか、
というところから離れてしまっていること
に気づく。そこを本来自分たちの立ち帰る
場所に戻ろうという。それを選手自身がわ
かっていた。だから、監督といってもほと
んどなにもしていない。ハーフタイムに戻
ってきたときには、彼らは自分たちのこと
がわかっていた。修正が自らできるように
なっていた。 
よく言われるのが、直観という言葉。ギ
ャンブルではなく、知識と経験からチャレ
ンジをしていくこと。チャレンジをいかに
自分のチームに落とせるか。そういうリー
ダーを持っているか。監督は今はプレーヤ
ーを換えることができるが、結局はプレー
ヤーがゲームの流れを見ながら、知識と経
験に基づいた直観でチャレンジができるか
どうかだろう。
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■ 知・体・心・技 
ジャパンスタイルに関しては 3 つめの課
題がある。後出しみたいだが、国際経験が
ないということ。それは選手だけではなく、
スタッフも同様。そして大学ラグビーを変
えなくてはならない。いかに選手の質を上
げるか。 
国際経験だけではない。大学によっては
100 人以上のメンバーがいる。3本、4本あ
っても、シニアとジュニアを分けたら、ジ
ュニアにはほとんど指導がされていない。
シニアに空きができ、あるいはやがて上級
生になるにしても、U20である 1年 2 年の
ときにはきちんとした指導がされていない
ということがある。そういう現状を変えな
くてはならない。 
いちばん伸びしろのある大学 1～2年、も

しくは高校時代の強化が立ち遅れている。 
アスリートはよく、心技体といわれるが、
私は、知体心技だと思っている。第一の「知」
とは知力、すなわち自分で考える力を持っ
ていなければアスリートは伸びない。この
「知」の部分をどう植え付けていくか。選
手は自分が試合に出る準備をする。そのと
きに、自分の立ち位置を見極められるかど
うか。 
東芝は暗いとか、派手さがないとかよく
言われた。当時私は採用もやっていて、そ
のときはとにかく、真面目で、素直で、自
分で考えられるというこの 3 点で採ってき
た。今もジャパンにいるが大野という選手
もまさしくそう。 
彼は高校まで野球をやっていた。大学は
日大だが、福島郡山の工学部で、15 人もい
ないチームにいた。ウイングをやったりフ
ォワードをやったりしていた。しかし自分
で考える力があった。もちろん、今ほど身
体はできていなかった。今は 191～2cm の
105kg ぐらいだと思うが、当時は身長は変
わらないが、90kg そこそこだったと思う。 

東芝の練習に呼んだときに、心と体がわ
かった。技は今もまったくないが（笑）。
東芝のめちゃくちゃきつい練習をやらせた。
わざと大野のために、東芝の選手も根を上
げるようなきつい練習をさせた。リーグ戦
グループのキャプテンなどもいたが、全身
けいれんで運ばれていくような練習をやっ
た。大野は、両肩鎖関節を浮かせてボロ雑
巾のようになって、ふらふらになっても、
最後まで折れなかった。スキルはなくとも、
体と心は絶対折れなかった。これは間違い
なく東芝向きだと判断した。 
彼は福島におばあちゃんがいて、牛の世
話をするとか、消防士になりたいとかいっ
ていたが、消防士にはいつでもならせてや
るからといって、焼肉 1回で決まった（笑）。
必ず 3 年でジャパンになれると言った。し
てやるではなく、なれると言った。だから
東芝でいっしょにやろうと。彼ならば絶対
に自分で考えて順序立てて目標設定をして
やっていくとなんとなくわかった。ただ 3
年は必要かなと。 
そうしたら 3 年後になってくれた。そこ
は間違いなく彼の元々持っている知の部分
によるところが大きい。 
東芝は水分コントロールをして体重を減
らさないように試合前と試合後に必ず体重
を量るが、大野は 9kg 減っている。ただ、
リザーブでアップしただけで 4kg 減ってい
るので、どこまで数字に意味があるのかは
わからない（笑）。単なる汗っかきかもし
れないが（笑）、そのぐらい 80 分間プレー
をするということ。惜しみないプレーをす
る。 
もう最年長に近いが、最年長は松田がい
るので…。結局は多くを語らない。福島の
気質があるのかもしれないが、ここぞとい
うときにぼそっと言う言葉が非常に重い。
いろいろな経験を積んで、彼自身が考えて、
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周りの空気を壊さないようにすべきである
という自分の存在をよくわかっている。 
この間東芝が鹿児島でサニックスさんと
試合をやったときに、前半まったくダメだ
った。けが人が出ていていつもと 5 名ほど
本来とは違うメンバーでやった。前半 15 対
16 と 1 点リードされて折り返したときに、

大野が監督やスタッフがものを言う前にぼ
そっと「やることやってないからだろ。そ
れだけだ」。その一言で自分たちの修正が
できる。自分たちがそれぞれやるべきこと
をやる、というところに立ち帰る。そうい
う経験を積んだ選手の存在が大きい。

 
■ 心の底から応援される日本代表へ 
トップリーグに来る外国人がよくいうの
は、日本人は一貫性がないということ。ア
ンドリュー・マコーミックも言っていた。
他のチームの外国人も言っていた。 
単純にいえば、100ｍダッシュ。これを
10 本やるとする。日本人は最初の 5本ぐら
いはトップで走る。外国人も同じようにす
る。ただ、678 ときつくなってくると調整
して、体力を温存し 9本 10 本になるとあた
かも自分が早いように走る（笑）。外国人
は 7 本目 8 本目とトップで走ろうとしてだ
んだん落ちてくる。最後になると、当然バ
テてくるので、最終的に日本人の方が早い
ように見えてしまうが、本当のところはど
うなのか。そういうところがあるという。
練習でもゲームでもそういうことがある。 
アンガスがよく言っていた。今日 50 点で
もいいじゃないか、明日 51 点になるように、
自分たちが何をやるか、それをよく考えよ
うと。 
今トップリーグが衛星放送を通して多く
の方に見られている。日本のラグビーはボ
ールがよく動いておもしろいと海外でも評
価を得るようになってきた。ただ、こうし
たゲームの質だけではなく実は練習の質も
その前の段階も外国人が高めてきたという
ことがある。彼らが残したものは大きい。
外国人のプレーヤーが増えたことは確か。
そこでいろいろなことが言われるが、功績
も大きい。 
ジャパンスタイル、レガシーという面で、

日本人の強みを明確にして、それをどう戦
術、プランにどう落とし込んでいくか。日
本スタイルがハッキリしてくれば、結果と
して日本人が選ばれるということにつなが
っていくのではないか。逆にそれがセレク
ションポリシーになるならば、外国人がそ
れに合わせて変えていかなければ選ばれな
くなる。 
したがって、一日も早く日本の強みを明
確にして、それをゲームに落とし込み、そ
れをセレクションポリシーにも反映させる。
それによって皆さんから日本代表に対して
の心の底からの応援を得る道ではないかと。
見ていて日本人らしいというゲームをする
ことが重要。それだけでは勝てないことも
まちがいなくたくさんあるが、19 年に向け
てはそれが大切。 
最後に、リスクマネージメントについて。
調子のいいときほど、失点につながる。結
局は自分たちのリズムのいいときこそ、だ
れかがリスクマネージメントをしながら、
ターンオーバーされてからの対応をしてい
けるようにすべき。ゲームだけではなく準
備段階から。東芝で監督を任されてから、
本当に思ったことはそれ。 
以前は大きな奴に渡しておけばいいかと
いうところがあった。それも天候とか関係
なしに、自分たちの強みだけで勝負すれば
いいというときがあった。ただ、日本選手
権の準決勝で、トヨタに敗れた試合があっ
た。向こうにはジャパンのキッカー廣瀬が
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いた。そのときのチームは、我々はどこか
らでもスタンディングラグビーで攻められ
ると思っていたが、そのときだけは悪天候
のキッキングゲームでまったく我々のラグ

ビーができなかった。それがいちばんの後
悔が残る試合。前の準備段階からそれに対
する備えをしていかないとならない。スタ
ッフも含めて。

 
■ 2019 年に向けて 
ワールドカップの過去の数字で、1987 年
の第 1 回、観客数が 60 万。TV観戦者数が
3 億。これが徐々に増えて、2007 年のフラ
ンスでは、観客が 204 万、TV観戦が 40 億。
準決勝のフランス対イングランドの視聴率
が 67％。しかし 2011 年の NZには厳しい見
通しがあるという。それもあって、2015 年
はイングランドでということになっている
とも思う。 
そのぐらいの大きな大会が日本に来る。
これ以上の大会にしなくてはならない。そ
のためには、まず君たち高校生（会場の小
山台高校生を指して）にがんばってもらわ
なくてはならない（笑）。君たちが宝。 
しっかり目標を持って、自分たちが結果
を残すということが大事。そして皆さん方
のように、ラグビー関係者の皆さんがとも
につくっていく。多方面からの力を結集し
なくては成功しない。そのぐらい大きな大
会。 
10 年はあっという間。もちろん 1年なん
てあっという間。その間にやるべきことは
たくさんある。ぜひ力を貸していただきた

い。 
私の夢はかつて 145 点とられたので、と
にかく 1 勝。そしてベスト 8。どんな形で
もいいからそこに携わっていきたい。 
よく言われるが、夢を見ているのはまだ
子供（笑)。夢に向かって自らが動き出した
ら大人だと。年齢ではない。 
先日 TV で見たトライアスロンのチャン
ピオンは京都の小学生だった。毎日練習を
していた。どうしてこんなきついことをし
ているのと聞かれて、自分で決めた夢や目
標に対してやるのはあたりまえといってい
た。だからチャンピオンなのかと思った。
そして、コーチからいろいろなことを教わ
ったが、ただ今はなにも恩返しできない。
だから僕の夢は学校をつくっていろいろな
ことを教えてあげたいと。実にしっかりし
ている。 
夢に対してしっかりした考えをもって、
行動をすること。それが日本ラグビーにと
っても大事なことだと思う。 
今日は本当にありがとうございました。
（拍手）

 
■ 質問と応答 
Ｑ 大野選手の話はおもしろかったが、彼
のスカウティングはシステマチックに行
われたのか？ 
Ａ たまたま単純に網にかかっただけです
（笑）。私の知り合いが福島にいて「ど
素人だけど見てみないか」といわれて見
に行きました。今はのスカウティングは
モレがないようにずっとシステマチック
になっていると思います。 

 
Ｑ 2015 年、2019 年への組織はどうして
いくのか？ 

Ａ 難しい問題がありますが、日本人を中
心にすべきだろうと思います。日本人が
苦手なのはスキルコーチ。パスにしても
キックにしてもタックルにしても。間に
合わなければ外国人の力を借りなくては
ならないが、原則的には日本人でいくべ
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きだと思います。岩淵は優秀です。彼は
キーマン。彼をどう使うかは重要でしょ
う。もうひとつ日本が勝つために重要な
ことは、どれだけスキルを持っても、ル
ールを変えられたらどうしようもない。
国際舞台に日本人を送り込まなくてはな
らないということ。発言力を持った日本
人の存在がどうしても必要です。 

 
Ｑ ビジョンをどうやってトレーニングす
るのか？ 
Ａ トレーニングは難しいです。小さいと
きからのトレーニングが重要になります。 
 
Ｑ どうしたらキャラクターをつくれるの
か？ 

Ａ 短期間では無理でしょう。私の場合は
とにかく逃げない、身体を張れる選手、
仲間を裏切らない選手を重視しました。 
 

 
 

（文責：帯広畜大ＯＢ・小林誠）
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横井章氏の活力溢れる活動 
小樽商科大学 1967年卒 

            酒井 克臣 
 
2003 年 11 月の六大学講演会（於・青山
金華飯店特設会場）にて実技を交えながら
熱弁をふるわれた氏のその後の足跡は目覚
しい。大学、高校合わせ 40 数校にアドバイ
スした氏は、なかでも帝京大、関西学院大
をそれぞれ東西の学生チャンピオンに導い
たほか、京都成章高はじめ多くの高校を花
園に立たせた。2008～2009 年の花園の準決
勝の京都成章 Vs 御所工実の迫力ある試合
を思い起こして欲しい。あの 2 チームは氏
が早期に指導助言したチームなのである。
（六大学講演会でも“ネット張り巡らし練
習”の話が出たが、あれは御所工実の実話
であった）。氏の花園での観戦は忙しい。
関係するチームが多いため、同時開催の３
つのグラウンドを渡り歩くのだ。 
 
氏がコーチとしてグラウンドに立って指
導している時間は僅かに過ぎない。各校の

指導者に助言する特別コーチなのである。
小樽商大も過去４回北海道に招聘し、帯広
畜産大や酪農大と合同で指導を受けたが、
直接指導を受けることもさることながら、
その後のコーチや現役プレーヤーと氏のや
りとりがじつに実り多いものである。 
  
2010年は同じ教えを受けた帯広畜産大も
北海道の一部に復帰してきた。弟子２校が
鎬を削るのをにんまりと笑いながら喜ぶ氏
の姿が想像できる。もっとも氏の指導した
点をキチンと実践できたなら喜んでもらえ
そうだが･･････････。 
 
氏の主張点や活動については 2009 年 10
月に発売された“ラグビークリニック別冊
冬季号”への氏の寄稿文を下記に転載する
ので、ご覧頂きたい。 

 
 

  
 

氏は多くのネットワークを持ち、事ある
ごとに発信し続けている。私も受け手の一
人であるのだが、しまっておくのは勿体無

いので“横井さんメール”と称して多くの
仲間に転送している。今回の転載もその仲
間の多くが掲載を望んだためなのである。 

***************************************************************************************** 

 



 

 - 29 -

“魅力あるラグビーの創造のために” 
Why？ 現場で感じた素朴な疑問 

    
 

「日本人の特性を生かした、攻守ともに
前に出る変幻自在の面白いラグビーを創り
出す」運動も、昨シーズンは、アドバイス
した高校の 20 数チーム、大学の 10 数チー
ム、社会人の数チームが、それぞれ素晴ら
しいゲームを創り、大いに成果を上げた。 
 特に、関西学院大が関西を制覇し、帝京
大が早大を破り対抗戦グループ初優勝、高
校レベルでは、全国大会の準決勝で御所
工・実 3－0京都成章と、近年稀にみるディ
フェンスゲームを展開してくれるなど、素
晴らしい感動を与えてくれた。 
 

 また、今年行われた U20 世界選手権の日
本代表に教え子が数人出場し、チーム自体
が「攻守ともに前へ出るラグビー」の片鱗
を見せてくれたことは、私が現場に戻った
この８年間の活動の成果と自負している。 
 このように、多くのチームにアドバイス
している中で、その練習方法について、感
じたことをまとめてみたい。ただし、今回
は多分に私の独断と偏見もあると思われる
ので、機会があれば、大いに批判を賜りた
いものである。 
 
 

なぜ自分のチームがやることを練習しないのか  
 
最近は外国で行われている練習を、何の
考えもなしに真似た「ジェネラルな練習」
をやるチームが多い。たとえば、FWと BK
が一緒になってストレートランとパスの練
習をする。 
 そこで、そのチームのゲームマネジメン
トを問いただすと「セットから近場で CTB
がクラッシュし、そのあと FWが 0チャン
ネルを攻め、その球出しで BK が横展開し
てトライを狙う」という。 
 そこには、FW とＢＫが横一線になって
パスをするという状況はない。その戦術に
必要なのは、FW の縦のサポートであり、
BK の横展開である。つなぎの練習だけを
取り出してやるのなら、FW はＦＷだけで
ガット中心の縦のサポート練習を、BKは、
実際にそのシチュエーションで並ぶと予想

されるポジションのメンバーで、パスと実
際にやるムーブの練習をすべきではなかろ
うか。 
 同様にFWとBKが一緒になって3対2、
3 対 3 の練習をやる。それも、そのチーム
が数次の攻撃を FWと BKが横一線になっ
てやる場合がほとんどないと予想されるレ
ベルのチームがやっているのである。そし
て攻守ともひとつのポイントから左右に分
かれ攻防が始まる。しかし、前述のゲーム
マネジメントならば、CTBがクラッシュの
後は、SO、FB、WTBが並び、FWは、BK
の後ろに位置する。なぜ、そのゲームシチ
ュエーションで練習しないのか、理解に苦
しむ。 
 要するに、練習は練習、ゲームはゲーム
で全く関係しておらず、外国で行われてい
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るオールラウンドプレーヤーを育てる練習
を、なんの考えもなく取り入れ、自分達の
ゲームマネジメントではあり得ない、無駄
な練習をやっているのである。 
 昨今、練習時間が短くなり、またスキル
が低下していて、やらねばならないことが
多くあるというのにである。 
 ゆえに身体能力に劣るチームが勝つ、す
なわち小よく大を倒すには、全員が同じよ
うに動ける＝オールラウンドプレーヤー15
人でやるラグビーではなく、それぞれのポ
ジションの役割をきっちり果たせるスペシ
ャリストを 15 人集めてやるラグビーを目
指すべきである。 
 チームごとにやろうとすることが違うな

ら、当然チームごとの練習もちがうはずだ。
しかし今、ほとんどのチームが同じ練習を
している。効率的な練習とは、できる限り
ゲームシチュエーションに近い形で、それ
も「どの場所で、誰が」やるのかにこだわ
ってやるべきではなかろうか。 
 自分達のやるゲームマネジメントがない
のでは、それこそ論外である。 

 

 
なぜ悪い癖ばかりがつく練習をするのか 
 
今、ほとんどのチームがアップにやって
いるのがグリッドであり、タッチフットで
ある。 
 これも外国で「なぜやるのか、この練習
ポイントはここ」ということをきっちりお
しえられていて、基礎のことを効率的に教
えるには大変良い練習と思う。 
 しかし、日本にそれが入ってきて行われ
ると、全くその良さが失われ、似て非なる
ものとなる。たとえばグリッドでは、自分
の番が終わって次のプレーヤーに渡す時に、
前パスをする。こんなことでは、ゲームで
のスローフォワードにまったく抵抗感がな
くなるのではないか。 
 また、ボールを上へ放り上げて受ける動
作がある。しかし、今のプレーヤーのキッ
クを受ける能力は一向に上がらない。キッ
クオフのボールが地面に落ちるのはザラだ
し、ハイパントの捕球もままならない。さ
らに、下のボールを拾って、前のプレーヤ
ーをかわすことをやっているが、ゲームで
は、かわすことができないなど、必ずグリ

ッドをやっているのに？である。 
 要するに、この練習が悪い意味で習慣化
され、何も考えないで、軽いプレーの典型
化として身体に覚えこまされているのでは
なかろうか。アップといえどま、自分達が
やるゲームマネジメントに沿った動きを、
７～８割のスピードでやり、頭に覚え込ま
せる方が、よっぽど効率的ではないか。 
 また、タッチフットでは、ディフェンス
は立ったままの高い姿勢で、タッチするだ
け、差し込まれても下がらず、一発抜かれ
たらそれで終わり。これが 15 人制のユニオ
ンラグビーでは、高い姿勢、横一線の脆い
ディフェンスにつながる。アタックでは、
タッチされたらそこでいったんボールをデ
ッド、ボール獲得の動作なしに、次のアタ
ックにリリース、コンタクトがないものだ
から、横へ横へと軽いつなぎの動作に終始
する。 
 すなわち、ユニオンラグビーで重要であ
る、接点でボールを確保するつなぎや、オ
ーバーを練習することにならず、逆にボー
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ルはいつも獲得できるという錯覚に陥る。
そしてボールを渡した味方にサポートせず、
孤立を招いても悪いと思わない。さらに味
方が抜けてトライに走っても、その一人が
走っているだけで、後の味方は眺めている
だけなど、これもじっさいのゲームでは、
マイナスになることばかり練習している。 

 タッチフットは、広い視野で、攻めるべ
きスペースを見つけ出すという良い面の練
習にもなるし、どうせやるなら、タッチは
腰より下、アタックはワンオフロードあり
とか、ルールを変えてでも、15 人制ラグビ
ーの練習になるようにやっては如何だろう
か。

 
その他、最近の練習で少し変だなと思うこと  

 
① なぜマーカーを置いて、その通りやろうとするのか 
 
たとえば、ストレートランでパスをする
練習をするのに、あえて内側へ走るように
マーカーを置いて走らせ、なおかつ外側へ
パスせよとやらせる。 
 なぜ内側へ走らすのか聞いてみると、「ゲ
ーム中ゴールラインに直角に走れないもの
だから、あえて内側に走ってまっすぐ走れ
るようにする」のだという。それこそ、今
どちらを向いて走っているのかイメージす
ることの妨げになるのではないか？そもそ
もゲーム時にはマーカーは置いてない。自
分がどちらを向いて走っているかを認識し
ながらやることこそ練習ではないのか。 
 練習方法を教える時ぐらいは使うのはや

むを得ないとしても、できる限りプレーヤ
ーが自分で、グラウンドをどう使うかイメ
ージできるように、マーカーなしでやらせ
るべきではないのか。 
 また、「内側へ走って外へパスしろ」と
いうプレーは BK でも難しいのに、FW に
までそれをやらせる。それよりゲーム時は
少し斜めに走った状態から、まっすぐに走
り、次に外に向かって一歩踏み出してパス
をするという方が、よほど実際的だ。なお
かつ、今のプレーヤーの苦手な外へのサポ
ートへすぐ行けるように、練習をさせるべ
きではないのか。

 
② なぜシークエンスに書いて、その通りやろうとするのか 
 
前項と似たようなところだが、数次のア
タックの配置をシークエンスに書いて、そ
の通りに動く練習をするチームが多い。 
たとえば、5 次のアタックをシークエン
スに書いて、接点となる予想のところに、
ダミーを持ったディフェンサーに見立てた
プレーヤーを置く。そしてアタック側が攻
撃を始めるが、2 次 3 次になると接点予想
と合わなくなる。そこで何が起こるかとい
うと、アタック側がダミーを持っていると
ころへコースを変えて当たりにいくのであ
る。また 5 次目はディフェンスがいなくて

パスをするのだが、前へ進んでいてインゴ
ールで回している。 
これで、どんな弊害がでるかというと、
実際のゲームでも 5 次のアタックをやり続
けようとするのである。それだけのつなぎ
をミスなく出来ないのに、である。また、
その間に自分の目の前に抜けるスペースが
出来たのに、そこをつかずにシークエンス
をやり通そうとするのである。 
これでは、プレーヤー自らが自分の前の
状況を判断して行動するという、ラグビー
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の最も重要で、最も特徴あるところを、自
ら放棄しているようなものではないか。 
あるチームで 15 対 15 でキックゲームを

やらせたとき「横井さん、これをシークエ
ンスに書いてください」と言われて、唖然
としたことがある。これも論外である。

 
③ 年に数回も練習しないサインやムーブをなぜやらせたがるのか 
 
チームによっては、基本的なムーブやサ
インを入れると 10 を超えるものをやろう
とする。ＢＫ全員のラインアタックとなれ
ば、週の練習日のうち 1～2日で、怪我人や
メンバーが変わることを考えれば、同じメ
ンバーで、同じムーブを年間何回練習でき

るのかという状況で、なぜそんなに多くを
やろうとするのか。結果はとうぜんれんし
ゅうぶそくで、ゲームで使えばミスをする
のがオチだ。出来る限り絞って、少々ボー
ルの出のタイミングが悪い状況でも完遂で
きるようにすべきではないか。 

 
④ なぜ練習でプレーヤーの持てる力を 100％出させようとしないのか 
 
練習でミスをすると、即「アゲイン、練
習にならないじゃないか」と怒る指導者が
多い。しかし実際のゲームで、そういつも
うまく行くのだろうか。確かにミスの原因、
責任の所在をはっきりさせるのは重要であ
り、腕立てなど罰を与えるのも必要だが、
もっと重要なのは、練習では自らの能力の
限界まで挑戦させることに、あるいは経験
し得ていないことに挑戦することを恐れさ
せないことではなかろうか。指導者におこ
られないよう、プレーヤーがミスしないよ
うに 80％の力でやろうとするなら、本末転
倒だろう。 
また、そうして挑戦させたことで起こっ
たミスは、きっちりミス処理させた後で、
アゲインにするべきだし、パスがそれただ
けで、ノックオンにならない場合などは、
続行させるべきだろう。実際のゲームでも
その方がチャンスになる場合が多い。 
さらに、もっと積極的に、プレーヤーが
経験し得ないスピードに挑戦させる練習
（たとえば坂道を走り下りるなど）を行う
べきである。 
また常にゲーム同様負荷をかけた形で練
習させるべきではないか。たとえば、キッ
クの練習といえば、2 人が向き合って待ち
構えているところへ蹴るが、そんな練習を

しているから、実際のゲームで蹴ったボー
ルが敵のところへいくのではないか？待ち
構えていないところへ蹴る方が、捕る練習
にもなって効率が良いのではないか。 
また、よくあるのがアタックディフェン
スの練習で、「タッチですか、ホールドです
か、ガチですか」という質問である。 
タッチは高い姿勢のもとになるのだから、
やらせるべきではない。最初にムーブを教
えるのにホールドは仕方がないとしても、
ゲームのための練習なら、基本的にはガチ
だろう。高校生までは身体の出来具合など
もあるので、ホールドもありかと思うが、
早く身体が出来るように推進すべきである。 
選手が練習を前向きな気持ちやれば、身
体が自然に対応能力を発揮するから、かえ
ってケガをしない。ホールドという中途半
端なやり方の方がケガをしやすいというの
も一理ではなかろうか。 
もうひとつ。「何本」と聞いた側は「3本
なら３本出来るように、80％で 3本やろう」
と計算するものが多いということである。
しかし、練習というのはそういうことだろ
うか。「何本であろうが、1発目から自分の
力を 100％以上を出そう、そのあと 50％に
落ちても限界に挑戦することが重要だ」と
思うように指導すべきではなかろうか。
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⑤ なぜ気の向かない練習をやらせるのか 
 
年齢の高い指導者は、自分の経験で、き
つい、しんどい、嫌な練習こそが、克己心
も鍛えられて良い練習だと考え、それを今
の若者に強要しがちだが、本当にそうだろ
うか。 
確かに基本技を根付かせるには、反復練
習が必要なものが多いが、それでも飽きが
来ないように目先を変える工夫をしたい。 
プレーヤーが嫌だなと思う練習は結局は
身に付きにくい。たとえば、誰もディフェ

ンスの練習は嫌いだが、3 対 3 のアタック
ディフェンスの形に、さらにＦＷの位置か
ら 3 人のディフェンダーをつけてやると、
どうだろう。6 対 3 でターンオーバーまで
と言ってやると、たいがいディフェンス側
のほうが楽や、得やということで、ディフ
ェンスに回る者の方が多くなるのではない
か。 

 
⑥ ゲーム前の気合入れは、単なるパフォーマンスなのか 
 
今、私がきになっているのは、ゲームの
最初から 100％の力を出させるにはどうす
れば良いかということである。 
ゲーム直前に歌を歌い、大声で気合を入
れ、泣かんばかりの形相でグラウンドに出
ていくプレーヤーを「気合入っているな」
と見ていると、ものの何分も経たないうち
に、あっさりトライをとられる。あれは何
だったのか？ただのパフォーマンスだった
のかと、がっかりすることがある。 
ゲーム前の練習も、みんな揃って、いつ
もトレーナー主導で決まったことをやるだ
け。試合に臨む気持ち、身体を作っていく
のは、各個人によって違うのではないか。 
大昔のことを言えば、ゲーム前の気持ち
の作り方は各個人、ゲーム前の練習はキャ
プテンが主導。その時の敵に対して「今日
はこのことを忘れるな」という意味で、そ
の練習を直前にしたような記憶がある。も

ともと日本人は農耕民族であり、ゲームの
最初から 100％を出せるように、じっくり
準備をしたものだ。 
対して外国人チームは、ゲームの前の練
習は軽くウオーミングアップするだけ。そ
して、ゲームをやっている間にコンディシ
ョンを整えながら、敵の情報も収集し戦い
方を変えてくる。彼らは狩猟民族であり、
そんな中でも何かあれば、瞬間湯沸かし器
のように熱くなれる。 
しかし、U20の外国人チームをみている
と、ゲームの最初から100％でやってくる。
外国も変化している。どのようにしている
のだろう。 
「ラグビーは、心と身体が連動するスポ
ーツ」である。ゲームの最初にどのように
心を作っていくか、今の日本の若者の心の
作り方を模索しているところである。

 
☐最後に 
 
日本のラグビーを良くするために、何を
しなければならないか。指導者の皆さん、
現代っ子を指導するのは大変だけど、熟考

して正しい道に導いてやってほしいと切望
してやまない。
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＊ 著者 PROFILE 
横井 章（よこい あきら）1941 年 5 月 1 日生まれ/大阪府出身/大手前高→早稲田大→三
菱自工京都/現役時代は CTB。1967 年の NZ大学代表戦で初キャップ。1968 年、オール
ブラックス・ジュニアに勝った試合に出場した。1973 年の英仏遠征時など、日本代表で
5シーズン主将を務める。8年前に現場に戻り、京都成章、関西学院大など多くのチーム
にアドバイスを送っている。キャップ 17。 

 
【付録】 
1973 年英仏遠征時の対ウエールズ戦で「幻のトライ」を決めた横井章氏 
と JAPANの活躍を報じる記事 

  
 
コーナーぎりぎりのトライは足がコーナ
ーフラッグにふれたとして認められなかっ
た。が、後にビデオのスローで見るとフラ
ッグに触る前にグラウンディングしている
ことが判った。判定が覆ることはあり得な
いが、この写真が「RUGBY in FOCUS：
Twenty Years of Rugby Action」（1970 年
～90 年代のラグビー写真年鑑）に収められ
た。彼の地の識者はトライと認めたのだろ

う、見出しに「 RUGBY JAPANESE 
STYLE」と銘打った。「スピーディな攻守
とも前に出る展開ラグビー」で当時世界最
強のウエールズから BK で 3 本（幻含む）
のトライをもぎ取った JAPAN を讃えたの
に違いない。 

（酒井記） 
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名古屋旅行 
 
                            北海道大学 S55 年卒 

川端亮二 
 

 
昨年 5 月の八大学ラグビー大会は、名古
屋瑞穂ラグビー場で盛大に開催され、又好
天にも恵まれて春の暖かな一日を楽しく過
ごさせて頂いた。残念ながらゲームには出
場できなかったが、試合後の懇親会、久々
に名古屋近郊のＯＢの方々に遅くまで付き
合って頂き、大変楽しい一日であった。 
 

 
  
翌日は、妻と名古屋近郊見物など旅行気
分で楽しんだ。名古屋は、学生の頃の瑞穂
以外は縁がなく、折角の機会なので城めぐ
りで犬山城、名古屋城を廻った。前日のア
ルコールが若干残っていたが、何とか名古
屋駅から名鉄に乗り 30 分程度で犬山へ到
着。晴天に恵まれて、城までの道を右手に
木曽川を眺めながらのんびりと散歩気分で
歩く。5 月の新緑の中に見える犬山城は小
城ではあるが、威厳を感じさせる佇まいで
存在感があった。1537 年に建てられ、小牧
長久手の合戦の時には、大阪より豊臣秀吉
が 12 万の大軍を率いて入城し、小牧山に布
陣していた徳川家康と戦ったとのこと。又、
国宝の犬山城、彦根城、姫路城、松本城の
中でも最も古い城である。桜の時期が過ぎ
ていたので、次回は桜の中の城も楽しみた
いと思った。 

 
犬山城  

       
名古屋城 

  
 午後は名古屋市内に戻り、名古屋城を見
学した。こちらは、関ヶ原合戦後江戸幕府
を開いた徳川家康が、大阪方への備えとし
て 1610 年に加藤清正、福島正則等に命じ、
1612 年に完成した平城。 
1945年の名古屋空襲で大小天守閣などほと
んど焼失したが、幸いにも焼失をまぬがれ
た櫓､門が重要文化財として現在に伝えら
れている。犬山城に比べるとスケールは大
きいが、個人的には犬山城の佇まいの方が
印象に残っている。 
 
 何年か後に、再び八大学の大会が瑞穂で
開催されることがあれば、その時は城以外
の観光スポットを散策したいと思う。
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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最近
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
味でも最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
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ップも有効でした。 
 
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
ィジーに対する最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最も
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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インビクタス 負けざるものたち 
                       

小樽商科大学（1973卒） 
     嘉成道夫 

 
ラグビーの映画があるんだ。1995 年南ア
フリカで開催されたラグビーワールドカッ
プを舞台にした映画が公開されました。そ
の当時私が南アフリカに住んでいたことを
覚えてくれている仲間からコメントを求め
られ映画を見に行ってきました。見て、あ
の時代、あの国が懐かしく思い出されまし
た。 
 
私はあの日本チームがオールブラックス
に 145 点を奪われる記録に残る試合の目撃
者でした。セットプレーからオールブラッ
クスにボールが出て、日本のバックライン
がぶつかった瞬間、トライのためにゴール
へ走る NZ のプレーヤーが見え、コンバート
に備え自陣に戻る日本のプレーヤー、皆が
同じ方向に走ってました。 

大阪丸と背景はケープタウンのテーブルマ

ウンテン 

 
映画ではアパルトヘルトから解き放され
た南アフリカが、マンデラの指導の下に新
しい人種平等の社会への発展の道が描かれ
ています。それからかれこれ 15 年、南アフ
リカは変わり、豊かな差別のない社会にな
ったでしょうか。石炭、鉄鉱石、金、穀物

類など豊かな資源を有しながら、現実は決
してそのようにはなっていませんね。治安
は悪化の一途をたどり、肌の色からの差別
に代わり、貧富の差による差別が止めどこ
ろもなく広がっているようです。腐敗は広
がり、国民の期待は、不満に変わっていま
す。 
 
あの困難な日々には、新しい時代の幕開
け前の期待、夢のふくらみがありました。
黒人の人たちには自分達がこれから主役だ
という目の輝きがあり、白人にはそれを受
け入れようとする落ち着いた静けさがあっ
たように思います。 
 
1990 年マンデラがロビン島から釈放され
てアフリカ国民会議の議長として白人主体
のデ・クラーク大統領の国民党政府と人種
平等の総選挙に向かっての日々は、人種、
部族、階層のそれぞれの考え方、行動が入
り乱れ、国中に緊張が張り詰めていました。
都会の黒人居住地区を中心に毎日 3 桁近く
の殺人事件が報じられていました。国全体
にドキドキと心臓の鼓動が聞こえるような
緊張感がありました。権力の移譲による期
待と不安が入り混じり、特権を失うことを
恐れる人々の暴力的な抵抗がありました。
選挙の 2 週間ほど前に選挙ボイコットを唱
えていた黒人の第二勢力ズール族主体の政
党が参加を決めて、恐れられていた分裂状
況の懸念がなくなり、その緊張感が嘘のよ
うに引いていきました。オフィスビルの中
で黒人のビジネスマン同士がよかったよか
ったと本当に喜び合っていたのが強く印象
に残っています。 
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南アフリカの人種問題はソエト暴動で伝
えられていたような白人が黒人を虐げるも
ののように見られますが、すごいのは黒人
同士白人同士の憎しみ合いの凄まじさです。
欧米人から見ると日本人も中国人も韓国人
も同じアジア人として区別が出来ないよう
ですが、それが大いに異なるように黒人の
中にも種族の違いというものがあります。
白人に簡単に征服され服従したマンデラ出
身の最大人数のコーサ族と、たいへんな戦
いを通じて敗れはしたものの誇り高い優秀
なズール族とのいがみ合いは、たいへんな
ものでした。白人政権の時代には差別は受
けながらも一定の地域で自治と富の分配を
受けていたズール族は、黒人多数党のコー
サ主体の政権に軽蔑と強い恐れを抱いてい
ました。黒人の若者の多くが労働力として
白人の都会社会の周辺に引き寄せられ、ホ
ステルという宿泊施設に住んでいましたが、
彼らは部族間の違い、憎悪から激しく殺し
あっていました。悪名高い隔離された黒人
居住区ソエトは、金網に囲まれていたわけ
でもなく、家々の広さは日本の一般住居よ
りも広いぐらいです。問題はそこに入り込
んでいた南アフリカ近隣諸国や国内ホーム
ランドからの黒人の存在でした。仕事のな
い貧しさは、人種問題を越えて、犯罪や騒
擾の原因でした。 
 
白人はと言うと、人種差別を改めるべき
という考え方が多い英国系の白人と、彼ら
に戦い敗れケープタウン植民地区を追われ
内陸へグレートレックと言う民族大移動を
行い、住み着いたオランダ系住民（ボーア
人/アフリカーナ）との反目も激しいものが
あります。国民党の主勢力であったボーア
農民の心のなかには、正義を装う英国人に
虐げられた先祖の迫害された歴史が刻み込
まれています。ある日、毎度のホームパー

ティー（ブライというバーベキューパーテ
ィー）で、突然白人同士が激しく言い合い
を始めたのを目撃した時は驚きました。興
奮したひとりが仲間に大声で話している言
葉は、英語ではなくアフリカンス（ボーア
語）です。私の横で冷静に事情を説明して
くれた同僚は、スコットランド人でした。
歴史という過去の事実を学ぶことは必要と
思いますが、ご先祖様の悲惨な出来事を知
ることは、被害者の加害者へ複雑な思いを
抱かせものです。 
 
マンデラ政権が誕生して、彼がよく使っ
た言葉が Unityです。統一、団結という意
味でしょうか。それを唱えたマンデラ大統
領の理性、見識は、高く評価されるべきで
しょう。南アフリカ航空からスプリングボ
ックスのマークが消え、空港や道路、地区
名などの名称が白人のものから黒人の部族
後に改める動きが広まりました。現実に余
りに変わって、今は聞いても分からない地
名が少なくありません。 
 
この映画の通りラグビーワールドカップ
は新生南アフリカの大イベントでした。南
アフリカが国際社会の一員になった大きな
証を示すものでした。しかし、残念ながら
ラグビーは南アフリカの国全体のスポーツ
とは言いがたいものです。黒人一般には縁
遠いスポーツで白人には大人気のスポーツ
です。ラガーマンにはどういうわけか英国
系よりオランダの巨人族の末裔アフリカー
ナの選手が多いようです。美しい南アフリ
カの学園のキャンパスには、緑濃いラグビ
ーグランドがあります。有名ラガーマンは
たいへんな人気者で素晴らしいスターです。
今の日本のなよなよしたイケメンスターと
は段違いに違いますよ。格好よく素敵でし
た。 
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南アフリカが国際的な制裁を受けていた
時、国際試合が出来なかったスプリングボ
ックスは、実際は世界最強の実力のチーム
と思われていました。しかし、制裁が解か
れ、国際試合に登場したスプリングボック
スはイングランドやオーストリアに完敗を
続け、南アフリカ人を落胆させました。発
展し進化した世界ラグビーから取り残され
てしまっていました。ワールドカップの前
は、南アフリカの優勝はまずないだろうと
いうのが、一般的な評価でした。あの時オ
ールブラックスは強かった、あの素晴らし
いウイングのロムーを止めることの出来る
奴はいないと信じられていました。 
 
左程にスプリングボックスに思い入れの
ない私も、ラグビー中継をしているカント
リークラブに行ってビール片手にお祭り騒
ぎの中にいました。試合自体の記憶はあま
りありませんが、あの結果には驚きました。
翌日日本人の間ではどうも南アフリカがオ
ールブラックスの泊まったホテルで選手に
悪いものを食べさせたんだと、噂さが流れ
ていました。妙に納得した記憶があります。
でも、今回この映画を見て勝利にかける南
アフリカの勝とうとする意欲が、ロムーの
突進を止め、栄冠を勝ち得たのだと改めて
納得しました。ラグビーはスキルも勿論大
事ですが、大事な試合で勝負を制するもの
は、勝とうとする意思、言葉で伝えずとも
胸に皆の湧いてくる強い意欲かと思います。 
 
あのヤンスマッツ空港（現在のヨハネス
ブルグ国際空港）へ日本人会の呼びかけに
応えて日本チームの歓迎式に向かったのを
覚えています。日本選手を見た時、正直余
りに体格の小さい事に驚きました。南アフ
リカの白人の大きさを見慣れた眼には、ラ
ガーマンの集まりとは思えないものでした。
あの時ハーフの村田亙選手、フォワードの
高橋選手と歓談し、最年少のセンター元木

選手に南アフリカでは外を出ると危ないで
すか、と尋ねられたのを覚えています。勝
つことへの執着、張りつめたものを感じさ
せてはくれませんでした。 
 
今シーズンで元木選手は引退するそうで
すが、長く頑張っていましたね。あれから
日本のラグビーは確実に強くなったと思い
ます。外人選手が多いと言えども、レベル
アップは著しいものがあると思います。い
まもう一度あのワールドカップの世界のラ
ガーマンが全力で競い合う試合を見られる
2019 年が待ち遠しいです。あのぶつかりあ
う肉体の軋む音をこの耳でまた聞きたいと
思います。日本のラグビーの進歩を見たい
ものです。 
 
今年南アフリカでサッカーのワールドカ
ップが開催されます。大丈夫、ちゃんとで
きるだろうかというのが元南アフリカ駐在
員仲間の共通した認識です。南アフリカは
たいへん自然の美しい国で、白人が作り上
げた過去のインフラは立派で、しっかりし
たものでした。カントリークラブ、テニス
コート、プールがそこかしこに、但し白人
居住区に、ありました。6 月はケープタウ
ン地区の葡萄の収穫も終わり、落ち着いた
晩秋の季節です。南アフリカはいわゆるブ
ラックアフリカではありません。アフリカ
はよい所ですよ。アフリカ駐在生活は困難
さも多かったですが、その分思い出は質量
共にたいへんなものがあります。でもアフ
リカの話は、アフリカを知る仲間としか話
しても面白くないというのが実感です。ア
フリカの水を一度飲んだものはまたアフリ
カに帰ると言われています。また、アフリ
カを家族とのんびりと旅することが私の夢
のひとつです。一度アフリカに行って見て
ください。 
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ＯＢとなって思うこと 
 

東京海洋大 平成１８年卒 
       和泉 圭 

 
はじめに、前回の秩父宮、今回の瑞穂と
ラガーマンにとって『憧れの地』でプレー
する機会を頂いたことに感謝申し上げます。
特に瑞穂グラウンドは大学時代に地区対抗
戦で闘ってきたが届かなかった目標でもあ
り、現役時代の自分に置き換えて挑む様な
不思議な感覚でした。 
 
ラグビーは中学・高校時代から校技とい
うことで触れて来ましたが、本格的に『選
手活動』を始めたのは大学からであり、ラ
グビーの本当の魅力を知ったのも大学時代
でした。 
 
ラグビーの魅力は単に試合での勝敗だけ
ではなく、独特な人間関係ができる点でも
あると思います。学生生活や社会人生活を
平凡に過ごしていては到底構築できない不
思議な関係は、ラグビーというものへの共
通の思いや、苦楽を理解しあえる仲である
からこそ出来るものだと考えます。だから
こそ、大学を卒業しそれぞれ別の道を歩み
出した今でも自然と集まってしまうのだと
思います。 

 
社会人生活も３年が過ぎて仕事も増え、
また結婚と生活環境が様変わりしてなかな
か自分の時間が作りにくくなり、自ずと運
動する機会が減り、現役の頃と比べて動き
が悪くなって来ていますが、「ラグビーを
したい。試合に出たい。」という気持ちは
変わっていません。 
 
そのような中、同じ気持ちを持つ同志が
集まってプレーできる機会はとても貴重で
あり、また偉大なる先輩方がプレーしてい
る姿はとても楽しそうで羨ましく、自分も
３０年後同じようにいきいきと無邪気に楽
しめたら最高だなと思います。 
 
仕事を忘れ、試合中は無心に楕円球を追
い、試合後は仲間と楽しく歓談する。そん
な素敵な大会に参加させて頂いていること
に感謝すると共に、これからも怪我を恐れ
ず全力でプレーし続ける所存でありますの
で、今後とも末永いお付き合いよろしくお
願いします。
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追悼：守田貞義先輩 
 

                            九州大学 昭和４６年卒 
丸田 堅次 

 
 
突然の訃報。「守田先輩がお亡くなりに
なった。」この報は４月１７日旅行中、不
惑倶楽部の仲間の原口氏より東京駅で聞い
た。 
鹿児島帰宅後に、不惑倶楽部のメールで、
４月５日午前０時１５分肺炎でお亡くなり
になったことを改めて確認した。１９１５

年１１月５日生まれ、９５歳の大往生であ
った。 
近年、不惑倶楽部の写真を撮り続けてい
ただいている松田力氏（松田建築設計事務
所）の最近の守田先輩追悼写真をお借りし
て守田先輩との思い出を綴りたい。 

 

   
金パンツの守田先輩      左フランカーの守田先輩 

  
       ボールに向って走る        試合中の表情 

 
１．出会い 
九大の大先輩である守田さんとは、Ｏ
Ｂ戦やその後の懇親会でお会いして、「ラ
グビーに熱心な先輩がいらっしゃる。」
くらいの意識しかもっていなかった。 
不惑倶楽部への参加をお誘いいただい

たときが、強烈な出会いの瞬間として記
憶に残っている。それは東京での九大Ｏ
Ｂ戦に出場した時だ。 
守田先輩も出場されていた。試合後の
ロッカールームでの会話。「丸田君、今
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度、不惑がニュージーランドに遠征する
計画がある。君は良く走るけん、参加せ
んね！」「私はまだ３９歳です。不惑は
４０歳以上でないと参加できないのでは
ありませんか？」「年は数えでよかと！
君は資格があるよ。」 
 
翌週の日曜日から毎週、ラグビーの試
合をこなす生活に一変した。その当時、
不惑倶楽部には九大出身者はいなくて、
毎週参加する私を暖かい眼で不惑のお
歴々に紹介していただいた。不惑の試合
には、家族も参加させていただいた。特
に、３番目と４番目の娘は小学校６年生
くらいまでついてきて、不惑の皆様に可
愛がって頂いた。 
守田先輩は、もちろん、試合後のショ

ート飲み会（不惑倶楽部は１時間くらい、
試合の反省を踏まえてグラウンドの近く
で飲み会を開催）にも参加し、今日の試
合の良かったところ、悪かったところを
理詰めで説明を受ける。 
月曜日から土曜日までにそれを修正し
て次の試合に反映する。しかし次の試合
で、「よく頑張った。しかし、お前のこ
こが…。」と永遠に改善を求められた。 
試合が終ったあとに、守田先輩から「○

○さんは、不惑の中のジャパン経験者だ。
この先輩にスクラムの組み方を教えても
らえ。」と特訓も何度か受けた。 
まさに、よく気を使っていただき、今
思うにラグビー生活で一番楽しい時期で
あった。

 
２．八大学で、不惑倶楽部での守田先輩 
八大学の参加者で守田先輩のことを知
らない人はいないと思う。資料を調べて
みると、平成１年（１９８９年）の第一
回大会から守田先輩の名前がある。まさ
に八大学ラグビー大会を生み出し、育て
て頂いたお一人と言える。 
 

   
試合前レフリー他と談笑する守田先輩 
（２００２年大会、８７歳） 

 

２００１年の機関紙「菱」に年末の特
別講演で「文武両道に励んで」という表
題の守田先輩の講演内容が詳しく掲載さ
れている。守田先輩の略歴と八幡製鉄時
代に選手として、監督として全日本を制
覇したラグビー暦には感服の至りである。 
 
守田先輩は TV や雑誌で幾度となく紹
介されている。NHKの「人生これから」
…守田さん８０歳、坂東英二の「わいわ
いスポーツ塾」…守田さん７４歳…にも
出場された。不肖、丸田も助演？させて
いただいた。 
お酒が入って五高校歌をくちずさみな
がら片足を上げながら気持ちよさそうに
歌って踊っていらした姿がまぶたに焼き
付いている。
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３．ラグビー以外の守田先輩 
守田さんに接した方は、その信条とし
て、「仕事優先、家族優先」と言う言葉
を記憶に残る方も多いと思う。頂いた年
賀状に常に仕事を頑張るように諭してい
ただいた。ラガーマンとして頑張ってプ
レーすることは勿論だが、それ以上に、
人間として、社会人として背筋を伸ばし
て生きることを教えていただいた。 
私が、三惑戦でアキレス腱を切ったと
きには、懇親会の席で、守田先輩に「練
習不足だ！」と言い放たれた。まさに妥
協のない叱咤激励であった。鹿児島に帰
り練習量が減って少し不安になっていた

時期であった。 
守田先輩は普段の練習をラグビーのた
めにこなされていた。「酒日誌」に見ら
れるように自己管理がすごかった。 
 
私は、守田先輩のお宅を訪問した時に
はじめて、絵を描かれている事を知った。
友人の方に請われて風景画をたくさんプ
レゼントされていた。その落ち着いた画
風に魅了された。君にも 1 枚描いてあげ
ようと。まさかと思っていた１ケ月後に
戴いた下の絵は私にとって掛け替えのな
い守田先輩との思い出になった。

 

 
守田貞義作「新宿御苑 宝物殿」平成六年１１月 

 
八大学の皆様の記憶の中に守田先輩との
会話やプレーの姿が焼きついていることと
思います。 
 
守田先輩はラグビーを続ける我々にとっ
て永遠の目標です。 

ご冥福をお祈りするとともに、やすらか
にお眠りください。またあの世でラグビー
を続けておられる守田先輩にお会いできる
かもしれません。 
              合掌
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帯広畜産大学は創部７０周年 
緑白クラブ 事務局 

 
帯広畜産大学概要に記載されている沿革
によると、１９４１年４月１日に陸軍の軍
馬を診療する獣医師を養成する「帯広高等
獣医学校」として創立されました。当時は
１９３７年に始まった日中戦争が長期化し
ていました。その原因は欧米の中国に対す
る軍事的支援と判断し、欧米と日本の関係
は急速に悪化して、アメリカは航空機燃料
や鉄鋼資材等の禁輸を講じました。これを
契機に１２月８日には太平洋戦争へと拡大
してゆきました。 
この時期にラグビーを創部する先輩がい
たということはすごいと思います。まず敵
性語の使用禁止は言うに及ばず各種の規制
や禁止事項が多くあったと推察されます。
それを乗り越えてラグビーをしてこられた
先輩に敬服します。戦後の食糧難時代も
脈々としてラグビー部は続いてきました。 
そして現在に伝わるラグビー魂。One for 

All, All for One. 
私たちは毎年「緑白」を発刊して記録に
残して伝統あるラグビー部を繋いでいます。
この冊子にはＯＢからの便りや現役の戦績
を記載し、先輩と後輩の交流の場を提供し
ています。今年は第４８号まできました。
初版は１９６２年です。まだ当時は鉄筆で
ロウ原紙に手書きをして謄写版で印刷をし
ました。余談ですが、インターネットで調
べてみますと今もこれらの印刷用の道具が
販売されているようです。印刷ですぐに手
が汚れ、原紙が破れ、印刷した用紙にイン
クがつき途方に迷っていました。それでも
真冬のほとんど暖房がない部屋で原稿書き
から印刷までしていました。消えそうにな

ったときもありました。 
良かったことはその年に集めた原稿が保
存されていたために比較的容易に復活でき
ました。最近は現役のページが多くなり、
１５０～１６０ページに増加してきました。
制作はマネジャーが中心となり企画から編
集、校正と発刊に必要な作業をすべてやっ
てくれています。制作マニュアルができ、
これを引き継ぎ、改定をして、より良い「緑
白」ができるようになってきました。もう
２年後には５０号と記念すべき「緑白」と
なります。 
このように「緑白」は順調に発刊できて
いますが、悩みもあります。それは印刷費
用が嵩むことと住所を変更した場合の連絡
がなく返送されてくることです。極力これ
らの課題を少なくして、今後も「緑白」を
現役とＯＢを繋げる架け橋として継続させ
ます。 
今年度は再度北海道大学選手権大会の１
部に昇格することが出来ました。これは横
井様のコーチのおかげです。ちょっとした
アドバイスが彼らに対して勇気つけと動機
つけになりました。勝つための練習であり、
勝って初めて練習の苦しさを楽しさに変え
ることが出来ます。今年も横井様にコーチ
をお願いする予定にしています。せっかく
来ていただくのですから、地域のクラブチ
ームの方の参加を歓迎しています。これに
よって地域のラグビーがレベルアップする
ことになれば、来ていただいた価値がある
と思っています。 
横井様 よろしくお願いします。
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瑞穂の思い出 
 

名古屋大学 平成２年卒 
 小林 和義 

 
2009年は 名古屋大学が幹事校というこ
とで、八大学ラグビー大会を瑞穂ラグビー
場で開催しました。試合もファンクション
も大いに盛り上げていただき、参加してい
ただきました各校選手・関係者の皆さんに 
大変感謝しております。 
 
残念ながら、私自身は在学中に瑞穂ラグ
ビー場でプレイすることはかないませんで
した。そのため、ほとんど瑞穂競技場の記
憶がなく、非常に新鮮な気持ちで、瑞穂で
のプレイを楽しむことができました。それ
でも、古い記憶をたどってみると、いくつ
か思い出してきました。 
 
私の入学した1986年度、名大は東海大学
リーグの一部リーグに所属し、全国教育系
大学大会へ出場。瑞穂での試合は、リーグ
戦1試合と教育系大会1回戦の計2試合。私自
身は、両試合ともリザーブにもはいれませ
んでした。 
 
瑞穂でのリーグ戦の時、観戦に来て写真
を撮っていたＯＢから、たまたま写ってい
たからということでもらった写真がありま
す。薬缶を持って走っている自分自身の姿。
選手が倒れて緊急出動した後で、ベンチに
戻ってきたところの模様。白ジャージで片
手に薬缶を提げながら、グラウンドの方を
振り返りながら走っています。今でこそメ
ディカルサポーターですが、当時はヤカン
（担当）でしたね。写真をいただいた感謝
の言葉を述べつつも、内心では「こんな恰
好の悪い写真を・・・」と忸怩たる思いも
強く思っていました。結果的に、瑞穂に足

を踏み入れたことを示す写真は、これ一枚
になるのですが。 
 
当時の私は、勿論 試合への出場を目指
していましたが、まずは リザーブメンバ
ー入りが最初の段階でした。リーグでは、1
試合の出場と1試合のリザーブ登録（不出
場）。先輩方の怪我で出番の回ってきたリ
ーグ第２戦の名城大戦は、八事霊園脇の名
城大グラウンドでの試合。必死にスクラム
を組んでいたことばかりがよみがえります。
気合いと緊張だけはずっと途切れなかった
ように思いますが、試合は大差の負け。日
進に名城大のグラウンドができた今では、
このグラウンドでリーグ戦は行なわれない
のではないでしょうか。その後のリーグで
はずっとお呼びがからず、メンバー外。リ
ーグ後半の試合で、先輩の怪我とは関係な
くリザーブ入りした時は、大変嬉しかった
ことを覚えています。 
 
さて、ヤカンの日から正月の教育系大会
までの約１カ月の間に、東大との定期戦が
名大で行なわれました。私は若手の試合へ
出場しました。後半半ば過ぎ、できかけの
モールに入った時に、相手の頭が私の顔面
にヒット。口内から結構な流血。そのまま、
最後まで試合に出場し、試合後のレセプシ
ョンへ。食べても飲んでも口の中がしみる
し、唇が腫れてうまく閉まらないらしく、
口の末端から炭酸飲料がこぼれているよう
な・・・。血が混じって、ちょっと赤い。
両校のエールの交換が終わって、ふーっと
息をついた時に気がついた。息が漏れてい
る。慌てて洗面所の鏡で確認すると、下唇
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の下に数ミリの穴があいていました。試合
でヒットした時に、自分の歯が唇を貫いて
いたようです。閉じてはいるものの、傷口
から半乾きのピンク色の筋が垂れています。
当時住んでいた学生寮の真ん前にある日赤
病院にそのまま直行。すぐに縫合すること
になりました。翌日 あらためて受診した
時の医師からの指示は、抜歯をするまで何
も食べては駄目とのこと。一週間で５キロ
のダイエットとなったものの、栄養不良は
明らか。教育系大会の直前にようやく練習
に復帰できたものの、チームには大変な迷
惑をかけてしまいました。 
 
教育系大会の瑞穂のグラウンド。試合に
敗れた記憶はありますが、自分が何をして
いたかの記憶は定かではありません。多分、
傍から見ていたのだと思います。当時は、
漠然と、またここで試合をするチャンスも
あるだろうと思っていたのかもしれません。
しかし、在学中に 二度とその機会は訪れ
ませんでした。2年次から4年次は二部リー
グに甘んじ、瑞穂が会場となるチャンスは

ありませんでした。また、正月の大会に出
場することも叶いませんでした。 
 
数年前、名大の試合を観戦する機会があ
りました。一部リーグに復帰して瑞穂で試
合をする後輩達の姿に、開始当初は羨まし
さが勝っていましたが、僅差での勝利の瞬
間はただただ幸福な感情に支配されていま
した。自分がプレイできるチャンスが来る
とは思いもせず。 
 
ヤカンから20数年、八大学ラグビー大会
でようやく瑞穂のグラウンドでプレイする
ことができました。電光掲示板にかわり、
バックスタンドも整備されました。インゴ
ールは少し広くなった気がしますが、隣に
迫った茶色い建物は当時のままのようです。
私はといえば、当時のようなスピードも体
力もありません。ちょっとだけずる賢くな
っているかもしれませんが。年齢を重ねて、
「ラグビーを楽しむ」という感覚も多少分
かるようになった私にとって、5月の瑞穂で
の試合は、新鮮で懐かしいものでした。
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八大学ラグビーＯＢ大会で強まる絆 
                            

長崎大学経済学部ラグビー部 
                         １９７０年卒業  辻 克彦 

 
懐かしい顔が、
一人、また一人集
まって来る。東京
から、大阪から、
地元の名古屋から
次々に仲間が集ま
って来る。ここ瑞

穂ラグビー場に集まって来る。今日は、八
大学ラグビーＯＢ会の瑞穂大会の日である。
２１回の大会を通して、初めて関東地区を
離れて名古屋で開催される。幹事校の名古
屋大学及び大会関係者に、地元の東海地区
に住む人間として感謝したい。 
 
瑞穂ラグビー場は我々大学のラガーマン
にとって聖地である。いつかは瑞穂で試合
したい、地区対抗大学ラグビー大会に出場
したいと言うのが我々の夢であった。選手
諸君は勿論のこと、応援者もこの瑞穂で試
合が出来ることの幸せを感じている。 
 
 前日からの雨が上がり、暑いほどの五月
晴れで、ラグビー日和になりました。前年
に新調したオレンジ色で袖はグリーンのジ
ャージーが、瑞穂ラグビー場の緑の芝生に
映えていました。走り廻っている姿は当然
目立ちますが、その反面足が動かなくなっ
ても目立ちますので、選手を励ます誠に良
い色だと思いました。 
 
我がチームは何とかメンバーが揃い単独
チームとして対戦出来る様になり、最終試
合に出場することになりましたので、メー
ンイベントで試合する様な気持ちになりま
した。相手は九大、北大、帯広畜産大、小

樽商大の精鋭の混成チームです。 
  
ニュージャージーでの最初の試合ですか
ら、是非勝って欲しいと願っていました。
相手は混成チームでジャージーもバラバラ
ですが、我がチームは統一のオレンジ色の
ジャージーです。このオレンジ色のラガー
が、前・後半を通して走り廻りましたので、
良く目立つ試合でした。前半は一進一退の
ゲーム展開で、点を取られたら取り返し、
１９対１９の同点で折り返しました。後半
も途中まではお互いに良くディフェンスし、
得点できない状況が続きましたが、単独チ
ームの方が勝利への想いが強く、最後には
２トライして、結果的には２９対１９で我
が長崎大が勝利することが出来ました。こ
のオレンジ色のニュージャージーは幸先の
良いスタートを切る事が出来ました。 
 
 応援する先輩達は、途中までは本日一の
良い試合だとワイワイ言いながら応援して
いましたが、緊迫したゲーム展開で段々熱
くなり大きな声で声援する様になりました。
相手の１２番の活躍が目立っておりました
が、試合も後半になりある先輩が大きな声
で「１２番をつぶせ、タックルだ」と檄を
飛ばしました。１２番に抜けられそうにな
った場面で、二人掛かりでタックルし、タ
ーンオーバーしてトライに結び付けました。
選手と応援者が一体になって上げたトライ
ではなかったかと思います。この後も１ト
ライを追加し、見事勝利することが出来ま
した。 
 
 試合終了後の懇親会では、東京、大阪、
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名古屋から駆け付けた先輩、後輩、選手が
一つになって勝利を喜び、再会を喜びまし
た。他校との懇親も深めることが出来まし
た。各校の紹介の時、全員で第一部歌「元
気で組もうよスクラムを」を肩組んで歌い
ました。この様に選手とＯＢが集まり、一
体となって試合が出来るのが、八大学ラグ
ビーＯＢ会の魅力だと感じました。 
 
 瑞穂ラグビー場は、今まではトップリー
グのトヨタを応援する場でしたが、我が長
崎大学経済学部のＯＢが試合出来るとは思
っていなかったので、本当に感激しました。
学生時代は、芝がほとんどなく、石ころだ
らけのグランドで練習や試合をしていたの
で、天国の様な所で試合をすることが出来
ました。 
 
 長崎大学経済学部ラグビー部の歴史は、
遠く昭和２年に当時の長崎高商が全三菱
（三菱重工長崎造船所等）と母校の片淵の
グラウンドで試合し、勝利した時から始ま
りました。以来８０年以上の歴史と伝統を
誇ります。先の第二次世界大戦への学生の
出兵で、チームも休眠状態になり、長崎市
への原爆投下の災難に遭いながらも、終戦
後間も無い昭和２１年末にはラグビー部を
復活し、以降も経済学部単独のチームとし
て活動しております。 
 
 長崎大学経済学部ラグビー部のＯＢ会は、
「西陵ラガーＯＢ会」と称し、関東と関西
と九州に支部がありますが、東海地区には
支部はなく、時々懇親会をする程度の集ま
りでした。八大学ラグビーＯＢ会の親善大
会が名古屋の瑞穂ラグビー場で開催される
ことになり、全国から集まる西陵ラガーＯ
Ｂ会のメンバーのもてなしが出来ないので、
これを契機に東海支部を作ることになりま
した。０８年秋に支部設立の話しが出て、

１２月に設立準備会を開催し、０９年の４
月に設立しました。八大学ラグビーＯＢ会
を通して絆が強まりました。 
 
 西陵ラガーＯＢ会東海支部会員は、豊田
通商やトヨタラガーなどで今もラグビーを
やっている人や、以前やっていた人がいま
すが、メンバーは２０名弱で、八大学ラグ
ビー大会の受け入れ準備を始めました。ま
ずは、当日東海支部会員の全員が応援に来
ること、何らかの協力をすることなどを申
し合わせました。仲間も多数連れて来るこ
とにしました。 
 
 私が個人的に、ラグビーをやっていて良
かったと思うのは、東京・大阪・名古屋・
福岡のどこに転勤しても、西陵ラガーＯＢ
会の先輩や後輩がいることです。仕事以外
の付き合いが出来、気分転換が出来、青春
時代を思い出し、元気をもらえる付き合い
が出来ます。  
 
最近、学生の部員が集まらず、練習や試
合も少なく、チーム存亡の危機だと感じて
います。草食系の学生が増えたとか、屋外
のグラウンドで汚れるスポーツは嫌われる
とか、他のスポーツが増えたとか言われて
います。学生にラグビーへの情熱を持って
部活を続けてもらう為に何をするべきか、
いつも考えています。ラグビーは、生涯付
き合える仲間作り、練習や試合を通した精
神的・肉体的な成長、人間関係作りが出来
るスポーツだと思いますので、後輩に継承
したい。楕円球を追い掛けた青春の素晴ら
しさを後輩と語り合いたいと思います。 
 
大学ラグビーの勢力図が関東地区に一極
集中化し、地方大学の低迷が続いています
が、今後の八大学の共通のテーマとして、
現役学生チームの支援と部員の増員を取上
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げて活動することが、この会を発展継続さ
せる道では無いかと考えます。私も母校の

ラグビー部の発展と、後輩が楽しく活動出
来る手伝いをしたいと考えています。 
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編集後記 
                        昭和 46 年 九大卒 丸田 堅次 

第２１回の八大学ＯＢラグビー大会は名
古屋の瑞穂ラグビー場で初めて開催されま
した。今回は幹事校の名古屋大学の皆さん
の心使いが嬉しく思います。名古屋市ラグ
ビー協会の久野会長や武藤理事長より、是
非近いうちに再度「瑞穂」を会場にして下
さいとのお言葉までいただいた事を聞き感
動しました。 

瑞穂ラグビー場はご他聞に漏れず大学時
代は憧れの地でした。社会人になってから
は東海社会人リーグのＡリーグで何回も利
用させて頂きました。思い出のグラウンド
です。４０歳を過ぎて三重県から参加させ
て頂いた東惑クラブのホームグラウンドで
もありました。今回、懐かしい方々と多数
お会いできて、元気にラグビーをやってい
てよかったとしみじみ思いました。 

トピックスに掲載させて頂いた横井さん
に関する記事を見事にまとめて頂いた小樽
商大の酒井さんには頭が下がります。毎月
の集まりにも買出しや場所の手配など表彰
状をお送りしたいぐらいです。 

帯広の小林さんにはここ数年、講演会の
講演録を原稿起しから編集までをやって頂
いており、講演会での貴重なお話を参加で
きなかった方々にも読んで頂けるようにな
りました。ご苦労に感謝します。 

今回も皆さんの、高性能なデジカメの画
像情報が原稿とともに投稿されました。完
成版のデータ量が2005年、2006年が2ＭＢ、
2007 年が 6.6ＭＢ、2008 年が 7ＭＢ、今年
は 17ＭＢを超えました。画像情報とあわせ
て充実した「菱」が続いていくことを願っ
ています。 

４月に突然の守田先輩の訃報。守田先輩
や多数の皆様が培った八大学ＯＢラグビー
大会の絆をもっと強くしていきたいと感じ
た次第です。 

今回から、紙のサイズをＡ４版で作成し
ました。見やすいように行間を広く取りま
したがいかがだったでしょうか。皆様のご
意見を反映させて読みやすい「菱」にして
いきたいと思います。   

2010/05/01 

 
 
 
 
 
 
 
 


