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竹田 勲

台風１９号被害の被災者への黙祷を捧げた後
試合開始。最初のトライはスコットランドに許し
たが、快速ウイング 福岡選手の片手での逆
サイド ウイング 松島選手へのオフロードパ
スが見事に決まりトライ、またスクラムの要
フッカー堀江選手が スクラム押し役 ロックの
ムーア選手へパス、更に今度はバックスの最
後の守り役 フルバックのトゥポウ選手が繋ぎ
最後は「笑わない男」で名前が知られたフォー
ワード 最前列 スクラムの重要ポスト プロッ
プの稲垣選手が 今まで３回のワールドカップ
でトライ無しの選手が初めてのトライ フォッ
ワードバックス一体になった繋ぎに繋いだパス
の見事な結果、その他にも韓国の具選手のス
クラムの押し勝ち、姫野選手の相手ボールを
モールの中で奪い取るジャッカルといわれるプ
レーなど正にその後話題になり流行語大賞ま
で勝ち得た「ワンチーム」の２８対２１の快勝。

アイルランド戦のパブリックビューは折角の試
合が確りと観戦出来なかったのでその他の試
合は専ら娘の家でプロジェクターを使用して壁
一杯の大画面で観戦、娘夫婦、孫二人、娘の
友人親子と大勢が集まり、正に俄かファン、小
生は得意になってレフリーが笛を吹く前に反則
を指摘、皆でワールドカップラグビーを楽しん
だ。父親がサッカーをしていたので、孫はずっ
とサッカーをやっていたが中学になればラグ
ビーをやってみようかとも言っていた。残念な
がら中学にラグビー部があるところはまだまだ
少ない。

スコットランド戦に話を戻すが前半終了時点で
のスコアは２１対７でリード。後半は日本は前
半に走りに走った為体力を消耗、当然ながら
相手チームは大型選手ばかり 後半はまさに
防戦一方、後半２５分を残し１トライゴール差ま
で追撃を受け、日本も１トライゴールを上げ、最
後のスクラムを確りボール確保終了の合図後
スタンドオフの田沼がボールを蹴り出し、試合
終了。正に感動の一戦、自然と涙が溢れる。前
回２０１５年イングランド大会でも同じプール予
選最終戦はスコットランド、今回同様スクラム
ハーフ キャプテン レードローの頭脳プレイに
敗退、残念ながら３勝１敗、ボーナスポイント差
で決勝トーナメント進出ならず。今回はこのス
コットランドを破っての予選全勝、まさに 小良
く大を制す ブレーブウロッサム 勇敢な桜花。
今まで９回大会に参加、初めての予選通過、ベ
スト８。
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令和２年正月の年賀状の漢字並べにも記載し
ましたが、我がラグビー日本代表は見事にベス
トエイトの活躍でした。

日本代表は予選プールＡ 第１戦は９月２０日
ロシア代表。 松島選手のハットトリック 日本
代表として初の快挙で３０対１０で快勝、当初の
予想通りの勝利。幸先の良いスタートを切った。

第２戦は９月２８日 アイルランド代表、世界ラ
ンキング２位の強豪チーム。小生はランドマー
クタワーのレストランで開催された参加２０カ国
の料理を食ってしまおうイベントに参加、当然
アイルランド料理をしっかり平らげて後、すぐ傍
でのパブリックビューで試合観戦、最初は観客
の皆さんも大人しく座って観戦、段々と熱気を
帯び、其の内には前の席の方から立ち始め、
肝心のゲームは確り見られず，歓声だけを頼り
にやっと見事に勝利を収めたことを知る始末。
このゲームの勝利は今後の残り試合に多大な
影響を与えたと思われる。嬉しいことにアイル
ランドのユニフォームを着た見知らぬ英国婦人
がハイタッチで日本の勝利を祝ってくれた本当
に素晴らしく自然と感激の涙が出てしまった。
スコアは１９対１２の僅か１トライゴール差の逆
転勝利。

第３戦は１０月５日サモア代表 太平洋諸国の
フィジー、トンガと同様大型選手を揃え前半は９
対１２のリードを許し苦しい戦況、サモア出身の
ラファエレ ティモシーは日本代表ではあるが
母国チームと戦う状況、日本代表３３名の内１
０名が外国選手 良く日本チームの為に闘かっ
てくれた結果 ３８対１９のダブルスコアで勝利。

これで予選プール３勝目、最後のスコットランド
戦が正に運命を分ける戦い。



待望 念願の準々決勝 １０月２０日相手は正
に前回ワールドカップで優勝２回、ティアワンと
称する世界１０傑に常に位置する南アフリカ。因
みに日本はティアツーと称して１０位以下のグ
ループ 前回大会ではゲームキャプテンのリー
チ・マイケルの決断でペナルティーゴールの３点
狙いで同点引分けのゲームをスクラムを選択
フォワード・バックス一体となり見事にボールを
繋ぎトライ、５点を奪い勝ち。ヘッドコーチのエ
ディー・ジョーンズのゴール狙いの指示を顧み
ず、まさに試合をする選手の状況自主判断から
の全員攻撃。

日本が挑む初めての準々決勝 前半は好ゲー
ムを展開 日本はペナルティーゴールの３点、
南アフリカはトライの５点。３対５で後半へ。日本
は予選リーグで力を使い果たしてしまった如く、
後半は南アの攻めにフォワードは足も動かず、
スクラム・モールとも押し込まれ、またバックス
のサインプレーも読まれていた如く 見事に南
ア スクラムハーフ 日本人と変わらぬ体格の
デクラークにパスカットされ、南アはトライ量産
日本はノートライの結果３対２６で敗戦。最後ま
で粘り強くタックルし続けたが万事休す。そして
その後 この南アチームは準決勝はフランスに
２１対１９で勝った、ウエールズと対戦、１９対１
６で勝利。また決勝は ニュージーランドを１９対
７で破った あの前回大会元日本コーチ エ
ディー・ジョーンズ率いるイングランドに３２対１２
で完勝 見事に３度目の優勝。サッカー試合で
ボールを抱きかかえ走ったエリス少年を記念し
て名前が冠せられたエリス杯を獲得した。

次にワールドカップラグビーに関連して、色々な
話題につき述べたい。まず印象に残ったのは
ボールボーイを務めた子供達の担当した国の
国歌を選手達と一緒に大きな声を出し歌ったこ
と。これは前回キャプテンを勤め、試合は裏方
に徹して出なかった 東芝 広瀬氏が参加２０カ
国の歓迎の為、国家を皆さんで歌おうとのキャ
ンペーン スクラムユニゾンの結果、その国の
選手達もこんなことになるとは夢にも思わな
かったとコメントし感激。

大会は大いに盛上り、俄かファンが沢山会場に
足を運んで頂けたこと。我が娘も今迄無関心が
一挙に熱心なファンに、決勝は近くの日産スタ
ジアムだったからその雰囲気だけでも味わうと
いうことで、わざわざ会場へ入場も出来ないの
に出かけた程。女性ファンもあの屈強な男がぶ
つかり合うゲームに魅了されたようだ。

釜石鵜住居復興スタジアムは東北震災からの
復活の象徴として被災した学校跡地に新たに建
設され、２試合予選が計画されたが 残念なが
ら台風１９号。お陰でカナダ対ナミビア戦は中止。
カナダチームは被害にあった地域で瓦礫の後
始末の奉仕活動、頭が下がります。

日本選手については前回大会ではゴールキックで
独特の手を合わせたポーズか難しいゴールを何度
も決めた五郎丸選手 ゲームキャプテンのリーチ・
マイケル選手が話題に上る程度であったのに比べ、
今回は殆どのポジションの選手がアイドルの如く
人気が出た。リーチ選手は勿論、髪の毛を束ね相
手のスクラムで嫌がらせたフッカー堀江、 韓国出
身の縁の下の力持プロップ 具、 笑わぬ男で知ら
れたやはりプロップ稲垣、 ４度目代表のロック ト
ンプソン 彼のみこの大会最後に引退表明、 ナン
バーエイト モ－ルで相手ボールを奪い取り度々ピ
ンチを救った姫野、 スクラムハーフ 泣き虫の田
中、彼は試合に臨むに当たり、奥さんに「もしもの
ことがあったら良い人を探して幸せに暮らして」と
覚悟を述べたとのこと。さらにもう1人のハーフ

流、、 指令塔のスタンドオフ田村、 快速ウイング
コーチのジェイミー・ジョセフからイタリアのスー
パーカーに例えられた 松島と福岡 松島は今後
は更に高みを目指し最高峰フランスプロリーグへ
又福岡は後で述べるオリンピック 7人制ラグビー

に挑戦、これを最後に今度は医者に成るべく奮闘
するとのこと、正に文武両道。

選手全員の判断で阿吽の呼吸で同じ方法に戦
法を統一出来るのは競技場の選手であり、日本代
表の様々な肉体のみならず精神の鍛練試練の後、
達成された日本大会後の話題 ONE TEAMについ
て 2019年の流行語大賞にも選出され、正に色々

な場面で使用されているが、ジョセフコーチ就任時、
ただ集合して仲良くやるだけでは決して予戦突破
できるラグビーチームには成り得ないとし、色々の
国の外国人多数の中で纏め上げていくため、この
言葉を伝えた。略半年に及ぶ厳しい合宿訓練、し
かも試合になれば正にコーチの指示ではなく選手
の自主判断が大切であり活動の総体であると聞
く。、キャプテン中心に選手達が自ら考えるラグ
ビーを実践したお陰 練習のみならず各種の動機
付けの工夫を実践、先ずは全員が国歌を斉唱、日
本の伝統の鎧兜をマスコットに試合会場に帯同、
刀の鞘には相手チームに対して最も嫌われたプレ
イを評してこの鞘に書込み、次に伝える活動、皆で
合唱するビクトリーロードなどなど 真の苦楽共有
ワンチーム。

数字で日本大会を振返ると 観客総動員数は１７
０万余、予選最多観客数は日本対スコットランド戦
６万７千余 決勝戦日産スタジアムは７万余 チ
ケットは９９％以上販売と前回ロンドン大会を上回
るアジア初のイベントであった。２０２０年トップリー
グはこの余波を受け、観客動員数が確り上乗せさ
れ、ラグビーファンとしては俄かファン様様。残念な
がらトップリーグはコロナ騒ぎで外国選手が多いな
か、止む無く母国へ帰国要請があり、３月以降の
全試合中止。



ワールッドカップラグビー振返りが長くなり申し
訳ない、最後に２０２０年開催がコロナ騒ぎで１
年延期になったオリンピック ７人制ラグビーと
パラリンピック 車椅子ラグビーについての応援
お願い。 １５人制ラグビーに比較して、セヴン
スラグビーは何方かと言えば走りが重視され、
同じ大きさのグランドで半数以下７人のメンバー
で対戦するため、スペースがどこにでもあり、
ボールを早くパスしてスペースを抜ければ即トラ
イに繋がり、所謂強豪チームと言われるティア
ワンでも下位チームに負ける試合が多数行わ
れことになり、日本にも金メダルの可能性は十
分あります。日本男子チームは現在ワールドツ
アーには参加出来ず、アジア地域でのツアー参
加予選に参加、やっとその決勝までこぎ着け、
この予選は７月という状況である。幸い日本は
男女とも開催国参加が認められ 先にも述べた
ワールドカップで活躍した福岡などが現在鋭意
強化練習中、女子も「桜セブンス」の愛称の元、
強化訓練中。皆さまの熱い応援宜しくお願いし
ます。

次はパラリンピック 車椅子ラグビーで 以前に
も述べたが「死のスポーツ」と評される程の激し
さで車椅子を衝突させ合うことでタックルが成立
し、場合によっては車椅子毎倒れ、審判スタッフ
の助けを得て起こしてもらい試合再開ということ
もあり、正にスリル満点。障害程度のハンディが
決められ、その範囲内で出場選手がピックアッ
プされ、女性選手が男性と一緒にプレーもする、
ゲーム中目が離せないスポーツ。これも是非皆
さまの応援宜しくお願いします。

死と言えば縁起でも無いお話で 皆さまの貴
重な場に掲載する話題に相応しく無いと思われ
ますが、敢えて最後のお話として書きます。

読みたくないと思われる方はどうぞ避けて頂い
て結構です。

小生 実はラグビーなるスポーツは高校生になっ
て初めてどんなスポーツか分かった次第、入部前に
親父からそんな厳しい競技お前に出来るかと言わ
れ、中学からの友人に誘われ始めた時、その３年前
１９５５年度の天王寺高校との定期戦で先輩がタッ
クルに入り、頭が相手の膝に衝突 脳震盪を起こし
たにも関らず試合続行、当時は現在と規則が異なり、
怪我などで退場の場合補充は禁止 １人欠けた１４
人で対戦、試合に勝たねばの気持ちで最後まで戦
い、残念ながら命を落とされた。ご家族の悲しみは
想像に絶するが 以後「野本楯」を創設され勝利
チームが頂くことになり、合わせて定期戦前にはご
家族宅を訪問、記念に楯のレプリカを頂く。その裏
の短歌

励ましの 球を抱きて 駆け抜かむ

行手の防ぎ よし堅くとも

もう一つのお話、今度は大学入学後、小生は親父
が脳梗塞で倒れ半身不随 兄貴は親父の仕事、小
さな鉄工場を継ぎ、小生の学費を稼いでもらったお
陰で通学出来たわけで、大学でのクラブ活動は止
め、家業手伝いと思っていたがラグビーの先輩に熱
心な人が居て、高校での経験者は貴重な存在、是
非ともとの強い勧誘、また同時に同じ高校から入学
した友人がラグビーを始めるから小生もやれという
ことになり、合宿とか目立つ活動は遠慮し、ジャージ
の洗濯など母親だけには了解を無理やり得て、入
部。 驚いたことに、ここでも先輩が京大との練習試
合中に亡くなったとのこと。当時の京大は関西大学
リーグで強さを発揮、同志社とも対等に戦える実力
を持ち、恐らく我が大学は大変だったのではと推測
出来た。以後京大とはお手合わせ叶わぬことになる。

誠に残念で厳しいお話、ただ現在は随分ルールも
改定され、試合中、怪我などで鼻血など出血があれ
ば一時退場し止血処理をして復帰、脳震盪につい
てその状況をレフリーが確認し試合を中断、１０分
間場外で待機の医師が診断、その兆候があれば出
場禁止、リザーブの選手が出場、またスクラムのフ
ロントロー前３名は専任職として一度交代しても、再
度出場可能としている。子供達にはタックルの代わ
りに腰に付けたタグを取ることでタックルとするタグ
ラグビーなど怪我がないようその都度のルール改
定がなされ、最近はこう言ったお話は随分と減少。

後期高齢者でも紫色のパンツを履き、子供達も腰に
タグを着けて、皆さん大いにラグビーを楽しんでプレ
イされているのではと思う。最後少し悲しい話題に
なったが長文駄文お読み頂き感謝。


