2020ムロオ関西大学ラグビーAリーグ
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11 月 7 日 ( 土 ) 12:00

Odd

近畿大学 VS 関西学院大学

天 理 親 里

1

11 月 8 日 ( 日 ) 12:00

Even
Even

京都産業大学 VS 立命館大学

関西大学 VS 同志社大学

鶴 見 緑 地

2

11 月 15 日 ( 日 ) 12:00

Odd

関西学院大学 VS 摂南大学

神戸ユニバー

2

11 月 15 日 ( 日 ) 12:00

Even

京都産業大学 VS 関西大学

宝

3

11 月 21 日 ( 土 ) 11:00

Even

立命館大学 VS 関西大学

布

3

11 月 22 日 ( 日 ) 12:00

Odd

摂南大学 VS 近畿大学

神戸ユニバー

11 月 7 日 ( 土 ) 14:00

1

Odd

11 月 8 日 ( 日 ) 14:00

1

Odd

11 月 15 日 ( 日 ) 14:00

2

Even

11 月 21 日 ( 土 ) 13:00

3

Even

11 月 22 日 ( 日 ) 14:00

3

ー

ド

天理大学 VS 摂南大学

天理大学 VS 近畿大学

同志社大学 VS 立命館大学

同志社大学 VS 京都産業大学

関西学院大学 VS 天理大学

Odd

■順位決定戦

カ

会

天 理 親 里

鶴 見 緑 地

神戸ユニバー
宝

が
が

池
池

引

布

引

神戸ユニバー

11 月 29 日 ( 日 ) 12:00

3・4 位決定戦 Odd2 位 VS Even2 位

宝

が

池

12 月 6 日 ( 日 ) 12:00

7・8 位決定戦 Odd4 位 VS Even4 位

宝

が

池

11 月 29 日 ( 日 ) 14:00

1・2 位決定戦 Odd1 位 VS Even1 位

12 月 6 日 ( 日 ) 14:00

5・6 位決定戦 Odd3 位 VS Even3 位

リーグ戦

場

にて ⬇
⬇
予定！ ⬇

11 月 15 日 ( 日 ) 14:00

2

戦

ユ ー チュ ー ブ
全試合配信

Odd リーグ：天理大学 関西学院大学 近畿大学 摂南大学
Even リーグ：同志社大学 京都産業大学 立命館大学 関西大学

■リーグ戦

宝
宝

が
が

池
池

チケット販売中！チケットぴあ・ローソンチケット・イープラスにて ※当日会場での販売はありません。

第57回全国大学ラグビーフットボール選手権大会
1/11(月・祝)会場未定
1/2(土)東京・秩父宮
第2試合

12/19(土)東京・秩父宮
第2試合

12/19(土)大阪・花園
第2試合

12/13(日)
東京・秩父宮
第2試合

12/13(日)東京・秩父宮
第1試合

11/29(日)愛知・瑞穂

12/19(土)大阪・花園
第1試合

1/2(土)東京・秩父宮
第1試合

12/13(日)
大阪・花園
第2試合

12/19(土)東京・秩父宮
第1試合
12/13(日)
大阪・花園
第1試合

関西大学
Aリーグ
３位

関東大学対抗戦
Aグループ
３位

関東大学対抗戦
Aグループ
４位

関西大学
Aリーグ
２位

関東大学
リーグ戦 1部
１位

関西大学
Aリーグ
1位

関東大学対抗戦
Aグループ
５位

関東大学
リーグ戦 1部
２位

北海道・東北
地区代表

九州学生リーグ
Ⅰ部
１位

東海・北陸・
中国・四国
地区代表

関東大学
リーグ戦 1部
３位

関東大学対抗戦
Aグループ
1位

関東大学対抗戦
Aグループ
２位

11/21(土)福岡・春日
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2020ムロオ関西大学ラグビーAリーグ

8校徹底解剖 今年の注目ポイント
天理大学

エンブレム

ファースト
ジャージ

ファースト
ジャージ

CTB シオサイア・フィフィタ
突破力に期待
SH 藤原忍
攻めのパスでゲームメイク

目標

ＦＢ 江本洸志
ひたむきに頑張ります

2019年 5位：3勝4敗
2018年 6位：2勝5敗
2017年 7位：2勝5敗
2016年 4位：4勝3敗
2015年 7位：2勝5敗

目標

関西制覇・
大学選手権ベスト４

過去の戦績
2019年 7位：2勝5敗
2018年 ー
2017年 8位：0勝7敗
2016年 7位：1勝6敗
2015年 6位：3勝4敗

目標
ファースト
ジャージ

選手権出場

ライバル校主務の分析

夏合宿/練習試合なし

チーム一丸となって日本一に
なります。(竹内海斗主将)

◆スピードのあるバックス陣を使
った展開ラグビーと、前に出る
DFには要注意。

開幕までの課題

◆安定したセットプレーから繰り
出されるアタックは見事。

HO 竹内海斗
主将としてチームを引っ張ってほしい

日本一

ゲームフィットネスと戦術の統一

キャプテンコメント

2019年 3位：4勝3敗
2018年 4位：4勝3敗
2017年 4位：3勝4敗
2016年 6位：1勝6敗
2015年 8位：1勝6敗

目標

開幕までの課題

◆アタックもディフェンスもでき
るバランスの取れたラグビー。
◆外国選手を起点とした、攻撃的
なアタックを操るハーフ団に要
注意。
◆外国人選手の突破力に注意。
◆速いテンポとゲームコントロー
ル力。優れるHB団と、突破力
のある留学生に注意。
◆フィジカルがさらに強化され、
ＤＦはまさしく黒い壁のよう。

活動状況
注目選手

摂南大学

エンブレム

FL 服部航大
ボールキャリーに注目

過去の戦績

過去の戦績

ファースト
ジャージ

関西リーグ5連覇、大学選手権
優勝を目標に掲げ日々練習に
取り組んでいます。特に今シー
ズンはたくさんの方々に支えら
れてきたのでその方々に恩返し
できるよう日本一に向け1戦1
戦、チーム一丸となって闘ってい
きたいと思います。皆様の熱い
応援、よろしくお願い致します。
(松岡大和主将)

2019年 優勝：７勝０敗
2018年 優勝：７勝０敗
2017年 優勝：７勝０敗
2016年 優勝：７勝０敗
2015年 ２位：６勝１敗

近畿大学

エンブレム

夏合宿/練習試合なし

注目選手

関西学院大学

エンブレム

キャプテンコメント

過去の戦績

関西リーグ5連覇、
大学選手権優勝

ライバル校主務の分析

活動状況

SO 呉嶺太
エリアマネジメントに期待

実戦形式の練習量

◆突破力のあるＦＷ、連携の取れた
アタック、昨年度明治大学を抑え
た鉄壁のディフェンスが光る。

CTB 冨岡周
ルーキーらしい、
激しいタックルに期待

◆キックによるエリアマネジメン
トとそこに絡むＦＷのセットプ
レーの安定感にあり。

ライバル校主務の分析

活動状況

キャプテンコメント

夏合宿/練習試合なし

目標達成のために、一戦一戦
本気で挑みます。
(森田博斗主将)

注目選手
PR 森田博斗
溢れ出るキャプテンシーに注目

開幕までの課題

LO 坂上知志
パワフルなランニング。状況判断が良い

個人スキル・組織防御の向上

No.8 末廣大智
豊富な運動量
CTB 中辻眞大
鋭いステップ

活動状況

キャプテンコメント

夏合宿なし/練習試合1戦
9/20 vs関西大学:52-41

今シーズンより就任した瀬川監
督のもと、コロナ過を乗り越え、こ
れまでの摂南とは一風変わった、
見ている人全員が興奮するよう
なアタッキングラグビーで勝利を
収めていきます。(春山右京主将)
一人一人がプレーに責任をもち
摂南に関わっていただいた方々
に感謝して大学選手権出場を目
指し一試合一試合勝ちにこだわ
っていきます。(三田村直輝主将)

注目選手
LO/FL 徳永リオ吉平
肉体改造に取り組み、試合のたびに成長
FL/NO8 岡﨑幸斗
攻守において８０分間体を張り続ける
LO/FL ヴエティ・トゥポウ
１９４ｃｍの長身とパワフルなボールキャリー
WTB 前薗斗真
ラグビー理解度の高い期待の新人

※今季は共同
キャプテン

開幕までの課題
一貫性、攻守における粘り強さ

◆Ｕ２０の福山を中心に展開力の
ある攻撃と、キックを絡めた戦術。
◆FW間でのショートパス、アタッ
クに注意。
◆BKのハンドリングスキルが高
く、グラウンドを広く使うアタッ
クが魅力的。
◆チーム全体のハンドリングスキ
ルが高く、テンポが出てきた時
のアタックには要注意。
◆運動量豊富なFWと得点力の
あるBKがリンクした、展開ラグ
ビーに注目！
◆システマチックなアタックと、
ショートパス、オフロードパス。

2020ムロオ関西大学Aリーグ戦開幕を前に、各校

独自目線でまとめた保存版です。観戦のお供とし

主務にアンケートを実施。過去の成績から注目選

てお役立てください。

手、ライバル校主務の分析など、今年のポイントを

※

同志社大学
過去の戦績

エンブレム

ファースト
ジャージ

関西優勝、日本一

過去の戦績

エンブレム

2019年 4位：4勝3敗
2018年 3位：5勝2敗
2017年 2位：6勝1敗
2016年 3位：5勝2敗
2015年 5位：3勝4敗

目標
ファースト
ジャージ

過去の戦績

エンブレム

2019年 6位：2勝5敗
2018年 2位：5勝2敗
2017年 3位：4勝3敗
2016年 5位：3勝4敗
2015年 3位：4勝3敗

目標

関西優勝

ファースト
ジャージ

関西大学
過去の戦績

エンブレム

◆突破力を生かしたアタック。
◆アタックのテンポの良さ。
ファースト
ジャージ

キャプテンコメント

夏合宿なし/練習試合2戦
10/3 vs天理大学Jr:26-43
10/18 vs関西大学Jr:26-26

伊藤ヘッドコーチの下で80分
戦える身体と、質と量の部分で
自信を持ち、チャレンジャーとし
て「日本一」の目標に挑んでい
きます。また自粛期間中には、多
くの方々から励ましの声を掛け
て頂いたので、感謝の気持ちを
忘れずに全力でグランドで体
現し、勝利という形で恩返しして
いく所存です。(中尾泰星主将)

注目選手
FL 中尾泰星
低く刺さるタックル
No.8 大熊陽介
ラインアウト能力の高さとハイボールの強さ
SH 人羅奎太郎
速いテンポと的確な指示の声
CTB 稲吉渓太
強靭なフィジカルと相手を抜き切るスピード

夏合宿なし/練習試合1戦
9/26 vs同志社大学:21-21

私たち京産の今年度の目標
は関西制覇、そしてその先に
日本一があります。
今年はコロナ禍でイレギュラ
ーな年となりましたが、京産ら
しく、ひたむきさを前面に出し
目標達成に向け部員、スタッ
フ一同全力を尽くします。
(田中利輝主将)

No.8 檜垣大宇
フィジカルなボールキャリー
WTB 堀田礼恩
エーストライゲッターとしてチームを勝利に導く
LO アサエリ・ラウシ
ダイナミックなランとオフロード
SO/CTB 家村健太
ラン・パス・キックで相手を翻弄します

開幕までの課題
「進化に限りはない」と、
あらゆる面であくなき成長を目指す

活動状況

キャプテンコメント

夏合宿あり(菅平)
8/2〜8/8、8/23〜8/29

試合ができること、大会が開催さ
れることに感謝して今年の目標で
ある関西優勝を立命館のスロー
ガンである、HUNGRY ARROWを
体現した上で達成します。
(庄司拓馬主将)

練習試合4戦
8/23 vs関東学院大学:56-77
8/27 vs朝日大学:66-10
9/13 vs朝日大学:29-26
10/4 vs福岡大学:57-5

注目選手

開幕までの課題

FL 野村雅大
１年生からスターティングメンバー
SO/CTB 宮嵜隼人
今シーズンブレイクの予感

去年主力であった1/3番が抜け
たFW陣のセットプレーは大きな
課題の一つ。BK陣も両翼は変わ
らないが去年の主将副将がいな
くなり、1年生が入って若返った。
課題でもあり大きなチャレンジ。

活動状況

キャプテンコメント

夏合宿なし/練習試合2戦
9/20 vs摂南大学:41-52
10/3 vs福岡大学:48-7

大学選手権に出場するという
目標に向け、「変革」というス
ローガンの元、チームづくりを
してきました。
記録に残すだけでなく、記憶
に残るようなラグビーをした
いと思っています。
(淡野徳蔵主将)

注目選手

目標

SH 溝渕元気
長く・速いパスが魅力

PR 成宮銀次郎
モバイル、スクラム◎
FL 池原自恩
無名だが関大が誇るハードタックラー

CTB/WTB 澤口飛翔
スピードがあり、人にも強い

◆タレント揃いのBKによるライン
アタック、外のプレー。
◆バックスの展開力と、個人プレ
ーの高さ。
◆スピード感のある、展開ラグビ
ー。主将のハードワークに要注
意。
◆BKのワイドアタックを武器とし
た止まらない展開ラグビー。

ペナルティの多さ

キャプテンコメント

注目選手

ライバル校主務の分析

開幕までの課題

活動状況

2019年 ー
2018年 8位：0勝7敗
2017年 5位：3勝4敗
2016年 8位：1勝6敗
2015年 4位：3勝4敗

関西Aリーグ2位以上、
大学選手権ベスト８

の練習試合は関西大学交流戦を除きます。

活動状況

日本一

立命館大学

◆テビタ・タイやヴィリアミ・ツイ
ドラキなど、外国人を起点とし
たアタックに要注意。

◆アタックで前に出る勢いあり。

目標

京都産業大学

ライバル校主務の分析

◆外国人選手の、力強く鋭いキャ
リーは驚異。

2019年 2位:5勝2敗
2018年 5位：4勝3敗
2017年 6位：3勝4敗
2016年 2位：6勝1敗
2015年 優勝：６勝１敗

活動状況

開幕までの課題
セットプレーの安定
セットアタックの精度
コンタクトエリアの勢い

ライバル校主務の分析
◆スクラムやラインアウト、ライ
ンアウトモールには今年も要
注意。
◆鋭いタックルと素早いジャッカ
ルで相手のリズムを崩す。
◆前に出てくる鋭いDF。
◆ＦＷのセットプレーの安定感と
ＢＫの堅実なアタックに要注意。
◆ＦＷの圧倒的な強さは健在。

ライバル校主務の分析
◆しつこいDFで勢いを掴んだ時
に本領発揮。
◆決定力のある両WTB。
◆タレントたちの個人の強さと、
フィジカルの強さに注目。
◆緻密な分析と多彩なサインプ
レーを基に、相手の隙を突く展
開力には要注意！
◆一発でトライを取り切る力のあ
るBKには要注意。
◆攻撃的なＤＦとアタックに転じ
た際の切り替えの早さが脅威。

ライバル校主務の分析
◆DF/キックからのアンストラク
チャーに注目。
◆個々のスキルが高く、仕掛ける
ところは一体となりアタックし
てくる。
◆セットプレーからの得点力あり。
特にモール。
◆キック能力の高さとスピーディ
ーなアタック。
◆突き刺さるようなタックルと堅
いＤＦ。
◆出足の鋭いラッシュDFに注意。

へ
本一

日
ら
か
西

関

座談会
ロオ
2020 ム グビー A リーグ
ラ
関西大学

コマを進めることもありますが、フィ
ジカルがまだまだです。それから、ギ
リギリのところでのせめぎ合いが、関
西はまだ甘いのかなという感じはして
います。
藪木 なるほど、ギリギリのところで
のせめぎ合い。
萩本 正直、関東と比べると実力差は
あると思います。これは大学の問題だ
けではなく、協会の問題でもあります。
高校は関西が強いですが、大学は関東
に流れてしまっている現状に歯止めを
かけ、関西に残ってプレーをしてもら
う仕組みにしていかないといけません。
中尾 昔の話になりますが、私が高校
から大学に進学したとき同志社大学が
３連覇して、そこに魅力を感じていま
した。同じように今の選手も、強いチ
ームがあれば関西の大学にいきたいと
いう選手が増えるんじゃないかと思い
ます。

藪木 宏之

中尾 晃

萩本 光威

現役時代は山口県・大津高校から明治大学、神
戸製鋼。故・平尾誠二さんとコンビを組んだSO
で、引退後は神戸製鋼から日本ラグビーフット
ボール協会に出向し、広報部長などを歴任。

同志社大学在学時にキャプテンを務め、大学選
手権では早稲田大学を撃破。その後ヤマハ発動
機でプレーし、2003年から2010年に同志社大学
ラグビー部の監督を務めた。

報徳学園から同志社大学、神戸製鋼とプレーし
第一回ラグビーワールドカップにも出場。引退
後は神戸製鋼ヘッドコーチ、女子日本代表ヘッ
ドコーチ、
日本代表監督などを経て現職。

関西ラグビーフットボール協会事務局長

関西ラグビーフットボール協会大学委員会委員長

関西ラグビーフットボール協会会長

コロナ禍でようやく開催にこぎつけた、今シーズンの 2020 ムロオ関西大学ラグビーＡリーグ。
関西の大学ラグビーを支える３名に、リーグ戦と大学選手権に向けての展望を話してもらいました。

萩本新会長、就任半年を迎えて
藪木 ４月から萩本新会長体制となり
ました。期待をされている方もたくさ
んいらっしゃいますが、新型コロナウ
ィルス感染防止対策により、多くの大
会が中止となりました。萩本会長、激
動の半年を振り返っていかがだったで
しょうか。
萩本 何も活動していない…というの
が本心です（笑）。春の大会が中止に
なり、現場に足を向けられなかったこ
とは非常に残念でした。何より、選手
が大変だったと思います。
藪木 事務局側も準備をしてきたなか
で、ラグビーができない状況は残念で
したね。

萩本 これからラグビーの人気を回復
させ、もう一度盛り上げるために重要
な時期です。

委員長は、萩本会長の大学の後輩でも
ありますが、何を期待されていますか。
中尾 萩本会長は現場のことをよくご
存知です。各カテゴリにおいて今まで
の経験を活かし、新しい方針を打ち出
していってもらえればと思っていま
す。

関西の大学を日本一へ
魅力のあるチームづくり

藪木 昨年のラグビーワールドカップ
においては関西から静岡、愛知、花園、
神戸の４会場が選ばれ、協会としても
この盛り上がりを継続させていくべき
なので、萩本会長にはぜひこれから手
腕をふるっていただきたいです。中尾

藪木 おふたりの出身校である同志社
大学が１９８５年に大学日本一となっ
て以来、一度も関西の大学が優勝して
いないという状況です。関西の大学に
は今、何が必要でしょう？
中尾

ここ数年は天理大学が決勝まで

藪木 なにか１つのきっかけですよ
ね。関西の大学が日本一をとって、さ
らにその周りの大学が切磋琢磨するよ
うになれば、魅力がどんどん増してい
きます。
萩本 それで言うと、大学のカラーが
なくなっているように感じますね。ど
の大学も同じというか。そうなると、
メンバーありきになってくる。選手に
合った大学の独自のスタイルをつくっ
ていければ、もっと魅力は増すのかな
と。関東は大学が多く、大学間の競争
もあります。スポーツに対する明確な
ビジョンをもっています。
中尾 関東の大学はその辺りをかなり
敏感に、シビアにやっています。ぼく
が大学に入ったときはセレクションが
あって、部に入ることができるかの実
力が試されました。今はそういったセ
レクションはなく、指定校推薦に変わ
っています。無名でも、身体能力や実
力が発見されていくようなシステムが
あると良いですね。
藪木 協会がメディアと連携して放送
を多くしたり、ヒーローをつくってい
ったり、全国の注目をあびることをし
ていくべきですね。箱根駅伝では、無
名だった大学が一気に全国区になるこ
と も あ り ま す。「大 学 の あ り 方」を、
関西協会がラグビーを通じて発信して
いきたいなと思います。

リーグ戦は天理が一歩リード
「競ったときに勝つ経験」の積み重ね
藪木 いよいよ、関西大学 A リーグ
が始まります。おふたりの展望はいか
がでしょう。
中尾 交流試合もありましたが、各チ
ームミスも多く春の試合のようでし
た。各チーム試合数が足りないのでし
ょう。交流試合での経験を大事にして
挑んでもらいたいですが、今のところ
天理大学が一歩リードしているかなと
思いますね。
萩本 天理はたしかに抜けている気も
しますが、今年は短い期間で準備がう
まくいったところにチャンスがありま
すね。活動の制限が比較的緩やかだっ
た摂南と関大は順調に来ていて、準備
はそれなりにできている印象です。天
理、関西学院、京都産業、近畿はこれ
からでしょう。
藪木 仕上げをしっかりすればどのチ
ームもチャンスがありそうですね。今
年は３位までが大学選手権に出場でき
ます。各チームリーグ戦 3 試合、順
位決定戦 1 試合の計 4 試合。短期決
戦となります。
中尾 大学選手権の日は決まっている
ので、この形が最良でしょう。

しました。そういったことも大学選手
権は起こり得ます。
萩本 善戦したときに、一枚皮がめく
れるかどうか。勝ち抜けるかどうかで
すね。どのチームも競る力はあるんで
す。競って勝ったときの経験を積み重
ねていかないといけません。

藪木 なるほど。関西で勝ち抜いた選
手が、会場で大学選手権の雰囲気に飲
まれないようにするということも必要
かと思います。私としては、ファンの
みなさんにもそういう雰囲気をつくっ
てもらえればと…。
萩本 そうですね。ファンのみなさん
のお力を借りながら、盛り上げていく
ことができればと思います。
藪木 最後に、おふたりからファンの
方へメッセージをお願いします。
萩本 こうしたコロナ禍での状況のな
か、いよいよ開幕にこぎつけることが
できました。ファンのみなさんには後
押しを、ぜひお願いします。
中尾 今年は１１月の開幕となり、短
期決戦で緊張感のあるゲームになると
思います。ご声援をよろしくお願いし
ます！

藪木 大学選手権では、関西のチーム
から３６年ぶりになる優勝が望まれて
います。
中尾 春からゲームをできていないこ
とはどこも同じなので、条件は同じで
す。やってみないとわかりません。
萩本 まずベスト４に最低２チーム入
ってほしいですね。そうすれば優勝の
芽もでてくるでしょう。関西の大学は
気後れせずにいってほしい。
藪木

昨年は関西学院が明治に大善戦

関西ラグビーファンクラブ
会員限定サイトにて

座談会の動画を公開！

以下 QR コードを読み取ってご覧ください。

今年の会員限定サイト

パスワード :2020rabbigoo

天理大学
日本一に向けて

先輩たちもやさしくていいチームです。
僕が 1 年生のときに、先輩たちがプレーで体現してく
れるのがかっこよくて。特にディフェンス。何回でも
起き上がって、何回でもタックルする。今では自分の
強味でもありプライドでもあります。
憧れでもあった日本一を目標にするチームのキャプ
テンになる。想像し難いプレッシャーがあったと思い
ます。

松岡主将に聞く

世界的な新型コロナウィルス感染症が蔓延するなか、

松岡 今年の２月、キャプテンになったとき、今まで
先輩方が残してきたものを無駄にしてはいけないと思
いました。それから同期のリーダー陣で話し合い、日
本一になるチャンスの年と捉えて、やってきたことを
まず出そうと。なので自分としては、楽しみのほうが
大きかったです。

大会が中止になり練習もままならず。大学ラグビー界
もかつてない状況が続いています。

そんななか、関西大学ラグビー A リーグは 11 月 7 日
ようやく始動。その中心は今年リーグ 5 連覇と念願の
日本一に向かう天理大学といっていいでしょう。

リーグ戦開始直前、天理大学松岡大和キャプテンにお
話をうかがいました。

同期の皆さんも頼りになる選手が多いですね。

©KRPU Y.Hagiwara

松岡 プレー面で頼りになるのは、まず副キャプテン
のフィフィタです。サンウルブズでも活躍して、日本
代表スコッドにも入りました。ラグビーの知識も豊富
です。ゲームメイクができる松永は、一番周りが見え
るタイプ。それから、下級生にはなりますが、小鍛冶
や谷口もセットプレーでチームを支えてくれていま
す。
今年のチームで新しく取り組まれていることはあり
ますか。

関西リーグ５連覇・日本一に向かうシーズンで、大
変な年になってしまいましたが、チームは現在どんな
状況でしょうか。
松岡 まず、去年は当たり前にできていたことがどん
どんなくなって、練習もできなくなったときは、ラグ
ビーができない辛さがありました。誹謗中傷もあり、
もう今年は試合ができないんじゃないかと思ってしま
う選手も現れて。
「あることを信じてがんばろう」と
チームで声を掛け合ったりもしました。
となると、交流試合やリーグ戦が行われると知った
ときは…。
松岡 そりゃもううれしかったです（笑）やっと試合
ができる。自分たちがなんのために練習しているのか
と考えてしまう選手もいたと思いますし。
どうやってその苦境を乗り越えたんでしょうか。
松岡 寮にも誰もいなくなるなど、選手同士も会えな
いなか、オンラインでみんなで自主的にトレーニング
をするなどして、できることに集中していました。
チームを応援してくれる方もいたと聞いています。
松岡 支えてくださっている皆さんからのメッセージ
や、スクールの子どもたち、天理大学の他の部活に所
属するみんなから応援動画を送っていただきました。
自分たちが支えられているんだと感じることができま
した。

プレスカンファレンス開催
今年はオンラインで

子どもたちからの応援動画は大きいですね。松岡キ
ャプテンは、どんな子ども時代を過ごしましたか。
松岡 ４歳の頃から小学校６年生までまでサッカーを
していました。甲南中学に入学したときに、同じく甲
南中学の卒業生だった兄の後輩の皆さんに誘われたん
です。
なんと、スクール経験はないんですね。ラグビー、
楽しかったですか。
松岡 楽しかったです。蹴る、投げる、当たる。なん
でもできるので。特に当たるのが楽しくて。「当たる
のそんなに好きやったら、FW やったらいいよ」と、
それ以来ずっと FW です。
中学からラグビーを始め、天理大学のキャプテンに。
大学進学の決め手はなんだったんでしょう。
松岡 兄が、天理大学の試合の DVD を見せてくれて
いて憧れていたんです。立川直道さんや立川理道さん
の時代で。CTB２人が留学生で、かっこいいなあと。
そこに天理大学からオファーがあって、憧れのチーム
に声をかけてもらえるんなら、チャレンジしてみよう
と思いました。
天理大学、入ってみるとどんなチームでしたか。
松岡

大学の体育会なので、少し緊張していましたが、

松岡 いい準備をしようと、チームで徹底しています。
昨年度は早稲田大学に負けて自分たちの準備不足が明
確になりました。毎日の練習を決勝戦の前日だと意識
しています。
昨年度は、悔しい思いをしました。関東で戦うのは
難しそうですね。
松岡 秩父宮は特別です。だからこそ毎日の練習から
プレッシャーをかけ続けています。まだ試合は始まっ
たばかり。ネガティブにならず 1 試合ずつレベルアッ
プしていこうと意識しています。少しずつですが。
今年のチームの特徴を教えて下さい。

▲ファーストジャージを着て、前年度順位順に並ぶ各チーム主将たち。

リ

ーグ戦開幕までのこり 2 週間となった 10
月 26 日 ( 月 )、プレスカンファレンスが行
われました。昨シーズンまでは京都・下鴨神社に
て開催していましたが、今シーズンは新型コロナ
ウィルス感染拡大防止のためオンラインでの実施
に。20 社以上のメディアのみなさまにご参加い
ただきました。
冒頭では、中尾晃大学委員長がリーグ戦での有観
客・有料試合として行うことを発表。当日チケッ
トの会場販売はせず、各会場の収容人数の５０％
を上限とすることを述べました。
続いて各チーム主将のリーグ戦への意気込みほ
か、集合写真撮影、記者からの質問などが行われ
ました。天理大学の松岡大和主将は、活動制限が
あった中で多くの励ましやメッセージが届いたこ
とへの感謝を述べ、「関西５連覇と、日本一を目
指します」と力強くこたえました。
いよいよ戦いの火蓋が切られました。各チーム４
試合の短期決戦で、大学選手権出場と日本一をか
け激突します。

松岡 １年生の頃から出ている選手が多いので、経験
値があると思っています。SH 藤原、SO 松永、CTB フ
ィフィタを軸にした BK の展開力と、HO 谷口、PR 小
鍛冶、LO モアラの作るセットプレーの強さです。強い
セットプレーから BK の展開力で攻めるチームです。
その強味を使って、日本一になるということですね。
松岡 負けているチーム、早稲田大学と明治大学に勝
って日本一になります。
今日はお時間いただきありがとうございました。が
んばってください。
松岡

ありがとうございます。がんばります。

▲11 月 7 日 ( 土 ) 開幕節で対戦する、天理大学と摂南大学。

