
Be "HARD",toward rebirth!

グラウンドを覆う真新しい鮮やかな緑。ジリジリと、肌を焼くかのように照りつ
ける日差し。そして、滴り落ちる汗。「最後まで全力で！ もっとハードに！」。
叱咤する声が響く。歯を食いしばり駆ける。相手を押し倒すように体を投げ出
す。日本全域を記録的な猛暑が襲った今年の夏、東洋大学ラグビー部のグラウ
ンドでは新たな監督のもとで、今までにない熱気に包まれていた。かつての栄
光を、勝者としての誇りを、再び手にするために。

─ 勝 者 の 誇りを 再 び 手 に ─

歩み出す 　　 への道

ラグビー部、始動
特集

再生

―― 2010年3月18日。寮内の一室で、監督の交代が告げられた。
さらに、ラグビー場を土のグラウンドから人工芝へと大幅に改修し、練
習施設の整備をすすめるという。ざわめき立つ部員たち。まさに「突
然」の出来事だった。
　新しく就任した高野監督は、早稲田大学を卒業後、社会人ラグビ
ーの名門・サントリーサンゴリアスで活躍。引退後はサンゴリアスの
サテライトチームヘッドコーチを務めた、生粋のラガーマンだ。　
　高野監督に与えられた命題は、長らく低迷してきた東洋大学ラグ

　突然の交代劇に、部員たちは「これからどうなるのか不安だった」
「練習についていけるか心配だった」と当時の思いを吐露する。そ
れは、大学での指導を経験したことのない高野監督にとっても同様
だった。
　初めて訪れた寮で、高野監督は驚いた。起床時間や消灯時間が
ない。朝食を摂らない。目の前の学生は「ラグビー漬けではないご
く普通の大学生」だった。大学ラグビーのトップを目指すためには、
それではとても太刀打ちできない。実情を見た時の感想は「あまりに
もアスリートではない」というものだった。
　全員と面接をした。これを機に変わりたいと申し出た前向きな者。
良く分からないと答えた者。実は、東洋の練習は厳しくないから入部
した、と本音を語る者もいた。やる気がない者は去ってもらうのが、
通常のやり方だ。しかし、部員は44名。ゲーム形式の試合練習を
するためには、一人でもやめたらプレーが成り立たない。一人として
落ちこぼれを作りたくない。
　まずは、生活習慣の改善に手をつけ、とにかく規律を与えていっ
た。口にはしなくとも反発心を持つ部員がいたであろうことは想像に
難くないが、それでも、新しく迎えた2名のコーチとともに真摯に向き
合い続けた。「僕は彼らを本気で怒り、本気で話をしました。大人が
真剣に打ち込んでいれば必ず伝わると信じて」。今、選手たちは「変
わって良かった」と思い始めている。

トレーニングセンターの屋上からは、ビデオで練習を撮影する。
「毎回の練習を映像で振り返ることはとても大切。数か月前と比べる
とプレー1つひとつのスピードの違いが一目瞭然です」

ラグビーのルールが難しいと言われるゆえんは、「選択肢の多さ」にあると
か。15人の選手はそれぞれポジションが決まっているが、メインの役割を
こなしつつ、他のメンバーのサポートを行う。このことはラグビーの基本精
神ONE FOR ALL, ALL FOR ONEに象徴されている。これまで観戦
の体験がない方は、ぜひ観て欲しい。

ビー部の立て直しだ。それは、2012年に迎える創立 125周年を機
に、さらに体育・スポーツ活動の拡充を図ろうとする東洋大学にとっ
て、重要なプロジェクトの一つである。90年代前半までは、関東大
学リーグ戦 1部で活躍した時期もあるラグビー部だが、近年は2部下
位を定位置とし、昨年、一昨年はかろうじて入替戦を免れ、6位。往
年の勇姿を知る者にとって、ラグビー部の復活は悲願であり、だから
こそドラスティックな改革が必要だった。その象徴が、部を取り巻く
環境の充実だった。

新しい環境の中で切磋琢磨する
　グラウンドには夜間照明も新たに備え、練習メニューもぐっと増え
て、充実した練習が可能に。人工芝のチップはまだなじんでいない
が、使い込むほど練習に適したフィールドになる。フィジカルを鍛える
専用のトレーニングセンターも9月に完成し、筋力の強化を中心に各
種機材を整える。「恵まれた施設になったことを、関係者一同みな喜
んでいます。その感謝の気持ちを決して忘れることがないよう、チー
ムが強くなることが使命です」（高野監督）。

ラグビー部復活を目指す戦いは
突然の監督交代から始まった

ラグビーに対する気持ちを変えないために
ラグビーに対する姿勢を変えていく

Be "HARD",toward rebirth!

○新設された施設
・ラグビー場・フットサル場　人工芝 13,146.3㎡、防球ネット
・夜間照明 、ラグビー部トレーニングセンター
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相手はラグビーの強豪チーム。高度なテクニックに阻まれ、
得点することができなかった。実はこのような練習試合で、早
稲田が赤黒ジャージを着用することはほとんどない。いつか
公式試合で対戦する日を見たい

勝利を目指す結束は強くなり
つつある。「チームが強くなっ
ていくのがわかって楽しい」

「成長している実感がある」と
部員たちは語る

あわせて11本ものトライを決められてしまったが、「再
生」のステージに立つための意味ある試合だった

　突然、監督が変わった時は本当に驚きました。「この先どう
なるんだろう」「主将として自分はどうすればよいのだろう」と不
安でした。でも、高野監督は「あるべき姿」を教えてくれる人だ
った。強くなりたい、もっと成長したいという部員それぞれのモ
チベーションをぐんと引き上げてくれたおかげで、ラグビー部は
変わったと思います。
　先日、玉川大学との練習試合がありました。3部から上がっ
てきたチームなので、正直勝てると思っていたんです。でも、勝
てなかった。そのことでも、チーム全体の練習に対する意識が
変わりました。今は、チーム内に良い意味での競争意識もあ
り、それぞれが切磋琢磨しあいながら練習に励んでいます。
　今シーズンはぜひ去
年との違いを見て欲し
いですね。それは試合
に来てもらえれば絶対
にわかります。たとえ
強い相手との試合であ
っても、「前よりはいい
試合をしてみせる」「き
っと勝てる」、高野監督
のおかげでそう思えるよ
うになりました。

Interview

柿森拓三主将
ライフデザイン学部 健康スポーツ学科4年

「
試
合
で
去
年
と
の
違
い
を
見
て
欲
し
い
」

H I S T O R Y
東洋大学体育会ラグビー部は1959年に創部（1960年ラグビー協会加盟）
され、白山の小さなグラウンドでその産声を上げた。当時、関東の大学ラグビ
ー部は1つのグループ内で戦っていたが、現在では関東大学「対抗戦」グル
ープと「リーグ戦」グループの2つに分かれており、東洋大学は「リーグ戦」グ
ループの2部に所属している。（2009年現在、2部 6位）

東洋大学ラグビー部の歩み

1962年、創部間もない頃のラグビー部

1965年、初めて関東地区の代表校となり、全
国大学ラグビー大会（現：全国地区対抗ラグ
ビー大会）の決勝にまで駒を進める。決勝の
鹿児島大学戦では、惜しくも6-9で敗れはした
が、当時の部員たちに大いなる自信となった

Interview

─勝者の誇りを再び手に─ラグビー部、始動歩み出す 　　 への道再生

―― 6月13日。期待の新グラウンドが完成し、それを記念する「こけ
ら落し」の試合が行われた。新体制となり、集中してラグビーに取り
組める環境を整えつつある最中の練習試合は、現在の実力を測る
格好の機会といえた。
　相手は、横浜国立大学と早稲田大学。現在の東洋大チームの
実力からすると、どちらも格上といえるチームだ。結局、試合はスコア
ボードに示された数字だけを見るなら「完全なる敗北」を喫する。しか
し「悲観する必要は無い」と高野監督は言った。
　「公式戦は勝つための試合。でも、練習試合は違う。もし負けて
も練習で培った形ができていれば意味がある。その上で、負けた原
因を分析し、新たな課題を見つければいい。それが次の勝利に繋が
るのです」。
　このこけら落しに関わら
ず、高野監督着任後は、
これまで対戦したことのな
かったさまざまな相手と練
習試合を重ねている。5
月には慶應義塾大学と対
戦。前半は善戦していた
にも関わらず、後半は得点

　監督に就任した当初はとまどいの連続でした。仕事の内容が、社
会人チームのコーチとは全く違う。むしろ、コーチング以外の仕事の
方が圧倒的に多かったですね。春先はグラウンドの工事が終わって
いなかったために、練習場すらない状態。陸上競技部のグラウンド
を借りたり、あちこちに練習場を求めていましたが、やはり満足いく内
容とは言いがたい。今は人工芝のグラウンドが完成して、まったく環
境が変わりました。メニューの幅が大きく広がり、そして何より、モチ
ベーションが違います。トレーニングセンターの完成も間近ですが、
部員の中には「完成したら、俺はあそこに住むんだ」なんて息巻いて
いる子もいて（笑）。チームとしては今が本当に伸び盛りです。
　僕が目指しているのは「全員が走る」ラグビーの実現。「東洋大
学のラグビーってこんなに走るのか」というチームを作りたい。選手と
しては、決して体が大きいわけではない彼らに合った、勝つためのラグ
ビーです。練習は常に明確な目標を持って、必ず全力で取り組むよ
うに教えています。そのためのスローガンが「HARD（ハード）」という
言葉。練習でも試合でも、もっとハードに。簡単に逃げるんじゃない、
と。よく声に出すようにもなりましたし、最近ようやく部員にも浸透し
始めていますね。

敗北の「こけら落し試合」が持つ
大きな意味

全員が走るラグビーを実践し、
「勝てる」チームを作り上げる

高野貴司監督

TAKASHI  TAKANO

1979年茨城県に生まれる。茗溪学園を
経て、早稲田大学ラグビー部へ。卒業
後はサントリーサンゴリアスに所属。7
年の現役生活を経て、同チームFWコー
チに就任。サテライトチームヘッドコー
チを勤めた後、2010年東洋大学ラグビ
ー部の監督に就く。

TAKUZO KAKIMORI
　具体的な目標は2部リーグの3強、立正大学・埼玉工業大学・山
梨学院大学の一つを破ること。そうすれば、1部リーグとの入れ替え
戦に立てる可能性が見えてくるからです。現在の力では簡単ではな
いと分かっていますし、大学界でトップに立てる成績を出すのには、早
くても5年はかかります。ただ「チームを作る段階だから勝てなくても
いい」ということは絶対にない。4年生にとってはどんな過程であろう
と今年が最後。 全力で
戦っていきます。

チームスローガンは「HARD」 
強くな るために、厳しく、激しく。

1959年
東洋大学体育会ラグビー部創部

（白山キャンパス）
本拠地を川越キャンパスに移す

1960年
ラグビー協会加盟

1965年
全国大学ラグビー大会準優勝

1966年
関東大学リーグに新規参入

1967年
現在のリーグ戦グループに所属、
初年度は8チーム中 5位

1979年
1部最下位。入替戦でも敗れ、
初の2部降格

1983年
2部で全勝。3年ぶりの1部昇格

1984年
1年で再び 2部降格

（以後昇格・降格を繰り返す）

1993年
1部最下位となり2部に降格

（以後、現在まで1部への昇格はない）

2010年
川越キャンパスに
人工芝のラグビー場完成

　今年のチームスローガンは「HARD（ハード）」。「HARD」とは、
いつでも全力で常に厳しい道を選びながら成長していく姿勢のこと
を指す。その先に見据えるのは独自のスタイルだ。東洋大ラグビー
部にはまだ、“東洋大らしい”というスタイルは固定していない。「全員
が走り切ることで勝利をもぎ取る、そういうチームの形を作りたいと思
う」と、高野監督は語る。
　すでに関東ラグビーリーグ戦がスタートしているが、10月3日現在、
黒星が続く。選手たちは確実に練習をこなし、確実に強くなっている
が、目に見える形での本当の強さを示すためには、まだまだ長い時間
がかかるのかも知れない。しかし、対 國學院大戦（26-36）では、後
半戦に得点を重ねていくことができた。これは、フィットネスが向上し、

「後半に弱い東洋」を克服しつつある結果であり、もっと前半のエン
ジンが早くかかれば、得点を詰めていたことを意味する。
　練習時、グラウンドを駆け抜ける選手の口からは、「HARD」という
フレーズが何度も何度も聞こえる。創部 50年の東洋大学ラグビー
部。「再生」に向けた戦いが、いま始まった。

できず、ここでフィットネスが足りな
いことが明らかになった。6月、早
稲田大学との対戦。0-71の完敗
は、相手のスピードと意欲が圧倒
的に異なることを痛いほど思い知ら
された。8月、夏合宿では東海大

学と対戦。これも得点は0-50という結果だったが、決して肩を落と
す内容ではなかった、という。監督は苦笑いしつつも、「得点が0で
も確実な進歩が見えれば嬉しい。こんな喜びがあるのかと感じた」
と、確かな実感をもって語る。
　今日はブレイクダウンを向上させる。明日は徹底的にフィジカルを
鍛え抜く。練習ごとに目標を設定して、何のために行うのかを明確に
する。それらをかみ砕いてゲームシチュエーションに持ってゆく。「練
習のための練習」は、もはや存在しない。「強くなるためには小さな
前進を積み重ねるしかない」。高野監督が指導を始めて半年。練
習風景は確実に変
わりつつある。
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