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● 発行 ／ 修猷館ラグビー部OBクラブ

　11月 22日、いよいよ決戦の日がやってきた。
ここまで準々決勝で筑紫を、準決勝で小倉を
まったく寄せ付けず快勝してきた東福岡。修猷
館がもし決勝にいくまでに負けるとしたらと思
われた東海第五に辛勝し、準決勝で楽勝するは
ずの福高に苦労しながらなんとか勝利して決勝
に駒を進めた修猷館（ラグビー通に言わせると
順当に）の両校が、ここ福岡のラグビーの聖地
（昔セラやブロンコなどがいたシャンパンラグ
ビーのフランス代表がジャパンと戦ったりし
た）春日公園球技場に相集ってきた。
　ヒガシの関係者に言わせると「今年のチーム
は高校三冠（選抜大会、高校 7人制、花園の制覇）
をめざしとるとよ」（事実、選抜、7人制で全国制
覇している）。今年ヒガシの福岡県公式戦何十連
勝に土をつけた修猷館のOBが吠える。「福岡で
足下すくわれるなよ」。試合前の両校の OB や関
係者の舌戦もヒートアップ、スタンドにはバッ
クに両校の生徒さんが、メインには学校関係者、
父兄、OB（修猷館はめったにない決勝なもんで世
界中から集まってきた）が「トップリーグの試合
でもこげんはおらんばい」と誰かが言うほど集
まってきた。
　バックの生徒さん達の応援の歌と声が最高潮
になる中、前田レフリーの K.O のホイッスルが
なった。「さあ、今日の重松（FB）の調子はどげん
かいな」誰かが言った。この子は無茶苦茶潜在能
力が高くて九州の高校生NO1のキッカー、大学
生の中に入れてもトップクラス、K.O のボールを
見る限り本日絶好調。ヒガシゴールに迫るとお
もいきや左に展開され、あっという間にウィン
グに駆け上がられてトライ。続いてヒガシ陣で
のマイボールラインアウトが相手にとられまた
また左サイドを破られトライ、ここまで 3分。選
手も応援団も呆然としている間の出来事だった
が、ここで修猷館フィフティーンやっと火が付
いた。ヒガシのゴール前に何度も何度も迫るし、
ペナルティも得るが今日もラインアウトがとれ
ない。スタンドのOBから声が飛ぶ。「フッカー頑

張れ！！」フッカー頷く、がやはりイップスに
陥ったフッカーの腕は縮こまったままで空中戦
は完敗。前のヒガシ戦でトライを奪った伝家の
宝刀ラインアウトからのモールは一度も実現し
なかった。しかし FB のキックと FW の鋭い突っ
込みと全員の激しいタックル、特に三列とセン
ター、でヒガシゴールに何度もせまるがゴール
を割れない。修猷OBの歯ぎしりの音がスタンド
中「ぎりぎりぎり」と響く。突っ込みが低く鋭す
ぎて思わずオーバーザトップ、返される。これが
20数分まで続く、14－0のままだ。ヒガシ、修猷
陣でペナルティを得るとゴールを狙った。「ええ
えー、当然ラインアウトからモールやろうもん」
「ヒガシも確実に勝ちにいっとる」修猷の抵抗に
苦労しているのは明白だと感じた。だが修猷も
苦労している。ヒガシ陣でのペナルティ、修猷の
軽量 FW がスクラムを選択した「えええーおお
おー」前代未聞のシーンに誰もが驚く、が両校の
選手たちは必死だ。17－0 となったところでヒ
ガシの選手に余裕の表情が生まれ、前半に 2 ト
ライを追加された。後半に入ってもトライを奪
えず終わってみれば 59－0 の完封負け。新聞の
結果を見ただけの人が「やっぱヒガシ強かね」そ
の人に言ってやった。「負け惜しみ、身びいき
じゃなくホントに修猷館のタックルはすごかっ
たとよ」
　これはヒガシが戦った福岡の高校の中で最高
のパフォーマンスだったと誰もが感じたと思
う。試合は結局、修猷館のタックルの競演になっ
てしまったが、体の小さい足の遅いフランカー
が見せた潜行艇タックルに大勢の観衆が修猷館
ラグビーの原点をみた。
　「前半でなんとか･･･たられば言うてもせんな
い、ヒガシはホントに強いと、このまま日本一に
なってもらわないかん、修猷はほんとにあの小
さい体であんだけ苦しめたと。ゲームの勝利者
にはなれんかったけど、あそこでみせたタック
ルは死ぬまで誇りに思わないかん！！」
（S46 卒　松尾邦雄）

　90周年記念の「特別会費」へのご協力をお願

いいたしておりますが、12月 4日時点で目標金

額 500 万円の約半分にとどまっています。OB・

OGの皆様、卒業年度ごとの横の連絡網等で、更

なる協力の呼びかけを切にお願いいたします。

また、平成 26年度の年会費と合わせての納入を

よろしくお願いいたします。

花園予選決勝

★「90周年」特別会費★ のお願い

▲10校ラグビーフェスティバル in 福岡（11月 29日・さわやかスポーツ広場）

90周年特別会費、年会費とも下記口座にお振込みください。

★特別会費　1口10,000円
★年 会 費　7,000円（賛助会員と学生3,000円、70歳以上5,000円）
★振 込 先　西日本シティ銀行　西新町支店
　　　　　　普通1336258　修猷館ラグビーOBクラブ
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赤司廣次、国松利吉、柴田文雄
山崎昭

伊藤輝夫、宮原敬典

岡崎行応、中田主基
秋吉包雄、大山浩司（旧姓：長）、中上通敏、藤田浩三
中川海、成田陽二郎
森部信二

川本英夫、齋藤雄、城川明、平島正登、福富大二
井坂孝一、出光芳秀、金谷弘、西牟田耕治、堀川大助
相浦弘二、柴田忠敏、林克巳
古賀龍彦
田原明
今村宏明、小野勝利、神山隆、栗原則夫、柴戸敬史、谷井眞喜男、堤和雄、山内忠
原田太七郎、樋口嗣郎
石川忠彦、榎本一彦、村島学

久保公
浅田次郎、安部直幸、里見隆彦、田中良一、溝口知行、吉田義弘
黒岩健太郎、星野順二
久我秀昭、原田保孝
松本博康
原田隆、満生修二
岩崎喜久生、尾中澄夫
池田誠一郎、岡部尋之、坂本弘、東原潤一郎

田篭功一、田代博之、武藤禎信、森一夫、渡辺光一
伊佐幸雄、酒井歩、長澤一成、西依忠之
養父重紀
浜龍一、濱田政司、淵本千陽、松尾真典
浅田邦久、奥山清隆、半田裕
井田博之、堀尾直孝、宮島哲瑞
案浦康高、國武直信、河野隆、小山一英
川村和久、真角淳一
十時広二、廣佐古勉、藤田拓司、幸重秀則
佐伯智洋、本徳光琳、森田博志
中村公俊、堀内恭彦

大庭欣二、近藤泰史、左三川郁子（旧姓：笛田）、田中一路、藤井啓三
川下龍一郎、河島英法、陶久季彦、前田夏洋
池田善裕、原大基、増本修一
大野慶樹
今泉忠、浦本鎮、坂本正樹、鶴丸秀一郎

黒木資浩
久良木亜由子（旧姓：下村）、草場浩平、調誠

吉田貞信
川嵜拓生、松岡幹

疋田伸一
田原伸洋

宮内雄一郎、山田達夫
川嵜耕大
時枝将
稲留慶司、中村詩織、前田大輝

井上拓也
平山仁
下川桂嗣、野田一宇
古城智也、松尾和真
東哲平

菅田悠介、高橋吾郎

90周年特別会費へのご協力ありがとうございます。
★2014 年 12 月 11 日現在。敬称を省略させていただいております。

★特別会費を納入いただいた方で、名前の記載がない方は、事務局までご一報ください。

★納入されていない方々に、お声かけをお願いいたします。

★特別会費にご協力くださっている賛助会員様、修猷館卒業生の皆様 

　三浦一利さま、久積圭三さま、溝口隆一・百合子さま、野瀬和城さま、川崎隆生さま、

　肘井義信さま、古城信義さま、豊福宏さま、佐藤晃さま

「初蹴会～新年会」の案内

10：30　学校集合
11：00　OB戦開始
12：30　現役を交えての懇親会
　　　　（修猷館学食：会費1,000円）
14：00　OB新年会
　　　　天神「ピエトロセントラーレ」
　　　　会　費：社会人　4,000円
　　　　　　　 大学生　2,000円

「創部90周年記念イベント」の案内

【定期戦：vs福岡高校】修猷館高校グランド
　11：00　受付開始
　12：00　開会、記念撮影
　12：20　オーバー40（15分×2）
　13：00　アンダー40（20分×2）
　13：50　現役（30分×2）
　15：00　表彰式、閉会
【90周年記念式典】西鉄グランドホテル
　17：00　受付開始
　18：00　開会

▲10校ラグビーフェスティバル in 福岡（11月 29日）

平成27年1月2日 平成27年4月29日（水・祝）



　修猷館高校ラグビー部は、平成 27年春、創部 90周年を迎え、90周年記念式典を平成
27年 4月 29日（水・祝）に開催いたします。

　90周年記念事業実行委員会では、当日来場者に配布する『90周年記念誌』を制作いた
します。また修猷館ラグビー部関係者に広く配布予定しています。趣意ご賢察の上、卒業
年度ごとの協賛広告出稿などのご検討をお願いいたします。

●仕様
発行部数：1,000 部
体裁：A4縦、モノクロ、約 100 ページ
内容：80周年以降の戦歴／歴代の顧問の先生や主将のコメントほか

●広告掲載スペース
1ページ　　　230mm×156mm　50,000 円 
1 ／ 2ページ　110mm×156mm　30,000 円 

●広告原稿作成の注意事項
※上記スペースの天地 5mm 以上、左右 10mm 以上をあけてレイアウトしてください。
※協賛広告原稿は、PDF データ（完全原稿）を下記アドレスまでお送りください。また、
こちらでの広告原稿作成を依頼される場合は、個別に別途料金でお引き受けいたし
ますので、その旨お申し出ください。

申込締切：2015 年 2月 20日
原稿締切：2015 年 2月末

●広告出稿のお申し込み・お問い合わせ：
修猷館ラグビー部 90周年記念事業　実行委員会　
90周年記念誌　協賛広告担当（s46 田中喜久）
e-mail：mic-t28@kra.biglobe.ne.jp
TEL：090－9576－9964

修猷館ラグビーＯＢクラブ　　 　
会　長　安　部　直　幸

90周年記念事業　実行委員会　　
委員長　堀　内　恭　彦

「修猷館ラグビー部90周年記念誌」
協賛広告出稿のお願い


