花園で活躍する岐阜ラグビースクール卒業生
2021

今年高校 3 年生になる岐阜ラグビースクール卒業生で、花園（第 101 回全国高等学校ラグ
ビーフットボール大会）へ出場する選手を紹介します。皆様、応援よろしくお願いします。
花園ラグビー場での観戦は、1～3 回戦が関係者限定、準々決勝、準決勝、決勝が一般観客
にも開放されます。試合の動画は HANAZONO LIVE などで視聴できます。
【会場】
東大阪市花園ラグビー場（大阪府東大阪市松原南 1-1-1）
【日程】
１回戦

2021 年 12 月 27 日(月)、12 月 28 日(火) ●無観客

２回戦

2021 年 12 月 30 日(木) ●無観客

３回戦

2022 年 1 月 1 日(土) ●無観客

準々決勝 2022 年 1 月 3 日(月) 〇有観客
準決勝

2022 年 1 月 5 日(水) 〇有観客

決勝

2022 年 1 月 8 日(土) 〇有観客

【チケット販売】
チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、チケットラグビーなど
【インターネット配信】
大会公式サイト HANAZONO LIVE（全試合無料配信） https://www.mbs.jp/rugby/
J SPORTS オンデマンド（全試合 LIVE 配信） https://jod.jsports.co.jp/rugby
【テレビ放送】
毎日放送（MBS）ほか全国民放各局、J SPORTS など

名前：日比野 凌大（ひびの りょうた）
所属：仙台育英学園高校（宮城県）
学年：3 年
ポジション：ウイング、フルバック
身長：174 cm
体重：75 kg
【質問】
◆ラグビーを始めたのは何才ですか？
4 才。
◆ラグビーを始めたきっかけは何ですか？
親の勧め。
◆岐阜ラグビースクールでプレイしていた期間を教
えてください。
幼稚園〜中学 3 年。
◆岐阜ラグビースクールで思い出に残っている出来事を教えてください。
中学の夏合宿。
◆岐阜ラグビースクールで学んだことで今に活きていることがあれば教えてください。
岐阜ラグビースクールでは人として成長できました。人のために動け
る人間になりました。
◆花園での目標を教えてください。
ベスト 8 入りしたいです。
◆10 年後の目標を教えてください。
岐阜ラグビースクールに戻ってラグビーを教えてみたいです。
◆岐阜ラグビースクールの後輩たちへ励ましの言葉をお願いします。
まだコロナで大変な生活が続いていますが、1 日 1 日の生活、1 回 1 回
の練習を大切にしてください。岐阜ラグビースクールには素晴らしい指
導者、環境が揃っています。感謝を忘れずラグビーに打ち込んでくださ
い。応援しています。
【岐阜ラグビースクール指導者からのメッセージ】
夏合宿でなりたいと言っていた理想のプレーヤーに少しは近づけたかな！？
中学の時は身体が細くて、怪我もあり、心配していましたが、元気に活躍している姿を見
て安心しています。
目標のために努力できる凌大を岐阜スクールの指導者、先輩、後輩、チームメイトの皆で
応援しています。
自分にできることを全力で遂行し、チームのために献身してください。その背中を私たち
は忘れないでしょう。
頑張れ！凌太！！夢の舞台で BIG トライや！！！ （落合悠馬）

※仙台育英学園高校の花園初戦は、12 月 27 日（月）の 11 時から、桐生第一高校との試合で
す。

名前：大西 龍汰（おおにし りょうた）
所属：静岡聖光学院高校（静岡県）
学年：3 年
ポジション：右プロップ
身長：175 cm
体重：96 kg
【質問】
◆ラグビーを始めたのは何才ですか？
4 才。
◆ラグビーを始めたきっかけは何ですか？
兄。
◆岐阜ラグビースクールでプレイしていた期間を教えて
ください。
8 年。幼児～小 6。
◆岐阜ラグビースクールで思い出に残っている出来事を教えてください。
夏合宿で洗濯洗剤全部使った。夏合宿の牛肉が不味かった。夏合宿にクロックスで行っ
たら怒られた。バスの帰りにポテトフライ片手にアイスを食べた。
◆岐阜ラグビースクールで学んだことで今に活きていることがあれば教えてください。
ラグビーの技術と知識。
◆花園での目標を教えてください。
ラグビーを最高に楽しむ。
◆10 年後の目標を教えてください。
今までお世話になった人に恩を返す。また感謝される人になる！
◆岐阜ラグビースクールの後輩たちへ励ましの言葉をお願いします。
夢は本気になれば叶う。それと周りの人、環境、物への感謝を忘れずに！
【岐阜ラグビースクール指導者からのメッセージ】
幼稚園生の頃のリョウタのイメージは「爆弾」です！！
ラグビーの試合で最も重要な規律（discipline）は皆無でした。(^_^;)
しかし、人への愛情と体を動かすことへの情熱はハンパなかったです。
夢の舞台であの頃のように、自由気ままに暴れ倒してきて下さい！ （村山弘泰）

※静岡聖光学院高校の花園初戦は、12 月 27 日（月）の 12 時 25 分から、高知中央高校との
試合です。

名前：坂井 涼（さかい りょう）
所属：静岡聖光学院高校（静岡県）
学年：3 年
ポジション：フランカー
身長：167 cm
体重：86,5 kg
【質問】
◆ラグビーを始めたのは何才ですか？
10 才。
◆ラグビーを始めたきっかけは何ですか？
まさみさんに誘われた。※まさみさん：大西将美先生
◆岐阜ラグビースクールでプレイしていた期間を教えてくだ
さい。
小 4〜小 6。
◆岐阜ラグビースクールで思い出に残っている出来事を教えてください。
なんかの試合で思いっきりタックルはいられてぶっ飛ばされたこと。
◆岐阜ラグビースクールで学んだことで今に活きていることがあれば教
えてください。
楽しくラグビー。
◆花園での目標を教えてください。
試合に少しでも長く出ること。
◆10 年後の目標を教えてください。
それなりに楽しく生きること。
◆岐阜ラグビースクールの後輩たちへ励ましの言葉をお願いします。
怪我はマジで気をつけようね。
【岐阜ラグビースクール指導者からのメッセージ】
全国大会出場おめでとうございます。
涼たちが 6 年生の時は人数が少なく、大垣ラグビー少年団との合
同チームで活動しました。なかなか勝つことはできなかったけど、
仲の良いチームでした。涼は、フォワードで頑張っていましたね。
グランドだけじゃなく、日頃からチームファーストを心掛けて、
初戦突破できるよう頑張ってください。 （桂川昇）

※静岡聖光学院高校の花園初戦は、12 月 27 日（月）の 12 時 25 分から、高知中央高校との
試合です。

名前：山本 晴大（やまもと はると）
所属：御所実業高校（奈良県）
学年：3 年
ポジション：スクラムハーフ
身長：163 cm
体重：68 kg
【質問】
◆ラグビーを始めたのは何才ですか？
出会ったのは 10 才、真剣に始めたのは 16 才。
◆ラグビーを始めたきっかけは何ですか？
お父さんがラグビーをしていた。
◆岐阜ラグビースクールでプレイしていた期間を教えてください。
1 週間！（笑） ※宮古島居住のため、数河での夏合宿のみ参加。
◆岐阜ラグビースクールで思い出に残っている出来事を教えてください。
山登り。
◆岐阜ラグビースクールで学んだことで今に活きてい
ることがあれば教えてください。
人を思う気持ち。
◆花園での目標を教えてください。
日本一。
◆10 年後の目標を教えてください。
トップリーガー。
◆岐阜ラグビースクールの後輩たちへ励ましの言葉をお願いします。
努力したら出来ないことは何もない。
【岐阜ラグビースクール指導者からのメッセージ】
御所実業高校のキャプテンとしてご活躍の晴大くん、花園出場お
めでとうございます。もう 8 年も経つんだね。岐阜スクールの夏合
宿だけ参加したいという初めてのケースに戸惑ったことを思い出
します。どんな 5 年生なのかと心配したものですが、人懐っこい性
格と身体能力の高さに誰もが驚かされました。当時、「ＮＺの代表
選手になるのが夢だ」なんて言っていたよね。プレイも夢も態度も
全て規格外の山本晴大（笑）
。そんな晴大が宮古島から遠く離れた
御所に進学し、切磋琢磨している様子を遠目で拝見していました。
今大会では優勝を目指して頑張ってください。悲願達成、晴大なら
できる！応援しているからね。 （高橋直樹）

※RUGBY REPUBLIC に掲載された「宮古島からラグビー強豪校へ。そして花園へ。山本晴大［御
所実業主将／SH］
」の記事もご覧ください。
https://rugby-rp.com/2021/11/30/domestic/75230
※御所実業高校の花園初戦は、12 月 30 日（木）の 10 時 45 分からです。シード校です。

【編集後記】
花園に出場する高校の 3 年生になったスクール卒業生 4 人を紹介しました。卒業生 4 人に
もこの資料を届けました。彼らが花園で活躍するための元気の素になると嬉しいです。指導
者や保護者の皆様にとっても、思い出話のネタ、観戦時の資料、高校選びの参考、など何か
の役に立てば幸いです。
岐阜県代表である関市立関商工高校の花園初戦は、12 月 28 日（火）11 時 25 分から日川高
校（山梨県）との試合です。関商工 2 年生の藤吉匠生くんは岐阜ラグビースクールの卒業生
です。ぜひ応援をよろしくお願いします。なお、関商工対日川の試合は、HANAZONO LIVE で
のネット配信の他、ぎふチャンで 12 月 28 日の 23 時 55 分からテレビ放送されます。
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