春日部地区浦高会会報『喫茶去』２０２０年１２月１４日 第３５１号（文責：香田）

２０２０年は浦高ラグビー部で‥
●年末年始は花園の感動で過ごして‥
昨年の暮れから元旦まで毎日、胸を熱くして浦高ラ
グビーの快進撃を楽しませてもらいました。今年は、
100 回記念大会で埼玉県からは星野学園川越東高校と
昌平高校の 2 校が出場しますが、準決勝まで良い試合
をしてくれました。さて、昨年末からの記事を追って
みましょう。
◇
◇
■2019 年 11 月 16 日(土) 埼玉大会決勝
昨年の私の職場・豊春公民館のパートさんのお一人
N さんが浦高卒業生の保護者で後援会総務部などで応
援されていた方でしたので、毎回、競歩大会や各部活
の活躍話で盛り上がっていました。そんな N さんから
実況中継が飛び込んできました。
私 は職場 で
今、ラグビー場です。浦和高校応
N さんから
援団席は試合前から盛り上がって
の 実況中 継
います。７－０で勝っています。
を 携帯で 受
けながら、勝利
ありがとうございます(^o^)
の瞬間を祈る
浦高ガンバレ！
ばかりでした。

《夏炉冬扇は「No.4 桁」で表示、喫茶去は「3 桁」で表示》
★「今日は嬉しいニュースが！優勝！」11/16、No.4948
★「まずは年末年始の花園ラグビー！」12/9、No.4977
★「一週間後は花園
へ大応援団が！」
12/20、No.4991
★「初勝利へのカウ
ントダウンが‥！」
12/22、No.4992
◇
◇
Web Sportiva Love Sports 12/21
■2019 年 12 月 27
日(金) 花園 1 回戦 玉島高戦
そして花園での 1 戦目は岡山県代表の玉島高校戦で
した。結果は 5-0、後半に得意のモールで押し込んで
キャプテン松永君のトライでの勝利と僅差のゲームを
ものにしました。花園悲願の初勝利に会場で観戦した
同期生やテレビ観戦の友人たちからも喜びのメールが
飛び込みました。

前半は引き分け
て、後半 1 トライ、
その後も加点し
後半、突進する浦和・東島
後半、突進する浦和・松永
２９－７、後９分です
て最後は 29－17
和哉（中央）＝花園ラグビー
拓実＝花園ラグビー場（撮
で劇的勝利を収
２９－１７
めてくれました。 場（撮影・松永渉平、12/27） 影・松永渉平、サンスポ）
★「見事に初戦突破、青森山田戦へ！」12/27、No.5001
N さんは息子さ
★「小旗とタオルの大応援団は負けず」12/29、No.5002
んと私にメール
終了 !*^o^*!
◇
◇
を送ってくれて
■2019
年
12
月 30 日(月) 花園 2 回戦 青森山田戦
いたようで
お疲れさまです！
美酒ですね！
花園 2 回戦は青森山田高校戦で、相手にはトンガか
す。
ありがた
ありがとうございました(^o^)
らの留学生もいる強豪校、それでも浦高ラグビー部は
いことです。
浦高ガンバレ！
「謙虚にひ
たむきに」の
精神で得意
のモールで
攻め 33－28
の1 トライ差
で逃げ切り、
花園2 勝目で
初戦にも増して、低く、泥臭く戦った浦高 ベスト 16 入
フィフティーン（Web Sportiva Love Sports り を 果 た し
12/31）
ました。また、
この試合は浦高大応援団のため(‥？)に、花園 A コー
ここから花園大会に向けての助走が始まりました。
トで行われるというオマケもありました。
同窓生が集まると花園の話題で盛り上がり、各新聞や
★「泥臭い浦高らしさで２勝目！」12/30、No.5005
Web のスポーツコラムでも取り上げられるようにな
★「謙虚にひたむきに、それに大応援！」12/31、No.5006
り、私も前回出場以上に注目するようになりました。
-1前半終了、７－７です

◇
◇
■2020 年 1 月 1 日(水) 花園 3 回戦 桐蔭学園戦
元旦の朝は 10 時 30 分から優勝した A シードの桐
蔭学園（神奈川県）との戦い、前半から大差が付きな
がらも諦めずに維持の 1 トライを返して 5－78 で、悔
いのない試合に応援団も大拍手でした。

★「これからが本番、大志に向かって！」1/16､No.5014
★「新しい時代に向けて同窓会始動！」1/19、No.5016
★「よぉく出会われましたなア‥！」3/10、No5063
★「浦高ラグビーは守破離で自走する！」5/13､No.5150
★「世界のどこかを支えるリーダーに！」5/13､No.5151
★「いつまでも少年の心を抱かせる！」7/17、No.5220

毎日新聞 HANAZONO Live 2020/1/1 より

このチームを率いて花園で 2 度の勝利を掴んできた
三宅邦隆監督(38)は「彼らの人生にとっても、浦和に
とってもすごく大きなこと。財産になった。これ以上
ない。彼らは真剣に勉強とラグビーをやっている。そ
の中で、どの代も本気で花園を目指してやってきて、
報われない人もいた。こうやって花園で試合をするこ
とで、そういう人たちも頑張っているってことを分か
ってもらえたら。勇気みたいなのを与えられたらそれ
が本望です」と涙ながらに語ったと報知新聞にありま
した。本当に素晴らしい年末年始を過ごしました。
★「浦高ラガーマン達から大きな感動を」1/1､No.5007
◇
◇
■興奮冷めやらず！
試合が終わっても余韻が残り、同窓生の間でも盛り
上がり、新聞でもさまざ
まな形で取り上げられ
ました。同窓会の集まり
「常任理事会」「地域職
域同窓会責任者会議」で
は、花園での活躍の話題
が暫く続きました。
3 月には丘の上教会の 三宅邦隆監督
山田牧師さんから浦高ラガーマンで花園の 2 戦目で活
躍された水野君を写真を添えてご紹介いただきました。
ご縁は異なものです。そして 5 月には、自粛中の自宅
でできる「初心者から育てる、浦高のトレーニング」
が YouTube で紹介されたり、三宅邦隆・浦高ラグビー
部監督（4 月から同部部長）が「ジャパンラグビーコ
ーチングアワード 2019」で《コーチ賞／フロンティア
賞》を受賞、ラジオ出演されるなど素晴らしい 1 年と
なりました。7 月 9 日(木)の NHK さいたま FM「日刊
さいたま～ず」に出演された三宅監督から「ラグビー
は少年をいち早く大人にし、大人にいつまでも少年の
心を抱かせる」としいう言葉が出ましたが、本当に少
年たちの心に戻って楽しめた時間でした。
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読売新聞埼玉版
2020 年 1 月 16 日
記事より引用
北浦和 高橋接
骨院のブログ 11
日に掲載されて
いる写真。「浦和
高校ラグビー部
🏉 の快進撃を
まとめてポスタ
ーにしました！
浦和高校ラグビ
ー部🏉 ギャラ
リーみたくなりました（笑）
」本当
にありがたい応援団ですね。
https://ameblo.jp/borndr-ken/

浦高の精神を象徴する言葉として「尚文昌武（しょ
うぶんしょうぶ）
」があります。
勉学を尚（たっと）び、武を昌
（さか）んにすで、受験勉強を
しながら花園で戦っていた選手
たちに頭を下げるばかりです。

