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硬式野球部

頂点への手応えをつかんだ春

の春の阪神大学野球リーグ春季

・監督、選手のひと言

こリーグ戦の優勝と全国大会ベスト

落として後がなくなる。しかし、今年の

は 桜 木 健 次 郎（ 体 育２・愛 工 大 名 電 ）

天理はここから粘りに粘り、チームの成

が先 発。６回までに天 理が６点を奪い

試合を振り返り、藤原忠理監督は、
「選

８は、本学硬式野球部にとり、大きな

長を見せる。

有 利に試合を 進めるも、 ７回 表に１点

手一人ひとりの“ 絶対に優勝するんだ ”

差に迫られる。 しかし、 終 盤に５点を

という強い 心がベンチにいても伝わっ

挙げて 11 対５で待望の１勝を挙げ、勝

てきて、選手がなんとかしてくれると信

ち星を五分とする。

じていた」、牧野勇斗（体育４・龍谷大

ターニングポイントの大会となった。
・第２戦目

阪神大学野球リーグ春季リーグ戦
第６節 関西国際大学戦
・第１戦目

天理２対２＝１敗１分

第２戦（ ５月 15 日

万博公園野 球

場）は１年生ピッチャー森浦大輔（体育
１・天理）が延長 11 回を投げ切り、２

平安）キャプテンは、
「今 節は１試合目
・第４戦

天理１対２＝ 1 敗

対２で 引き分ける。 勝ち切れ なかった

優勝を懸けた第６節の関西国際大学

が、延長 11 回、同点引き分けに持ち込

日

戦は、第４戦までもつれ込む死闘となっ
た。それまで大阪産業大学、追手門学

天理９対１＝２勝１敗１分

で 負けて後が なかったが、 チームの雰

勝った方が優勝となる第４戦（５月 17

囲気は“ まだいける ”だったので、こ

万博公 園 野 球 場）。 先 発は森浦 大

の気 持ちが切れなければ優 勝できると

んだ 粘りが 相手を追い込 んでいく。昨

輔。 立ち上がりを突かれて１点を 先 制

思っていた」、優勝投手となった森浦大

年、優 勝する実 力がありながら、思わ

されるも天 理もすぐに 追いつく。 その

輔 投手は、
「立ち上がりフォームがバラ

院 大学、関 西外国語大学を破り６勝０

ぬところで取りこぼし、春、秋ともに１

後 投手戦となり試合が 動いたのは８回

バラだったが、しっかり体重を乗せてテ

敗と順調に来た天理だが、関西国際大

勝の差で優勝を逃がした弱さはない。

表。天 理が 打者一巡の猛攻で一挙７点

ンポをゆっくりいこうと自分で修整した

を奪って試合を決める。第４戦を９- １

結果、完投できた」と話してくれた。

学との第１戦（ ５月 14 日

万博公 園 野

球場）は、エース中川一斗（体育４・玉
野 光南） の力 投も報われず、 １対２で

・第３戦

天理 11 対５＝１勝１敗１分

第３戦（５月 16 日

▼ 阪神大学野球リーグ春季リーグ戦の優勝メンバーとスタッフ（５月17日

▲ 全国大会の応援グッズ

南港中央野球場）

万博公園野球場）

▲ 東京ドームでの応援の様子

で勝利し、３季ぶり 16 回目の優勝（春
は４季ぶり 10 回目）を勝ち取った。
▼ 東京ドームのグラウンド

▼ 全国大会１回戦での山本柊作の満塁本塁打

▲ エース中川一斗投手

▲ 森浦大輔投手
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阪神大学野球リーグ（2017年度 春季リーグ戦） ３季ぶり16回目の優勝（春は４季ぶり10回目）

全日本大学野球選手権大会 ４年ぶり5回目の出場・優勝の立教大学に惜しい逆転負けでベスト８
▲阪神大学野球リーグ 2017年度 春季リーグ戦優勝を喜ぶ選手たち（5月17日 万博公園野球場）

・２回戦

４年ぶり５回目出場の
全日本大学野球
・１回戦

天理 ４対２ 大阪商業大学

２回戦は、同じ関西の大阪商業大学戦
（６月７日

天理 ８対５ 東海大学九州

東京ドーム）。試合は２回、３

回と天理が加点し４対２で快勝。勝利の

４年ぶり５回目出場の第 66 回全日本大

いが、もし勝っていたら優勝も夢ではな

で、今までの“ 全国上位を目指す ”から

かった、と思えるチームだった。立教大

“ 日本一を目指す ”に合い言葉も変わっ

学が優勝しており、なおさらその思いは

ていかないといけないし、全国レベルで

募る。

物事を考えていきたい」とチームの意識

ＭＶＰはなんと言っても、16 奪三振、２

の変化を語る。
・合い言葉は“日本一を目指す”へ

学野球選手権大会１回戦の東海大学九州

失点 145 球完投の森浦大輔投手につきる。

戦（６月６日

東京ドーム）。１回表、５

大会記録の奪三振 19 に迫る快投で、強

この試合を振り返り藤原忠理監督は、

ことを信じてやってきたことがこの結果に

番山本柊作（体育４・天理）の右中間ス

打の大商大打線を４安打に抑え、まさに

「勝負では互角だったが、試合に負けた。

なった。今までは全国上位の力の実感も

タンドへの満塁本塁打で先制。
「一気にベ

スーパー１年生の力を発揮した。

実力的には変わりはなかったが、試合の

わかなかったが、今回の大会を通して全

綾としては東京六大学という目に見えな

国の頂点が明確に見え、本気で狙いにい

いものがあったのかもしれない」と振り

けるチームができつつある」と、手応え

返っている。そして続けて、
「今までは全

を語ってくれた。

ンチの雰囲気も和やかになった」
（藤原監
督）。その後、６対５と追い上げられるが、

・準々決勝

８回にキャプテン牧野勇斗のスクイズなど

天理 ３対４ 立教大学

準々決勝はベスト４を懸けた東京六大

で２点を挙げ、７回から桜木健次郎のリ

学の立教大学戦（６月８日

リーフで逃げ切り、２回戦へ進出。満塁
本塁打の山本柊作は 「春のリーグ戦は打

神宮球場）。

牧野勇斗キャプテンも「今まで言われた

国のレベルが分からず雲をつかむような

チーム全員が、本気で全国の頂 点を

この試合、８回までエース中川一斗の力

形でやっていたが、今回、全国の大きな

取りに行けると意識が変わった今回の春。

投で３対０とリードするも、ホームランな

舞台で良い経験をさせてもらい、選手た

この本気を本物にできるか、この秋の戦

率が１割台でチームに迷惑をかけたので

どで追いつかれ、延長 10 回タイブレーク

ちはそのレベルを肌で感じ、差が無いと

いに注目したい。

打てて良かった」と振り返ってくれた。

の末惜敗した。勝負に“ たられば ”はな

感じてくれた。頂点に行く道が見えたの

▼ チアの応援の様子

2017年度 春季リーグ戦表彰選手

2017年度 春季リーグ戦で
2季ぶりに優秀放送賞を受賞
天理大学硬式野球部のマネージャー、和田実来（わ
だ・みく 地域文化３・大阪学芸＝写真右）さんと、
吉田理乃（よしだ・りの 社会福祉２・田辺＝写真左）

●最優秀選手賞 森浦大輔 （体育１・天理・初）
●最優秀投手賞 中川一斗 （体育４・玉野光南・初）
●首位打者賞
荻野翔大郎（体育３・社・初）
打席 50 打数 38 安打 14 打率 0.368
●ベストナイン
二塁手 加藤聖也 （体育３・金光大阪・初）
三塁手 荻野翔大郎（体育３・社・初）
外野手 西山浩基 （体育４・天理・初）
●優秀放送賞 天理大学

和田さんは
「前季は取れ
なかったので、

さんが、阪神大学野球リーグ 2017 年度春季リーグ

今回はオープ

戦の連盟表彰で「優秀放送賞」を 2 季ぶりに受賞した。

ン戦でも練習をつんできたのでうれしい。 選手交代

この賞は控えの審判員が各試合のアナウンスを 5

などで間違うと大変なので、野球も知っておかないと

段階で評価して点数をつけ、その平均点で決めるも

いけない」
。吉田さんは「天理の試合を担当すること

のである。毎試合、各チームが担当し、スターティン

もあり、気持ちを切り替えるのが大変だった」と話す。

グメンバーの発表や選手交代、攻守の交代など、審

二人とも、選手ではないが運営において阪神大学野

判員とともに試合進行を担うものである。

球リーグに貢献したいと話してくれた。

新ユニフォームに込めた思い
この大会で着用しているユニフォームは昨年の

春から変えたもの。藤原監督によれば、大きな

変更は、
「①上着の天理のロゴを筆記体から遠く
からでも天理と分かる文字に変更。

②色も真っ

白から体を少しでも大きく見せるようにとアイボ
▲ 桜木健次郎投手

リーに。

③帽子のマークも OB などの要望もあ

り、大学のロゴマークから、昔使用していた「 T」
の花文字に変更。

④アンダーストッキングに３

本線を入れた。これは、日ごろから選手に話して

いる天理教の教えの『朝起き、正直、働き』を、
ずっと忘れないでほしいという思いを込めてユニ
フォームに刻んでいる」とのことである。

天理大学 2017 春の成績

【阪神大学野球リーグ 1 部春季リーグ】
８勝 3 敗 1 分 勝ち点４
天理
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１
２
１
１
１
１
２
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５
１
２
６

追手門学院大学
追手門学院大学
大阪産業大学
大阪産業大学
関西外国語大学
関西外国語大学
関西国際大学
関西国際大学
関西国際大学
関西国際大学（優勝）
大阪体育大学
大阪体育大学

【第 66 回全日本大学野球選手権大会】
2017 年 6 月５日～ 11 日・東京ドーム・神宮球場
１回戦
天理 ８ ○ ５ 東海大学九州（東京ドーム）
２回戦
天理 ４ ○ ２ 大阪商業大学（東京ドーム）
準々決勝 天理 ３ ● ４ 立教大学
（神宮球場）
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TEN D

ラグビー部

春の総括を小松節夫監督

トップに挑戦する資格はある

レークダウンやセットプレー、そして、Ｕ 20 代表選手

人で競い合って成長してほしいです。体をしっかり作っ

などのレベルの高い選手の個人の力をどう防ぐかを

てＡチームのフィジカルやコンタクトに負けない体を作

この春は、筑波大学、早稲田大学、同志社大学と

経験できるいい機会で、経験値を上げることができ

っていけば楽しみな選手です。ＢＫのシオサイア フィ

の試合をターゲットゲームにして戦いました。結果は、

ます。その意味で、タレントが多くいる早稲田戦は、

フィタ（日本研究１・日本航空石川）も楽しみな選手で

３チームに勝つことができ、それなりの手応えをつか

現時点で自分たちの力がどこまで通用するかを試す

す。ほかにも５～６人の１年生をＡチームで出しました

むことができました。

格好の試合でした。

が、上手く育ってくれれば将来が楽しみな選手たちです。

ただ、現在、大学ラグビーのトップグループは帝京

勝敗のポイントは、天理としてセットプレーがきち

大学、東海大学で、天理を含め早稲田、慶應、明治、

んとできたことです。早稲田はスクラムにこだわって

同志社などは、それに挑戦するグループといえます。

きましたが、それに対して天理も負けなかった。それ

今年の関西大学ラグビー A リーグの展望
今年の関西大学ラグビーＡリーグの展望ですが、同

天理としては、このレベルでは戦えたかなという感覚

で早稲田は、スクラムをベースに攻撃を組み立てる自

はあり、ほかのチームから見ても天理は強いなと、ト

分たちのやりたい戦いができませんでした。とにかく、

ップに挑戦する資格はあるなと思ってもらえたと思い

この試合は、両チームスクラムにすごくこだわった試

していましたが、ＢＫはメンバーがそろっているので、

ます。

合でした。

ＦＷが強化できれば怖い存在です。

志社は相変わらず人材豊富です。春はＦＷで少し苦労

次は、ＦＷがしっかりしている京都産業大学。セッ

特に意識して臨んだ早稲田大学戦
春のターゲットゲームの中でも特に意識して臨んだ

楽しみな新戦力の台頭
今年は春に１年生を多く起用しました。その子たち

トプレーが安定しているので強いです。春のトーナメ
ントでは優勝しています。
この春自信をつけたのは近畿大学です。春のトー

のは、奈良県の招待試合として天理親里ラグビー場

がレギュラーを取れるか分かりませんが、Ａスコッドに

ナメントでは、天 理とは同点で（ 天 理は 抽 選 負け）、

で戦った早稲田戦です。伝統校の早稲田が天理に来

は何人か入ってきそうです。早稲田戦のスタンドオフも

今年は勢いを感じます。

て戦うのは初めてという意味でも特別でした。

１年生の松永拓朗（体育１・大阪産業大附）を出しまし

とにかく関西もレベルが上がってきて、ほかのチー

た。昨年活躍した立見聡明（体育２・明和県央）と二

ムも上位３つに入ろうと狙っているので楽な試合はあ

関東のチームとの試合は、関西のチームにはないブ
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2017年シーズンを占う一戦

－早稲田大学と対戦し勝利－

昨

年の 2016 年シーズンは、関西

後半に入ると早稲田大学は５分、

大学ラグビーＡリーグで４年

ゴール前中央ラックからディフェン

ぶり８度目の優勝、全国大学ラグビー

スラインのすきを突いてＳＯ岸岡智

選手権ベスト４と、日本一への手応え

樹（２年）がトライし反撃を見せる

を確実につかんだ天理大学ラグビー

も、 天 理 大 学 はそ の 後４トライ３

部。そして迎える 2017 年シーズンを

ゴールキックを奪って突き放し、54

占う重要な一戦として、
「2017 ラグビー

対 17 で早稲田大学に勝利した。

スプリングカーニバル ＩＮ 奈良」
（５
月 28 日

天理親里ラグビー場）で、

早稲田大学ラグビー部と対戦した。

試合後小松節夫監督は、
「早稲田
大学は、スクラムが強くそれに加え
バックスもタレントが いるチーム。

大学選手権 15 回の優 勝を誇る名

そのチームに対して天理がどこまで

門早稲田大学を天理に迎えたこの一

できるのかがポイントだった。結果

戦。開始２分、ゴール前ラックから、

として、スクラムも最 後まで 押し、

ナンバー８のファウルア・マキシ（日本

早稲田大学のバックスにもそんなに

語３・日本航空石川）がディフェンス

ブレイクされなかったので、しっか

２人を突破して先制トライ。ゴールキッ

りとディフェンスが できたと思う。

クも決まり、親里ラグビー場の観客

５月 14 日 の 筑 波 大 学 戦 に も 良 い

から大きな歓声が起こった。

ゲームができたので、春の時点とし
ては良い経 験 ができたと思う」と

試合序盤、パスミスが続く早稲田

評価した。王子拓也（体育４・天理）

大学のすきを突いて、ＣＴＢ野田涼太

キャプテンは、
「自分たちのやりた

（地域文化３・天理）がトライ。11 分

いスクラムで押し込むプレイや、フォ

にはバックスがボールをつなぎ、ＷＴ

ワード・バックスのコンビネーショ

Ｂ中野豪（生涯教育３・常翔啓光学園）

ン でトライを 取るところなど は 良

がトライ。30 分にはゴール前ラックか

かった。まだまだ課題もたくさんあ

らマキシが持ち出し、ＬＯ澤井未倫
（地

り、一つひとつの試合・練習が大事

域文化４・伏見工）につないで中央

になるので、しっかり足元を見つめ

ポスト下へトライし、前半４トライを

て、日本一に向けて修正していきた

決めた。またゴールキックを任された

い」と話す。

１年生ＳＯ松永拓朗（体育１・大阪産
業大附）は、前半４本のゴールキック

これ か らま す ま す 成 長 を 続 け、

をすべて決め、28-10 で前半を折り返

日本一 を目 指 すラグビー 部。2017

した。

年シーズンが待ち遠しい。

▲

天理大学－早稲田大学戦
（５月28日

天理親里ラグビー場）
＝後半18分、22㍍ライン付近

ラックから左に展開し、WTB中野豪が抜け出し、CTB野田涼太につなぎトライ。

に聞く

昨

りません。
今年の天理は、経験豊かな昨年のＦＷが残っていて、

シーズンは、４年ぶりの関西Ａリー
グ優勝、全国ベスト４の成績を残し
たラグビー部。2017 年シーズンの頂

点を目指す戦いはもう始まっています。2017 年
春の戦いを元に、今シーズンについて小松節夫
ラグビー部監督に語ってもらいました。

関西のチームとやるなら天理と言われるまでになり

年生がしっかりしていて、下の者もそれを見て育つわ

ました！

けです。そこがほかの学校との違いだと思っています。

それをベースにＦＷをしっかり前面に立てて、バック

関東の強いチームとの試合では、天理のラグビーが

スが点を取っていくチームですので開幕が楽しみです。

どこまで通用するか、アタックできるかもありますが、
向こうの強力なＦＷやアタック、そして個人技に対し

天理にも育つ勝つ文化

てどこまで失点を抑えられるかというディフェンスが

その帝京を目標としてやっている中では、形も中身

テーマになります。ただ、以前のようにスクラムでも

もと考えると、天理は悪くはないと思います。帝京、

この春の心残りは、帝京や東海などのトップチーム

モールでも押されて、どうしようもないということは

東海、天理というのは、全寮制で同じような目標を

と試合ができず、その激しい当たりや圧力を経験す

なくなり、セットプレーではイーブンで戦えるようには

挙げてきちっとしているという評価を受けています。

るタイトな試合ができず、チームとして痛い目に遭う

なっているので、この夏合宿での経験をもとに調整し

今はそうしないとなかなか勝てません。天理も、５

機会がなかったことです。その意味で、近畿大学と

て、関西Ａリーグの開幕を迎えたいと思います。

年前の準優勝を見て日本一を目指して入ってきた選手

良い教訓となった近畿大学戦

の同点の試合は良い教訓になりました。ゲーム展開

がそろい、勝ちたいという気持ちがチーム全体に出

も今までにないパターンで、まだまだ状況によっては、

てきてチーム内の意識の温度差がなくなり、チームと

崩れる可能性のあるチームということが分かった試合
でした。

夏合宿でトップチームと対戦

帝京の強さは勝つ文化にある

して成長しています。

今帝京が８連覇していますが、その強さは、選手

天理では、チームの合言葉として「一手一つ」と言

の能力、つまりタレントを集めているだけでなく、勝

っています。みんなが同じ目標に向かって一致団結し

つ文化が確立されていることにあります。帝京に入る

よう、ということですが、大事なのは、どうしたら一

ということは日本一になりたいから入るし、実際にな

人ひとりにその気になってもらえるのかということで

この夏合宿で、明治、流通経済、帝京、東海など

れています。つまり、どうしたら日本一になれるのか

す。口で言っても無理で、それは全員が天理大学の

と試合をしますが、以前は申し込んでも断られてい

という教育をきちっとしているので、部員全員が本気

ラグビー部にどれだけ誇りを持てるかにかかっていま

ました。５年前の準優勝から環境が変わり、今では

でそう考えているわけです。その教育を受けてきた４

す。全員がそう思うことが本当の強さになります。
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ッケー部女子が、第 36 回

山梨 学院戦。技術的にも優れている

大学王座決定戦（注１）に

チームで、ここ何年か勝ちがない相手

おいて、2006 年以来、実

である。

優勝

勝因は、試合を楽しむ
心の余裕を持てたこと

22

回目

①

を楽
心 か ら ホッケ ー

ことを言われた後、自分たちが最悪の
状況になったらどうするかを、自分たち

この試合を振り返り松本は、
「山梨学

で具体的に話し合ったことが心の余裕

試合は雨天の中始まり、前半６分に

院のハイプレッシャー、攻撃的なホッ

につながった。湯田ひとみコーチにい

歴史を振り返れば、1982 年に始まっ

ペナルティーコーナー（ＰＣ）を 10 番

ケーに受け身にならずに、先制点を取っ

つも言われている“ 試合を楽しめ、笑

た王座決定戦の初代王者に輝いて

松本夏波が決めて天理が先制する。し

ても取りかえされて負けるパターンを克

え ”ということを最後まで貫けたこと

12 連覇を達成し、３連覇２回を含

かし８分に、山梨学院にＰＣを決めら

服できたことが大きかった」と振り返る。

が勝因。前日に、失点したら 11 人全員

む 21 回の優勝という輝かしい戦績

れて同点。18 分にも山梨学院に追加

中村は、
「試合前に監督から戦略的な

で一度集まって、顔見て笑おうと話して

を誇っている。

点を奪われ２-１とリードを許す。しか

に 11 年ぶり 22 回目の優勝を飾った。

今回、“ 新生天理 ”
（長谷部謙

し 28 分、11 番森花音
（地域文化３・伊吹）

二監督）として新たな１歩を踏み出

が抜け出して、冷静にゴールキーパー

した大会を、長谷部謙二監督、中

（ＧＫ）をかわして同点のゴールを決め、

村瑛香（体育４・天理）キャプテン、
松本夏波（体育４・伊吹）選手に振
り返ってもらった。

前半は２- ２の同点で折り返す。
後半は均衡した展開が続くが、後半
21 分に 11 番森花音がこの試合２点目
を決め、ついに天理が再逆転に成功す

準決勝の山梨学院戦が
大会の山場だった
「大会の山場は準決勝」
（松本）、
「女
子では一番のチーム」
（中村）という

る。試合は、残り５分で山梨学院がＧ
Ｋを下げてパワープレーに出て猛攻を
仕掛けるが、天理が３- ２で逃げ切り、
大きな山場を超えた。

②
写真①②＝優勝を喜ぶホッケー部女子（2017年７月２日

合気道部

※戦績別表
乱取競技

関西学生で
上田真由が団体・個人で優勝
池田真悟が乱取個人を制す

●女子団体戦優勝＝上田真由（体育４・奈良大学付属）、
馬渕今日子（体育２・市岡）、
カセムモンコン・カッタリヤ（日本語２）
●女子個人戦優勝＝上田真由

●男子個人戦

●優勝＝池田真悟（生涯教育３・添上）
●準優勝＝ローリー・フレデリック（日本語２）

演武競技

─11月の全日本学生で男子団体3連覇を目指す！
（11月12日・天理大学体育学部武道館）

第

阿須運動公園ホッケー場）

●男子対武器準優勝＝池田真悟、
豊岡瑞樹（臨床心理３・奈良朱雀）

●池田真悟が男子乱取競技個人戦で優勝

37 回関西学生合気道競技大会（６月

全日本学生２位の選手もいる優勝候補の関

同じく優勝メンバーの馬渕は、「先鋒の

11 日

西学院大学と当たった。まさか勝てるとは

私の後ろに上田主将がいて安心して臨め

思っていなかったが、先鋒の馬渕今日子（体

た。１回戦は正直名前負けしそうだったが、

育２・市岡）が粘って勝ってくれ、続く中

上田先輩のためにも勝たないといけないと

優勝して天理として５連覇となった。先輩

●女子乱取競技団体戦で２年ぶりに優勝

堅の私も何とか耐えて少しずつポイントを

いう使命感で戦った。試合は組んだ瞬間に

の連覇をつなげられたことに価値があると

女子乱取競技団体戦で２年ぶりに優勝し

重ねて勝つことができた。あとは、その勢

“ あ、いけるかも ” と感じ頑張れた。同

思う。

た上田真由主将（体育４・奈良大学付属）は、

いで決勝まで勝ち進み、近畿大学も２- １

点だったが技のポイントの差でなんとか勝

で破って２年ぶりの優勝を勝ち取れた」と

てた」と話す。

住吉武道館）において、天理

大学合気道部が活躍した＝結果は別表参照。

「昨年は団体メンバーがそろわず、今年は
２年ぶりの出場だった。１回戦から昨年の

話す。

男子乱取競技個人戦で優勝した池田真悟
（生涯教育３・添上）は、「個人戦は、僕が

男子団体は、昨年優勝した先輩方が卒業
して４位の成績に終わった。僕以外は新しい
メンバーだが充分優勝を狙える力がありな
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られていたが、決勝では「守備の戦術
を修整して、相手のボールが出るコース
を無くしてしまった。それに選手のメン
タルが良かった。とにかく終始笑顔で

07

ホッケー部 男子

３連覇ならず、悔しい準優勝

明るかったのが勝因」と長谷部謙二監督。

第36回 大学王座決定戦

試合は、快晴のもと、序盤から天理
が押し気味が続くも得点にならなかっ
たが、前半 27 分にＰＣから７番

田美

佐紀（体育３・玄界）がヒットを決めて
先制する。後半も天理は怒濤の攻撃を
仕掛けるも得点を挙げられず、終了間
近の立命館のパワープレーを守り切り１
- ０で激闘を制した。

心からホッケーを楽しむ
新生天理の勝利
今回の優勝について長谷部謙二監督
は、
「昔のチームは輝かしい戦績を誇っ
▲ 2017 年７月２日

ているが、ホッケーに特化して強いチー

第36回
大学王座決定戦

ムを作っていた。私と湯田コーチの話
の中で絶対に譲れない部分として、ホッ
ケーしか知らない人間を作るのは嫌な
ので、ホッケー以外のところにもホッ
ケーの答えがあると指導をしている。
その結果の優勝であり、ホッケーその

いて、やってみたら結構良かった」と話す。

ものを心から楽しんでいる点では、今

松本も「崩れることは当たり前と想定

のチームの方がはるかに上。伝統は受

しておくと、良くない状況でも想定内

け継いでいるが、私は“ 新生天理 ”だ

なので立て直しやすい。心に余裕があ

と思っている」と話す。

るのはチーム、個人として成長した証」
と話す。

中村・松本両選手も「心の部分が大
事だと教えていただいたことを実践し

勝利の瞬間を中村は、
「本当にうれ

て得た勝ちは、喜びの価値がぜんぜん

しかった。後輩で泣きそうな子がいた

違うと気付いた」と話す。

が、監督、コーチから決勝で勝つまでは、
気持ちが切れるので絶対に泣くなと言

勝つことにこだわりながらも、長い

われていたので、チームを律して頑張っ

人生の中でさまざまな“ もの、こと ”

た」と話す。

に触れながら、いろいろな所で活躍で
きる人間を目指す新生ホッケー部女子。

決勝の立命館戦は戦術と
メンタルで上回る

これからも、日本リーグ、インカレ、全
日本と戦いが続くが、その戦い、成長

いよいよ決勝の立命館戦。関西リー

が楽しみである。

グではシュートアウト（ＳＯ）で負けて

２回戦

天理

14- ０

慶應義塾

攻め込まれるわけではないが、反則な

準決勝

天理

３- ２

山梨学院

どでいつの間にか自陣まで来られてや

決

天理

１- ０

立命館

勝

水泳部・大学院

まし合ったりとかのチーム

天

ワークが発揮できず負け

1 年 の 木 野 和 樹（ 体

てしまった。

育 2017 年卒）の進化

値の 差と、声を出して励

が、決める所を決められずに、

第 36 回大学王座決定戦 （注１）
で、ホッケー部男子は３連覇を

逆に先制点を取られて立ち直れ
なかったのが敗因」と話す。

狙うも、決勝で立命館に０- ３で
敗れ、準優勝となった。
昨年はインカレを除く国内主

最後に笑えるように、
今鍛える

要タイトルで日本一になったホッ

穴井監督は、
「今足りないの

ケー部男子。しかし、今年はゴー

は、不利なときや不測のときに、

ルキーパーなどディフェンスライ

どう自分たちのリズムを、自分

ンも大幅に入れ替わってのスター

たちのホッケーを作っていくかと

トとなった。春の関西リーグ決

いうこと。当たり負けしないフィ

勝では、立命館に０- ６の衝撃

ジカルや走り込みも含めて秋の

の敗戦。それを受けての王座決

シーズンに向けて鍛えていきた

定戦だったが、またしても完封

い。シーズンが終わったときに、

で敗戦となった。

この悔しい負けが最初で良かっ

穴井善博監督は「準決勝の山

たな、そのおかげで最後は笑え

梨 学院とは互 角に戦い２-１で

たねと言えるようにチームを作っ

勝っている。決勝も、内容は悪

ていきたい」と話す。

くなく、相手との差もそれほど
感じなかったが、相手のキーに

秋のインカレ、 日本リー グ、
全日本へ向けて挑戦は続く。

と、相手の引いてカウンターを

●戦績

狙う戦術が成熟してきた」と振

２回戦

天理

10- ０

聖泉

準決勝

天理

２- １

山梨学院

決

天理

０- ３

立命館

り返る。

勝

新井稜（体育４・石動）キャプ

注１：第 36 回全日本大学ホッケー王座決定戦・東西交流戦（2017 年６月 29 日－７月２日

がら、先輩が抜けた経験

テンは、
「自分たちも攻めている

なる選手に上手くやられたこと

●戦績

いる相手。山梨学院のようにどんどん

2017 年シーズンは、
厳しいスタートとなる

阿須運動公園ホッケー場

埼玉県飯能市：阿須運動公園ホッケー場・駿河台大学ホッケー場）

男子50メートル自由形で
大学院1年木野和樹がベストタイムを連発

理大学大学院
体育学研究科

ランキング６位という結果を残した。

ムが出るのではと実感している」、
「大学院で学ん
だことが良い結果の一因になっている。今まで単

11 月 12 日 に 天 理 大 学

が止まらない。陸上

このときのことを木野は「予選から体の状態は

純に考えていたことをより深く考え、疑問に思っ

で今年の全日本学生があ

で 言 え ば 100 ㍍ に 例

良くなかったが、タイムは出ていたので、決勝で

ていたことも少しずつ紐解けて、新しい自分の

るが、この大会の経験を

えられる競泳の男子

はベストが出るのではと思って泳いだらベスト

考え方ができてきたことが大きい」と話す。

糧にして、気 持ちを 一つ

50 メートル自由形の、

が出た」と話す。木野の大学院の研究テーマは

にして男子乱取団体戦３

わずか 20 数秒に懸ける思いを紹介する。

“ 競泳のレースの間のリカバリー方法 ” であり、

連覇を狙いたい」と話し

これからの目標は、「自分自身の残された競技

レースとレースの間にどれだけ回復し、より良

人生を考えると、水泳部の後輩へ衝撃的なものを

いパフォーマンスができるかを研究しようとし

与えられればと常に考えてやっている。そのた

ている。自身でもその研究のために、「レースに

めにも、タイムを出して、名を上げる野心もある。

2017」（東京辰巳国際水泳場）では、予選を 22

臨むときも調整をあまりしないで疲れた状態で

東京オリンピックまであと３年、日本選手権で

気道競技大会は、2017 年

秒 75 で７位通過し、決勝では 22 秒 73 で８位入賞。

臨んでみた」結果であった。

の一発勝負に懸ける思いを持ち続けたい」と木野。

11 月 12 日（日）に本学体

日本人選手では５番目のタイムを出す。そして、

育学部武道館で開催予定。

６月 10 日、11 日に行われた国体予選の「大阪府

木野は、「今年の４月からの試合はリラックス

男子団体戦で３連覇を狙

選手権」では、22 秒 52 という大会新記録（イン

した状態で臨めてタイムも出ている。良い流れで

う合気道部を応援しよう。

ターナショナル制限記録突破）で優勝し、日本

きているので、９月の愛媛国体ではより良いタイ

てくれた。

●今年の木野はすごい。
ま ず、 ５ 月 21 日 に 行 わ れ た「JAPAN

第 48 回 全日本 学 生 合

OPEN

水泳と研究の両立を目指す木野の歩みに注目
したい。
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平尾
平尾充庸

２

０１６年９月に開幕したプロバスケットボール
リーグ「Ｂリーグ」は、大きな盛り上がりを見
せました。そのＢ２リーグ西地区のバンビシャ

ひらお・あつのぶ
天理大学体育学部 2012 年卒業

■Ｂリーグ開幕の歴史的瞬間

PG
（ポイントガード）
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ス奈良で、天理大学出身の平尾充庸選手と菊池広明
選手が活躍。天理のＤＮＡを持つ二人に、プロバスケ
ットボール選手としての思いを話してもらいました。

「目配り、気配り、心配り」
を糧にさらに上を目指して

た。天理大学の特徴である、ゆっくりし

ていれば誰かが見ていてくれると感じら

持ち」を座右の銘としてやっています。そ

Ｂリーグが開幕して、バスケットボール

た展開でのディフェンスやオフェンスでの

れ、プロへの確信を持てるようになり、

れは、バスケットだけをしていても上手く

の知名度が上がったシーズンでした。その

状況判断など、“ 見ること ”の大切さが

声を懸けてくれることが増えて、卒業のと

なれないと思っているからです。例えば、

歴史的瞬間に選手として立ち会えたこと

養われました。大学での教えは、今でも

きにオファーが来てプロになれました。

トイレのスリッパを次の人のために並べる

をうれしく思っています。

自分の中で大きなものになっているので、

2016-17 シーズンは、バンビシャス奈良

僕のポジションであるＰＧは特殊なポジ

に加入してＢ１昇格、
Ｂ２優勝を目標にやっ
てきましたが、僅差で負ける試合が多く、

など、普段の生活の中に心配りをしていく

■ポイントガードとしての責任感

感謝しています。

■プロを目指す

ことで、プレーの中での丁寧なプレーに
つながると思っています。

ションです。ほかの４人が僕を見てプレー

プロとして大事なことは、プロになって

詰めの甘さが目立ったシーズンでした。ポ

今プロとしてやっていますが、その原点

がスタートするので、僕自身が迷うことは

終わりではなく、そこから次の目標をどう

イントガード（ＰＧ）として、まだまだチー

は、子どものときに見たプロの試合で、
「僕

絶対にしてはいけないことです。プレーの

設定して上に上がって行くかです。目標を

ムを勝たせる選手になれていないので、

はこのコートでバスケットをしたい」とい

選択を考えることはやりがいがあります

失ったら自分自身終わりです。バスケット

自分の課題を見つめ直していきたいです。

う、自分の中にかき立てられるものを感

が、チームが勝てなかったときに責任を

ボールは、僕にとって人生そのものです

じたことです。それを信じてプロを目指し

負うポジションでもあります。僕は、足が

ので、やるからには本気で、覚悟を持っ

て頑張ってきましたが、なかなか確信が

速くジャンプ力があることにプラスして、

てやっていきたいです。

持てませんでした。その中で、日韓学生

会場に響くほどの声の大きさが特徴です。

■天理大学での学びは
自分の中では大きい

バスケット日本代表ではシックスマンとし

い入れのある所です。天理大学はバスケッ

て控えのガードだった僕にも、プロチーム

トボールに打ち込める環境が整い、自分

がプロの候補として目を向けてくれている

自身のバスケットＩＱを高められる所でし

ことがうれしく、
励みになりました。頑張っ

天理大学出

2017-18 シーズンは、Ｂ２中地区のサイ
バーダイン茨城ロボッツでプレーしますの

■座右の銘
僕は、高校時代から、
「目配り、気配り、

で、今後とも応援よろしくお願いいたし
ます。

心配り、人に対する思いやり、感謝の気

身の

きくち・ひろあき
天理大学国際学部 2015 年卒業

■プロへの道
Ｂリーグ開幕で、野球やサッカーに比
べて知名度が低かったバスケットボールの

SG（シューティングガード）

か分からずに終わってしまい、それが悔
しくてプロで自分を試したい思いが強く
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平尾充庸

奈良は大学４年間を過ごした地で、思

諦めるよりもまずやってみることを信条に

■大学の経験がプロで生きる

に笑顔でやることを忘れないようにして

プロになって思ったのは、大学時代に

います。好きなバスケットボールをやらせ

フォーメーションを使いながらオフェンス

てもらっているので、上手くいかないこと

知名度が上がった年になりました。私もプ

でも、 卒 業 のときにはプロからのオ

を組み立てるバスケットに慣れ親しんだこ

があっても笑顔で、自分自身が楽しんで

ロとして２年目のシーズンでしたが、チー

ファーはなく、実家に戻ってクラブチーム

ともあり、プロでもフォーメーションをす

やらないと意味が無いと思ってやってい

ムとしての目標も達成できず、個人とし

に所属してプレーを続けていました。そ

ぐに覚えられ、大学時代の経験が生きて

ます。

ても出場機会は少なく、満足のいくシー

のクラブチームで、５都市（大阪・京都・

いることが多くあったことです。

ズンではありませんでした。

神戸・名古屋・横浜）の対抗試合があり、

なりました。

自分の特徴は、ポイントガード（ＰＧ）

もう一つは、プロになる過程でもそう
ですが、最初から無理だと決めつけたら

天 理 大学 時 代は４年間ベンチ外 のＢ

そこでのプレーがきっかけで、 2015-16

やシューティングガード（ＳＧ）などいろ

絶対に無理で、やってみないと分からな

チームで過ごし、Ａチームでの試合に出ら

シーズンプレーしたアースフレンズ東京Ｚ

んなポジションができることです。それに

いということです。やらずに諦めてしまう

れませんでした。でも、その経験があっ

からオファーをいただいて、初めてプロ選

そのポジションとしては背が高いので、リ

よりも、やってみることです。失敗するこ

たからこそ今プロになれていると思ってい

手になりました。2016-17 シーズン所属し

バウンドにも参加したりできるのも強みだ

とも成功することもありますが、諦めな

ます。当時は悔しかったですが、Ａチーム

たバンビシャス奈良からオファーをいただ

と思っています。

いことが僕の生き方です。

で試合に出て満足していたら、プロを目

いたときは、大学時代を過ごした奈良な

指していなかったかもしれません。試合

のでうれしかったです。

■常に笑顔で諦めずに

できるよう、笑顔で諦めずに頑張ります

に出られずに、自分の実力がどれくらい

2017-18 シーズン、
新たなチームでプレー
自分自身の信条としては、一つは、常

ので、ご声援ください。

