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新入生諸君、入学おめでとう。
諸君はラグビーに対してどのような印象を持っているだろ
うか。そもそもラグビーのことを全く知らない人もいるだろ
うし、痛そうといったマイナスな印象を持っている人も多い
だろう。確かにラグビーは激しいコンタクトを伴うスポーツ
である。グラウンドでは両軍三十人が激しく身体をぶつけ合
う。トライを取るためには様々な困難に立ち向かわなくては
ならない。しかし、この「困難」こそが人を最も成長させて
くれると思う。辛いこと、嫌なことに直面した時、一人では
楽な方へ逃げたくなるだろう。しかし、仲間がいるからこそ
困難に立ち向かい、そして超えていくことができる。我が部
にはそんな仲間や環境がそろっている。
推薦も付属校もない我々が、私立の強豪校に立ち向かい、
超えていく。そのためには諸君の力が必要である。
もしこのパンフレットを読んで少しでも興味を持ってもら
えたら、是非一度グラウンドに足を運んで欲しい。困難に立
ち向かい、一緒に闘ってくれるならば、かけがえのない四年
間を送れることを部員一同保証しよう。

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
大学生はﾞ人生の夏休みﾞと言われるほど、圧倒的に自由で、
あらゆる選択肢と可能性を持っています。そんな中で体育会、
ましてマネージャーになるという選択はあまり頭にないかも
しれません。私も新入生の時はそうでした。ですがここまで
続けてみて、自分の決断は間違っていなかったと自信を持っ
て言えます。
ラグビー部で過ごしたこれまでの三年間は、人生の中で一
番学びと発見を得られました。マネージャーの仕事は、プレー
せずに選手を支え、チームの勝利に貢献することです。私た
ちはそのために日々試行錯誤し、時には苦悩しながらもグラ
ウンドに立っています。正解がない中でもどうにかチームに
対し自分のベストを尽くそうとする過程が、結果として自身
を大きく成長させてくれたと実感しています。
そして、ラグビー部には他のどの団体にも負けない温かい
絆があります。私がここまで続けてこられたのも、尊敬でき
る先輩方や同期、可愛くて頼もしい後輩たちの存在あっての
ことです。
もし少しでも興味がわいたら、勇気を出して飛び込んでみ
てください。かけがえのない四年間を送れること、一生の仲
間が出来ることを約束します。皆さんをグラウンドでお待ち
しています！


PASS

▲ラグビーでは前へ
のパスは許されてお
らず、後方にしか放
れない。前へ進みた
いのに、前へパスし
てはいけない。そん
なジレンマがこのス
ポーツの特徴だ。

TRY

15 人ずつの 2 チームが肉体を最
大限生かし、知力を尽くして楕円
球を奪い合い、一丸となりトライ
を狙う格闘球技。
One for all,All for one の精神の
下、チーム全員が仲間、そして勝
利のために闘う。

KICK

▲陣地を獲得する
キックや味方へのパ
スのためのキック、
直接得点につながる
キック等、様々なキッ
クを状況に応じて使
い分ける。

TACKLE

RUN

▲前へパスすること
ができないラグビー
において、前へ進む
一つの手段。敵を吹
き飛ばしたり躱した
りしていかに走路を
切り開くかは君次第。

▲ラグビーを語るうえで、欠かすことができないプレー。これぞラグビー
の代名詞。ボールを持って突進してくる相手を止めるためには、勇気を
もってタックルするしかない。100kg もある巨漢をタックルでひっくり
返せた日には君は一躍ヒーローだ。

SCRUM

◀これもラグビーの代名詞。比較
的軽い反則が起きた際のプレーの
再開方法。各チーム 8 人ずつの選
手で組み合って押し合い、ボール
を奪い合う。スクラムで優位に立
つと、試合が楽になる。

HAPPY

LINE OUT

▲上のような方法でゴールラインより向こう ▲全員でつないだボールをトライできた時の
喜びは格別だ。
側の地面にボールを置くことでトライとな
り、5 点を得ることができる。トライの後に
行われるコンバージョンキックが入ると 2 点
が加算され、一回のトライで最大 7 点が入る。

◀ボールが外にでてプレーが止
まったときの再開方法。外のスロー
ワーが投げ入れたボールを空中で
奪い合う。ボールを取るために素
早い動きや、相手に分かりにくい
サインが必要であり、相手の裏を
読む頭脳戦が行われている。ちな
みに飛んでいる選手の最高到達点
は 4m を超える。

BK



バックス

背が高い人、小さい人、太っている人、痩せてい
る人、ラグビーの試合を覗いてみるといろいろな体
型の人がいる。
そんなラグビーのポジションについて見てみよう。

FW
フォワード

攻守にわたってグラウンドを縦横無尽に走り回り、サイン
プレーやパス、キックを駆使して敵を華麗に翻弄する。FW
に比べて体の小さい選手が多い。

チームの縁の下の力持ち。
前線で敵とぶつかり合ったり、果敢にタックルを繰り返す勇敢さが
必要。きついけど、いないと試合が成り立たない。
パス職人。小柄な選手が多
SH
スクラムハーフ く、無尽蔵のスタミナが欠

スクラムの屋台骨。
PR
プロップ チームで一番大きくて強い選手
がその体を生かしてスクラムの
要となる。

THE. 司令塔。
スタンドオフ チームの攻撃をパスやキックで
組み立てていく。

君も自分に合った
ポジションを見つけよう

かせない。

SO

チームの何でも屋さん。
HO
フッカー スクラムを組むだけでなく、ラ
インアウトでボールを投げ入れ
たり、フィールドを走り回った
りする。

CTB

チームの切り込み隊長。
センター トップスピードで相手に当たる
ことが多いため、当たり負けな
い強い体格が求められる。

↓

LO

空中戦の王者！
ロック ラインアウトの際に長
身を生かしてボールを
とる。

チームの仕事人。運
FL
NO.8
フランカー 動量を生かして攻守
にわたって走り回
る。

FW の司令
塔。スクラ
ナンバーエイト
ムの際に後
ろから FW
全員をまと
める。

WTB

チームの点取り屋。
ウィング スピードを生かしてトライを量
産する。複雑な動きが少ないの
で初心者も始めやすい。

FB

最後の砦。
フルバック 文字通りチームの一番後ろで抜
けてきた相手を止める。


関東大学対抗戦 B 打倒明学

我々が所属している関東大学対抗戦 B グループにおいて、明
治学院大学は例年、二位の座を保持している。我々はこれまで
も打倒明学の目標を掲げて戦ってきたが、2017 年以来一度も
白星をあげることができていない。しかし、今年こそは打倒明
学を果たし、対抗戦 B グループに波乱を巻き起こす

TRIGGER になる。

関東大学対抗戦

A

B

明治
早稲田
慶応義塾
帝京
筑波
日本体育
立教
青山学院

↓ ↑

成蹊
明治学院
上智
一橋
成城
東京
学習院
武蔵

対抗戦 B

4位

昨年は新型コロナウイルスの影響
で、総当たり戦ではなく、二つのブロッ
クに分かれて戦い、最後に順位決定戦
を行うという方式がとられた。一橋大
学は B ブロックで２位になったが順
位決定戦で上智大学に最後の最後で逆
転を許し、４位となった。

VS 学習院
○36-19
VS 明治学院
●5-21

入れ替え戦

A７位 vs B２位、A８位 vs B１位で昇降格を
かけて戦う。一橋大学は２０１４年に創部以
来初となる入れ替え戦に出場するも、立教大
学に敗北した。それ以来、入れ替え戦には出
場できていない。今年、打倒明学を果たし、
その先に見える入れ替え戦の出場権を手に入
れる。

VS 東京

○27-17

VS 上智



●28-30

A ブロック
成蹊
上智
成城
武蔵

B ブロック
明治学院
一橋
東京
学習院


３

春シーズン開始

４

新歓試合、セブンズ大会

９～ 11

9 月には 1 年の成果が問われる対抗戦が開幕し
ます。3 か月で全 8 大学が総当たり戦を行い、上
位 2 校のみが進むことができる入れ替え戦出場を
目指します。この時期になると部の雰囲気は対抗
戦一色となり、選手やマネージャーは勿論、OB・
OG 等チームに関わる人が一丸となって勝利を目
指します。2021 年、平本組は「TRIGGER」をスロー
ガンとして、打倒明学、そして入れ替え戦出場を
果たします。

２月の冬オフが明けると、春シーズンが始まります。秋の
対抗戦を見据え、ウェイトトレーニングや基礎的な練習を重
点的に行い、土台作りをします。

新入生の皆さん、入学おめでとう！新歓活動に力を入れて、
チーム力向上を図ります。ラグビーの魅力を生で感じてもら
うために新歓試合を行います。また、年に一度の７人制ラグ
ビーの大会も行われます。

６

関東大学対抗戦

国公立大会

都内の国公立大学がトーナメント形式で争う大会です。
王座に返り咲いた 2015 年以来、シード校として出場してい
ます。宿敵である東京学芸大学を倒して、優勝を狙います。

３ ４ ６
７

８

９ 10 11 12 １ ２

夏オフ

12

菅平合宿

１～２

春シーズンの疲れを癒し、夏合宿のために英気を養う 2
週間程度のオフ期間です。旅行、帰省、バイトなど各々が
自由にオフを満喫します。

８

７

秋の対抗戦に向けて追い込む最終期間です。長野県の菅
平高原で 1 週間程試合や練習を行い、これまでの練習の成
果を確認します。合宿最終日に行われる BBQ では部員同士
の絆がより一層深まります。

入れ替え戦・三商大戦

対抗戦 B グループで 2 位以上になると入れ替え戦に出
場できます。また、旧制官立商科大学である一橋、神戸、
大阪市立大学の定期戦である、三商大戦も開催され、一橋
は優勝を目指します。

冬オフ

一年で最も長いオフ期間です。１年間の疲れを癒します。1
か月半ほど練習がないため、海外旅行や短期留学にいく部
員もいます。



部活がある日の一日(平日)の過ごし方を教えてもらいました

 

オフを満喫中の部員達にプレイヤーのリアルな声を聞きました！
左:徳富

ストイックに学生生活を送る超生真面目な商学部生

中:澤井

今年度新歓隊長。エヴァ公開を心待ちにする社会学部生

島田耕成

星野めいみ
3年マネージャー
学部:商学部
バイト先:カフェ

3年プレイヤー(No8)
学部:社会学部
バイト先:大学受験塾

8:30
オンライン講義

9:00
アルバイト

ライブ配信の講義も多
いのでちょっと大変...

部活は午後なので午前中
のシフトに入ります！

14:30 練習

13:00 筋トレ

19:00
オンライン講義

14:30 練習

オンデマンドの講義な
ら練習の後に受講でき
ます

19:00
アルバイト

部活の後だけど頑張
ろう！

フリータイム！

時間をうまく使って、
好きなゲームの時間
も確保しています！

22:00 課題

講義がオンライン化し
てから課題が増えた気
がする...
計画的にこなします！

下宿生活が謎に包まれている超高身長法学部生

Q.なんでラグビー部に入ろうと思ったの？

徳富：全力でスポーツに取り組めるのは大学が最後だと思い、体育会に入ることは決めて
いました。陸上を続けようか迷いましたが、新たなことにチャレンジしてみようと思
い入部しました。
澤井：高校からラグビーを始めて、浪人中にまたラグビーがしたくなって入部しました！
後藤：僕は小学生の頃からラグビーをやっていたので、
ラグビーをしない選択肢はありま
せんでした。

Q.ラグビー部の一番の魅力は？

徳富：互いを認め合えることです。良いプレーをすればチームメイトがほめてくれるし、成
長を認めてくれます。
澤井:なんと言っても設備！人工芝で伸び伸びラグビーした後に入る風呂は最高です！

Q.練習きつくない？

体を動かすことも多
いけど頑張ります！

筋トレは基本的に
自分の都合が良い
時間に行います

右:後藤

澤井：きついです笑。
でもそれは短い時間で集中してやっているからこそ！空いた時間で
バイトや勉強、遊びも全然できますよ！
後藤:それなりにきついのは確かですが、
どの練習も合理的な意図のあるものなので、納
得して練習できると思います。

Q.ラグビーをしていて良かったと思うことは？

徳富：熱意を持って何かに取り組めることです。試合で悔しい思いをすればその次の勝利
のため努力しようと思います。
このように熱意を持って取り組めるものがあるのは貴
重な事だと思います。
後藤：メンタルはラグビーのおかげで強くなったと思います。社会に出ても大抵のことは
何とかなりそうな気がします。

Q.最後に新入生に一言お願いします！

徳富:全力でスポーツに取り組むことが出来るのは、大学生活が最後ではないでしょうか。
最後の青春をおくる選択肢の一つとして、
ラグビー部を考えて頂ければ幸いです。
澤井：大学の部活は高校とはまた違った楽しさが有ります！是非一度、新歓イベントに参加
して雰囲気を感じてみてください！
後藤：ラグビーの魅力はとても奥深いものなので、是非一度でも体験しにきてください！



チームに欠かせない存在であるマネージャー。その仕事について説明します！



3年マネージャーの2人に、
ラグビー部のマネージャーについて色々聞きました！

左:富田砂都

選手達が最高のパフォーマンスを
発揮できるよう様々なサポートを
行うマネージャー。対抗戦での勝
利を目指すチームに必要不可欠
な存在です

かわいさと色気をあわせ持つラグビー部の盛り上げ隊
長。普段はとても気遣い上手だけど、たまにぶっ飛んで
るところが人気者の秘訣。(by星野)

右:星野めいみ

ラグビー部大好き爆速マネージャー。
コーチ陣も一目
置くほどの俊足で鳴らす彼女は、成績も良く超ハイス
ペック。
しかし悪気なく先輩をいじったり、意外と問題
児な一面も。(by富田)

Q.なんでラグビー部に入ろうと思ったの？

Job Details

富田:雰囲気が体育会系ぽくなくて、同期プレーヤーが面白かったから
星野:部の雰囲気がとても好きだったのと、
ラグビーという競技が面白かったから

Q.ラグビー部の一番の魅力は？

富田:先輩後輩関係なく仲が良いところ！
星野:全員が同じ目標に向かって団結しているところ

ウォーター

練習中、試合中の水出し。
水分補給は怪我の予防の意味
でも非常に重要。

テーピング

選手怪我の予防や再発の防
止のため、練習前にテーピン
グを行い関節等を補強します

練習準備

練習道具を準備するほか、
時間の管理等を行い練習
のマネジメントを行います

Q.バイトや授業と両立できる？

星野:両立できます！週3回固定シフトなので予定が組みやすく、元気があれば練
習後でもガッツリ勉強、バイトできます！

Q.一番達成感を感じる瞬間は？

富田:試合や練習に必要なことを自分で率先してできた時です。
ラグビー部マネ
ージャー組織はオープンなので、
どんどん発言できます。
星野:プレイヤーに「ありがとう。」
と言ってもらえた時と試合に勝った時。

ウォーミングアップ

ウォーミングアップの笛を吹
きます。怪我なく練習を行うた
めには必要不可欠です。

ビデオ

練習と試合のビデオを撮りま
す。ビデオをもとに分析や反
省を行うため、チームの改善
には欠かせません。

氷作り

選手のコンディショニングや
怪我の処置の際に必要にな
る氷を作ります。

補食作り

選手の体づくりに欠かせない
練習、試合後の補食を作りま
す。

メディカル

負傷した選手に対して、
ア
イシング等適切な処置を
行います。

タイムマネジメント

練習や試合時間の管理を行
います。特に試合中は残り時
間を知らせる非常に重要な
仕事です。

Q.プレイヤーと仲良い？

富田:仲良いんじゃないでしょうか！同期旅行等イベントの他にも、普段から一緒
にご飯を食べたり、ゲームしたりします。

Q.新入生に一言お願いします！

富田:入学おめでとうございます！受験後の有り余るパワーをラグビー部にぶつ
けてみませんか？
星野:ラグビー部は本当に楽しい部活です！一緒に強い
チームをつくりましょう！



整った練習環境はラグビー部最大の魅力の一つ。実際に足を運んでみてください！

①
①
①



様々なかたちでラグビー部の活動を支えてくださるスタッフの方々を紹介します

②

松岡哲朗

▶資格
①日本スポーツ協会公認アスレティック
トレーナー
②はり師・きゅう師

③

④

①人工芝グラウンド

大学から徒歩5分の場所にあ
る全面人工芝のラグビー場。
アクセスも設備も優れた環
境で非常に快適に練習でき
ます。

④バスルーム

いつでも入れる大きなお風
呂とシャワーが完備されてい
ます。夏場は練習後すぐに汗
を流すことができ、冬場はす
ぐに暖かいシャワーを浴びら
れます。

⑤

⑥
⑥

②トレーニングルーム
冷暖房とトレーニング器具
が完備されたトレーニング
ルームです。いつでも快適
にトレーニングを行えます。

⑤ミーティングルーム
マネージャーがパソコン
を使った仕事などの作業
を行ったり、練習後の補食
を作ったりする部屋です。

スポーツに怪我は付き物。
怪我の回復経過の確認、
故障している
プレイヤーの復帰計画の作成、
練習中
や試合中の怪我への迅速な措置など
、
きめ細かく密着したサポートをして頂
いています。

竹内明彦

タケウチフィットネスクラブ(通称TFC)会
長
過去には国内有数の強豪クラブチーム、
東芝ラグビー部でストレングスコーチを
務めた

③ロッカールーム
部員全員が自分のロッカー
を持っています。練習用具を
入れたり大学の教材を入れ
たり、使い方は個人に任せら
れています。

⑥ビジタールーム
ホームゲームの際に相手校
をここでお迎えします。対抗
戦の各試合後にはここでアフ
ターマッチファンクションを
行い、相手校と交流します。

TFCはグラウンドから自転車ですぐ。
部員
達は空きコマや練習前の時間を活用し
てTFCでトレーニングを行っています。
竹内会長にはラグビーに欠かせないフ
ィジカルの強化のためウエイトトレーニ
ングの指導をして頂いています。

Trigger

HURFC2021 平本組



新入生のいろいろな疑問に現役部員がお答えします！

Q.勉強や遊ぶ時間はある？オフはある？

もちろんあります！
部員たちは週2日のオフや夏と冬の長期オフを活用し、思
い思いに学生生活を楽しんでいます。特に長期オフには多
くの部員が旅行や免許合宿に行っています。
また資格等の
勉強に励む部員も多く、過去には部活と両立しながら在学
中に司法予備試験に合格した先輩も!!

Q.家から学校まで時間がかかります...
全然大丈夫です！
実際に部員の多くは一時間以上かけて国立まで
通学しています。
ラグビー部は朝練がないうえ
練習開始時刻と終了時刻も決まっているため、
実家が遠い人も無理なく活動できます！

Q.ラグビー未経験者だけど大丈夫？

大丈夫です！
実際に毎年何人かは未経験の状態で入部し、公式戦で活
躍する部員も多くいます。先輩が基本的なプレーから丁
寧に教えるほか、経験の少ない選手も実戦経験を積める
ような機会を設けているので安心してください！

Q.お金はかかる？

少しはかかってしまいますが、その額はOBの方々の手厚い
支援のおかげで比較的低いものになっています。
また、競
技の性質上初期費用や活動費がかなり安く済むこともラグ
ビーの隠れた魅力なんです！

Q.アルバイトはできる？

できます！
殆どの部員がオフや部活前後の時間をうまく使っ
てアルバイトをしています。
アルバイト先は飲食
店、
カフェ、
スーパー、塾講師、
スポーツジムなど
多岐にわたるため、新入生の皆さんも自分に合っ
たアルバイトができるはず！

Q.就活は大丈夫？

大丈夫！
ラグビーにかけた四年間の努力や部の活動を通じて得た経
験は就職活動の際に大きな武器になりますし、OBの方々か
らも手厚い支援もあります。
また、
ラグビーを通じてしか得ら
れない経験は、就職活動にとどまらず社会に出てからも貴
重な財産となるはずです！

就職先一覧

住友商事 19人
三菱商事 15人
日本製鉄 14人
三井物産 12人
三井住友FG 11人
JXTGエネルギー 9人
三井不動産 9人
住友生命保険 6人
伊藤忠商事 5人
日本生命保険 5人
味の素 6人
みずほFG 5人
日本放送協会 5人
サントリー 4人
トヨタ自動車 4人
電通 3人
三菱地所 3人

(平成元年〜令和元年 一部抜粋)
日本郵船 3人
東京海上日動火災保険 4人
日本政策投資銀行 4人
丸紅 3人
毎日新聞 3人
旭化成 3人
損保ジャパン日本興亜 3人
三菱UFJG 6人
日本NRC 2人
リクルート 2人
豊田通商 2人
サッポロビール 2 人
鹿島建設 2人
三菱電機 2人
富士フイルム 2人
三菱マテリアル 2人
厚生労働省

モルガンスタンレー証券
クレディ・スイス証券
日本銀行
日本経済新聞社
東海旅客鉄道
住友化学
関西テレビ放送
三菱重工
日本航空
日本ガイシ
商船三井
キヤノン
大塚食品
テレビ東京
三菱ケミカル
大成建設
法曹界で活躍するOB 13人






Hiramoto

平本

Taiki

大樹（主将）

①経済②PR③170cm/90kg
④都立国立（東京）
⑤卓球/ハンドボール/合気道/ラグビー

一橋ラグビー部の横綱（キャプテン）。先場所
は怪我ゆえに休場が続いてしまったが、本場
所では練習や試合、筋トレ、食トレなどあらゆ
る場面で部員たちを力強く引っ張ってくれる
だろう。タッチジャッチ検定1級保持者。

Arai

新井

Yota

陽太（副主将）

①社会②SH③168cm/65kg
④県立浦和（埼玉）⑤陸上/ラグビー

お目付役が付くほどの自由奔放で鳴らした時
期もあったが、根の真面目さが要所要所で滲
み出てしまう今シーズンの頼れる副将。
樋口とはかなり付き合いが長いらしい。

Suda

須田

Hiraku

拓

①社会②LO/FL③174cm/80kg
④県立仙台第二⑤野球/ラグビー

空をかける鳥はかつて負った古傷に加え、外
界との懸け橋になるという重大な任務を新た
に背負うことになった。皆に心配の眼差しを向
けられてもなお、その鳥は新たなる巣を求めて
翼をはためかせる。

Shinoda

篠田

Takuro

拓郎

①経済②LO/FL③170cm/80kg
④巣鴨（東京）⑤卓球

何考えてるかわからないマン。2人きりになる
とよく喋る。一見真面目そうだが、真面目なの
はラグビーに対してだけらしい。ラグビーだけ
でなくお勉強も頑張ってほしい。未経験とは
思えないほどのタックルを放つ。

Yuba

弓場

Yohei

耀平

①社会②CTB③169cm/75kg
④府立池田（大阪）
⑤バレーボール/バスケットボール

ウェイトトレーニングに詳しい方の関西弁の
お兄さん。長く苦しんだ腰の痛みとロシア語
から解放された今シーズンは、鍛え抜かれた
筋肉と強靭なフィジカルを活かして相手選手
を圧倒する。

Inoue

井上

Rei

玲

①法②MGR③156cm④女子学院（東京）
⑤バレーボール

某コーチお気に入りのマネ長。各分野に手を
出す生粋のミーハーオンナで、バイトも転々
としがち。ミーハーがゆえに恋愛面やゼミなど
情報通で、後輩の面倒見もよく、同学部の後輩
のテストの相談にも乗るが、山は全て外す。

Ohara

大原

Risako

理紗子

①商②MGR③163cm④女子学院（東京）
⑤テニス

学校にひとりはいた、私勉強してないからタイ
プの優等生。自称コミュ障といいつつ、喋りだ
すと止まらない、お喋りクソ野郎（比喩）。冬場
の厚着に厚着を重ねた姿はラグビー部の風
物詩である。

Tsuboi

坪井

Ai

愛衣

①法②MGR③162cm
④清風南海学園（大阪）⑤テニス

決して関東には染まらないコテコテの関西人。
ラグビー部きってのブルジョワ階層で、実家の
庭にはドッグランが備え付けられている。おっ
とりした口調だが、毒を吐き散らかす様はさな
がら武藤敬司のようだ。

Matsubara Mizuki

Tokumaru Miu

①商②STAFF③172cm/67kg
④六甲学院（兵庫）
⑤サッカー/テニス/ラグビー

①社会②MGR③156cm
④県立湘南（神奈川）⑤なし

松原

瑞樹

グラウンド練習に詳しい方の関西弁のお兄さ
ん。去年厄年を終えたとか終えてないとか。今
年は学生コーチとして、ドシビと名高いゼミで
磨かれたマネジメント力と的確なアドバイス
でBKのスキル向上を担う。

徳丸

美羽

ラグビー部きっての敏腕マネージャー。華奢な
彼女は、細すぎるウエストのためメディバッグ
が常にずり落ちている。脅威の言語センスの持
ち主で、ぼーっとしていると諭すようなツッコミ
がとんでくる。ラグビー部の大吉先生。

Osima

大島

Natsuki

夏輝

①社会②HO/FL③175cm/98kg
④県立湘南（神奈川）⑤野球/ラグビー

乃木オタ魚民ベイマックス。昨年フロントロー
に本格転向し、人間に戻ることを諦めた。体格
に威厳が出てくると同時に哀愁が漂い、澤井
から中年サラリーマンいじりされることが悩み
のタネである。

Ogawa

小川

Rintaro

凜太郎

①商②WTB/FB③180cm/78kg
④県立湘南（神奈川）⑤サッカー/ラグビー

長い苦悩の渦から帰還した、国立の豪炎寺修
也。豪快なキックとランでチームの力となった。
高身長かつ爽やかな容姿の通り、部内で唯一
「えぐいてぇ」とか普通に言える。なので大学生
としての人間関係の築き方は彼に聞いてみよ
う。

Kawai

河合

Heita

炳太

①経済②PR③175cm/97kg
④県立明和（愛知）⑤野球/ラグビー

KODA祭ミスコンをデッドリフトで支配した男。
スクラムで対抗戦Bを支配するも、同期は支配
するどころか遊びの誘いを無視され続け闇落
ちしてしまった。国立近辺で一人で食事をして
いる大男がいれば多分彼なので是非相席して
ほしい。

Goto

後藤

Seiryu

聖龍

①法②LO③187cm/100kg
④県立前橋（群馬）⑤ラグビー

体の八割をコーラとファンタグレープ味が占
める。クレイジーな発言でコーチから愛情を
集め、時にはチームに檄を入れる熱い男でも
ある。公式戦前のスピーチでは毎回爆笑をか
っさらうが、実はウケを狙っているというクレ
バーさも持っている。

Shimai

嶋井

Ryo

涼羽

①法②FL③170cm/65kg
④浅野（神奈川）⑤体操/水泳/ラグビー

あらゆるアイドル、邦ロックに精通し、最も大
学生っぽい部員の一人。クールな見た目、キャ
ラと裏腹に体を張った泥臭いプレーを見せる。
今年もおひさま仲間としてお世話になります
（by筆者）。

Shimada Kosei

島田

耕成

①社会②FL/No.8③173cm/87kg
④本郷（東京）⑤野球/ラグビー

現主将を2年前に支配下に収めている実質主
将。新歓隊長も実質的にはこの男であることは
秘密である。ラグビーや統率力にとどまらず、
パワプロや荒野行動においてもセンスを発揮
するセンスの塊である。

Tsuzuki

都築

Kensuke

健介

①商②FL③177cm/74kg④県立岡崎（愛知）
⑤サッカー/テニス/ラグビー

遅れて仲間になったオシャレ番長。高校時代
は120㎏の巨体であったが、長い浪人生活の末
にやせてしまった。芋ばっかの同期の中でファ
ッションセンスはピカイチだが、ひねくれ具合
もピカイチ。

Tokutomi Yuta

徳富

優太

①商②WTB③177cm/70kg
④國學院久我山（東京）⑤陸上/野球

ラグビー部のアパレル担当。昨年はパーカーの
デザインを考案。とてつもない売り上げを記録
し、ウハウハしていた。その他にもウィンブレや
ヘッドキャップの注文も承っている。仕事だけ
でなく足もはやい。

Nakao

中尾

Kanta

貫太

①商②SH/SO③168cm/74kg
④麻布（東京）⑤ラグビー

穏やかな雰囲気とは裏腹に鋭くて正確なパス
でFW、BKを動かす一橋ラグビー部の影の支配
者。肩の手術を経て完全体になった。ただ、ゆ
るキャラであることに変わりはないので、スキ
ンシップ多め（受動態）。

Higuchi

樋口

Keita

敬太

①経済②LO/FL③178cm/93kg
④県立浦和（埼玉）⑤陸上/ラグビー

島田の愛人。声も顔も不器用なとこも全部全部
愛されている。ハードタックラーとして酷使した
肩は満身創痍だが、女性からデートに誘われる
と完治する。クールに見えて実はムッツリでは
ないかと推測している。


Hidaka

日高

Koki

光貴

①社会②CTB/WTB③171cm/76kg
④県立宮崎西（宮崎）⑤バスケ/水泳/空手

宮崎は日向市生まれの日向坂ファン。楽しみに
していた年越しカウントダウンジャパンが中止
になったり、帰省ができなくなったりと辛いこ
とも多かったが、バイクをこぎ続けて手に入れ
た強靭な足腰と、アイドルという救いを得て
今年も成長を続ける。

Sawai

澤井

Keisuke

啓輔

①社会②SO/CTB③174cm/82kg
④県立千葉（千葉）⑤野球/ラグビー

外面の良さで新歓隊長へのし上がった男。し
かし実態はS君の傀儡である。無限にわき続け
るゴキブリと同期に耐えかね、ついに念願の
新居へ移った。しかし、ネトフリやアマプラなど
のインフラは同期に依存している。

Masuko

増古

Yoshifumi

喜文

①法②CTB/WTB③170cm/78kg
④都立武蔵（東京）⑤野球/水泳/ラグビー

美脚とケンケンが魅力のバックスリー。髪型が
いつも同じように見えるが、実は季節ごとにモ
デルチェンジを繰り返している。とあるゲーム
で世界大会決勝に進出。惜しくも敗北したが、
世界No.2というかなり良い称号を手に入れた。

Matsuoka Tatsunosuke

松岡

龍之介

①社会②WTB③177cm/75kg
④中央大学高校（東京）⑤テニス

なににも物おじしないすごいやつ。背がでか
いし態度もでかい。けれど寂しがり屋な一面
も。Twitterでも二面性が表れており、自民党
への不満を呟いたかと思うと、別の日には一
日の終わりの一人反省会を流したりしている。

Hoshino

星野

Meimi

めいみ

①商②MGR③155cm④都立桜修館（東京）
⑤陸上

３年生マネージャーのまともな方（定期）。い
や、もう一方がとてもヤバいので相対的にま
ともに見えるだけかもしれない・・・。元気いっ
ぱいだからすぐ走り出しちゃう。後輩マネを一
番欲しがっているのはこの人。

Tomita

冨田

Sato

砂都

①法②MGR③161cm④清風南海学園（大阪）
⑤ソフトボール/バレーボール

３年生マネージャーのヤバい方（定期）。その
豪快な性格は飲みの席で真価を発揮する。去
年は飲み会が軒並み中止となり、鬱憤もたまっ
ているだろうが、実力が発揮できるかは新型
コロナウイルス次第である。

Ozone

小曽根

Tsuyoshi

壮

①法②WTB③171cm/77kg
④国際基督教大学高校（東京）⑤野球

高校までは野球をしていた野球男児。ラグビー
を始めて、体重増量と筋トレをしてますますた
くましい身体に進化している。思い立ったこと
をすぐに行動に移せるすさまじい行動力の
持ち主でもある。

Kato

加藤

Haruya

晴也

①社会②WTB/FB③178cm/63kg
④県立岡崎（愛知）
⑤サッカー/陸上/ラグビー

普段は寡黙でミステリアスだが、ももクロの話
になった途端にモモノフモードフル稼働。先
日、自宅にミズノのロゴを大量所持している事
が同期に発見された。一体、何のために集めて
いるのか。彼の謎は深まるばかり.・・・。

Kimura

木村

Hirokoe

博越

①商②PR③177cm/99kg
④横浜市立金沢（神奈川）
⑤陸上（砲丸投げ、円盤投げ）/サッカー

幼少期に村を襲った熊数匹を素手で倒したこ
とから『熊殺し』の二つ名を持つ。鍛え抜かれた
フィジカルで全てを破壊する。性格は極めて温
厚だが、あまりの優しさゆえ裏でヤバい癖があ
るのではと一部で噂されている。

Shiraishi

白石

Riku

稜拓

①経済②SO③170cm/75kg
④県立大宮（埼玉）⑤サッカー/ラグビー

トイプードルみたいな見た目をしているが、ラ
グビーの実力は一級品。最初は話しかけづら
い印象を受けるが、本人曰くただ人見知りな
だけらしい。普段は自由気ままで、油断すると
振り回されるのでご注意を。

Nishio

西尾

Junnosuke

淳之介

①経済②SH/SO③173cm/70kg
④ハミルトンボーイズハイスクール
（ニュージーランド）
⑤ラグビー/タッチラグビー/バスケ/バレー

ニュージーランドから来た。楕円球と英語と関
西弁を自在に操る。ラグビースキルがとにかく
高い。昨年は本業であるタッチラグビーとの兼
ね合いでレアキャラだった彼のプレーを今年
は存分に見られるのではないか。

Murayama Naoto

村山

直人

①商②LO③186cm/105kg
④県立湘南（神奈川）⑤野球/ラグビー

一年次から対抗戦に出場し、パワープレイで
チームを鼓舞する高身長FW。明るい性格と面
白さ、さらに何気ない優しさを併せ持つ人格、
実力共に優れた、期待のビッグマンです！ホン
ト最高！！
（筆者は人質を取られています）

Yamamoto Kanta

山本

寛太

①商②HO/No.8③167cm/76kg
④県立長岡（新潟）⑤野球/柔道/ラグビー

新潟から上京してきた食いしん坊。ラグビーに
は真面目に向き合いストイックな一面を持つ
が、先輩を一切尊敬しないことで有名。口癖は
「スクラム組みたい」と「早く結婚したい」であ
る。

Namae

名前

①学部
②ポジション
③身長／体重
④出身高校
（所在地）
⑤経験スポーツ


診療時間
平日 ２０時３０分まで
土・日 １９時３０分まで

訪問治療受付中
☎ 0120ー898−890



