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 1.1  ごあいさつ                  

OB会長 和泉 武雄(S40) 

 

 

二宮晋二さんが持田に楕円球を

伝えて下さってから 90 年が経ち

ました。この間、チームが途絶え

ることなく継続できたこと、誠に

おめでたいことと思います。ラグ

ビーを愛する現役・顧問・保護者・

OB諸氏等、歴代関係者の情熱の賜

物と感謝申し上げます。 

しかしながら敢えて言わせて欲しい、最近のラグビー

はつまらないと。体格や資質で上回る、言わば“持てる”

チームが弱い者いじめをしているだけに思えてしまうの

だ。花園で優勝を争うのも、近年では一部の私立高校に

限られるようになってしまった。強化目的の留学生も多

くなった。学校教育という視点に立てば、決して健全な

状態ではないと、古い人間である私には思える。スポー

ツに商業主義が浸透した結果として、スポーツ強化に取

り組む学校が多くみられるようになり、またラグビーで

進学・就職する道や生計を立てる術が生れた。スポーツ

を取り巻く社会環境がこのように変化した昨今において

は、止むを得ないものであり、時の流れと理解するが、

県立学校である東高がチャンピオンシップを争うには厳

しい環境となってしまっている。けれども、文武両道を

伝統とする東高においては、そう悲観するものでもない

のかなと私は思っている。戦いに臨む以上、勝利を目標

とすることは大前提ではあるものの、東高ラグビー部に

おいては、決してそれが全てではない。東高ラグビー部

の一義的な目的は、二宮さんや俊三先生が言うように、

人間形成にあると私も考えるからだ。 

ところで、2019年春に万代監督が東高に着任し、私も

十数年ぶりに現役を指導することになった。週末にはグ

ラウンドに足を運んでいるが、久しぶりに接した選手達

の体幹のひ弱さには愕然とした。最近のフィジカルラグ

ビーにおいては一抹の不安も感じる。まずはそこから取

り組む必要があった。そして、「ラグビーってなあに？」

「タックルってなあに？」と選手達に問いかけている。

私が現役だった頃のラグビーは、頭を使ったボールゲー

ムだった。相手に“ちょっかい”を出して、如何に相手

に対して優位に立つかを常に考えていた。ラグビーを突

き詰めて考え、相手との駆け引きに勝ってトライを奪う。

それこそ本来のラグビー、つまりボールゲームの根源だ

と思う。東高の選手たちには十分その能力・素養がある。

対戦相手に対する敬意、フェアプレーや自己犠牲の精神

を持ち合わせることは当然のこととして、さらに突き詰

めて考えることができ、かつ前向きで応用力を有した、

そんな人材を育成し社会に送り出すこと、東高ラグビー

部の存在意義はそこにある。そうした部の“信念”が揺

るぎないものである限り、東高ラグビー部は100周年さ

らに先に向けて継続していくものと確信している。 

 1.2  回想と御挨拶                 

2008～2010年度監督             

（現 愛媛県立松山東高等学校教頭） 仲尾 頼和 

 

平成20年から25年まで5年間

ラグビー部の顧問をさせていただ

き、昨年から再び東高で勤務して

います。新型コロナウイルス感染

症が部活動にも大きな影響を及ぼ

し、お正月のOB戦を中止いたしま

したが、OBの皆様の御理解に厚く

感謝申し上げます。 

平成 20 年に私が赴任した時は、東高ラグビー部の OB

でもあった井手盛章先生が顧問をされており、先生の薫

陶を得ることができました。井手先生の御退職の際には、

離任式で先生のラグビー部の教え子だと思われる数名の

方が、体育館の後方で横断幕を広げておられたのを覚え

ています。東高ラグビー部の伝統と結束を感じた一瞬で

した。井手先生がその後若くして御逝去されたことは、

大変残念でなりません。御存命であれば、この記念誌に

もOBとして、また、顧問として心に響く文章を寄せられ

ていたことでしょう。改めて御冥福をお祈り申し上げま

す。 

最初の3年間については、高木君・林君・藤岡君のす

ばらしいキャプテンシーのもと、汗と泥にまみれて一生

懸命にラグビーに打ち込んでいた姿が思い出されます。

体格で劣っていても果敢にタックルし、脳震盪や骨折で

病院に連れて行ったことも少なくありませんでした。そ

れでも勇気を失わず、最後までラグビーをやり遂げてく

れました。その後、OBの吉田亮太先生が赴任され、仲本

君がキャプテンの代から監督を務めてもらい、佐伯キャ

プテンの代と一緒に東高を後にしました。その間、保護

者やOBの皆様には大変お世話になり、この場をお借りし

て改めてお礼申し上げます。 

ラグビーは人を大人にさせるスポーツである、と聞い

たことがあります。私が出会ったラグビー部員の多くが、

運動会等の学校行事でリーダーシップを発揮して活躍し

ていたことも強く印象に残っています。今、それぞれの

道で自己実現を果たし頑張っていると確信していますが、

今後もラグビーで培った強い精神力で困難を乗り越え、

益々活躍してください。 

80 周年記念事業も OB の松崎さんが中心となって運営

されていましたが、当時東高生だった松崎さんの娘さん

と一緒にタグラグビーをした記憶があります。その娘さ

んは高校の教員になられ、前々校で一緒に勤務する縁を

得ました。あれから早10年。この度、松崎さんをはじめ

OBの皆様の御尽力により、90周年を迎えられますこと、

衷心よりお祝い申し上げます。東高ラグビー部及び OB

会の益々の御発展を祈念し、御挨拶とさせていただきま

す。 

 

１１．．巻巻頭頭言言  
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 1.3  駻馬の如く                  

2010～2018年度監督 吉田 亮太(H14) 

 

2010年3月、松山東高校へ赴任

するよう辞令をいただいた。2 校

目での母校への転勤は予想してい

なかった。ラグビー部の指導も初

めての経験であり、東高ラグビー

部の伝統を守る責任を感じた。仲

本組から石村組まで、9 年間監督

を務めさせていただいた。携わら

せていただいた選手・マネージャーは、実に 100人を超

える。生徒たちの湧き出る力、燃ゆる望みに背中を押さ

れ続けた9年だった。 

私が赴任したときの藤岡組は、人数不足で15人制大会

に出場できなかった代だった。しかし、チームは明るく

前向きで、みんなきらきらした目で楕円球を追い、泥だ

らけになって練習をしていた。9 年間には、部員不足で

厳しいときもあったが、どの代も15人制ラグビーにこだ

わって努力してくれた。指導経験のない私は、来校して

くださるOBの方々に助言をいただいたり、全愛媛の活動

の中で東高 OB の先生方に指導法を教えていただいたり

しながら、それを東高のラグビーに応用する方法でチー

ムづくりを行った。明教クラブの皆さんには何度も胸を

貸していただいた。OB の方々には感謝しかない。また、

高体連の活動に加え、愛媛国体に向けてレフリー修行を

していた際には、休日練習に出られないことも続き、夏

合宿に帯同できなかった年もあった。仲尾先生や岡田先

生をはじめとする顧問の先生方にも支えられた。保護者

の皆さんの温かさにも救われた。未熟な私のもとで、生

徒たちもよく考え、努力してくれた。私の力不足で、十

分な結果を残せなかった9年であったかもしれないが、

たくさんの方々の支えのお陰で、東高ラグビー部の火を

燃やし続けることができたことにほっと胸を撫でおろし

ている。 

監督として、たくさん思い出はあるが、個人的には、

文読む児等が愚直に鍛錬し、互いに錬磨し、紳士へと成

長していった姿が心に残っている。ヒットの練習で「肩

を打ちました」と練習を抜けた1年生。肩車ができなか

った1年生。そんな子たちが、強豪相手に体を張り、ジ

ャージを泥だらけにするようになった。規則で公式戦に

出られなくても、練習に本気で取り組んだ留学生。男子

に交じって汗と涙を流した女子選手。大怪我を乗り越え

て、芝生の上に戻ってきた数多の選手たち。大人へと成

長した生徒たちが、仲間との強い絆に支えられながら、

必死の形相で、「駻馬の如く」駆けまわる姿にラグビーの

力を感じさせられた。 

スマホひとつでいくらでも楽しめる時代。そんな時代

にありながら、古城のもとの学び舎で、苦しみを越えた

先にある真の喜びを追い求め、炎天のもと、駻馬が育っ

ていく、そんな東高ラグビー部であり続けてほしいと願

っている。東高がんばっていきましょい!! 

 1.4  情熱の継承                  

2019年度～監督 万代 道也(H16) 

 

OB・OGの皆様におかれましては、

益々ご清栄のこととお喜び申し上

げます。また、平素から現役の活

動に関しまして、ご理解・ご協力

を賜りましてありがとうございま

す。また、部発足90周年にあたり

記念行事の開催や記念誌を発刊す

る運びとなり、多くの皆様のご支

援・ご協力をいただいたことに対して心から感謝申し上

げます。 

2004年3月に高校を卒業して15年ぶりの2019年4月

に教員として松山東高校に戻ってきました。校舎内は土

足禁止、各教室にはWi-Fiがとび、ホワイトボードとプ

ロジェクタが設置、西体育館は取り壊され、本館の3階

にアリーナという体育館が完成、15年ぶりの母校は現代

風に大きく変わっていました。さらに、週 3 日は 16 時

30分までの7限授業、授業科目も「情報」と「総合的な

学習」が加えられ、土日には多くの模試。私たちの高校

の頃に比べものにならないほど今の高校生は広くやるこ

とがあり、それらをいかに効率よく処理するかが問われ

る日々に追われています。 

このように多くのことが変わってしまった中、今も変

わらないものもありました。ラグビー部のグランド練習

場所、その練習場所にあるラグビーポール、松崎さんの

ご尽力で四国電力からいただいたスクラムマシン。試合

後、ビデオを持ってラグビーミーティングを行った正門

を出てすぐの和泉明治園。そして一番変わっていないも

のは、OB・OGの松山東高校ラグビー部に対する熱い思い

ではないでしょうか。正月 OB 戦には本当に多くの OB・

OGの方々がグランドに集まってくださり、テレビや雑誌

で取り上げられれば、多くのOB・OGから激励のメッセー

ジを受け、ボールなどのラグビー用品の寄付もいただき

ました。縦横のつながりが強く、面倒見の良い先輩方が

多く、母校ラグビー部への思い、さらに現役に活躍して

ほしいという思いを強く感じます。 

ラグビーというスポーツは裏切りません。真の意味で

頑張った者にしか微笑みませんし、チームのために体を

張った者にしか勝利はありません。そして、ラグビーと

いうスポーツはリーダーを育て、大きな背中を見せてく

れます。ボールを持ったものが先頭でリーダー。その先

頭に対して、どう後ろが付き、サポートしていくか。形

だけのリーダーでは、後ろはついてこられません。90年

という歴史の大きさを感じつつ、さらなる進化をこれか

らも図っていきたいと思っています。荒々しいけれど、

心優しく、情に厚い。賢く、理論に基づいて行動するけ

れど、苦しく厳しい場面ではバカになれる。そんなバン

カラな選手がこれからも巣立っていく、そんな大好きな

場所であってほしいです。 
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 1.5  受け継ぐ心                   

2021年度 現役主将 三好 光輝(2年) 

 

松山東高ラグビー部が創立 90

周年を迎える節目に、現役主将を

務めさせて頂き光栄に思っていま

す。 

新型ウィルスが猛威を振るい、

休校期間を経て始まった学校生活

は、入りたい部活も定まらない状

態で、混沌とした不安の中にあり

ました。しかし、それらを丸ごと払拭するようなラグビ

ー部の熱烈な勧誘は、僕の前に一筋の道を示してくれた

ような気がします。これまで野球経験しかなかった僕に

とってこの一年は、多くの発見に満ちた期間となり、僕

を一歩ずつ成長へと導いてくれました。今ではラグビー

部が、僕の青春に必要不可欠な存在となっています。練

習中には腹を割って意見を言い合い、向うべき目の前の

事柄に全力で取り組む先輩方の姿勢、学校生活でもグル

ープ長など、リーダーとして学校を引っ張っている姿を

見て畏敬の念に打たれ、僕は「ONE TEAMになる」事を意

識するようになりました。チームが一丸となり一つの目

標に向かって突き進むためには、チームのベクトルを前

に向かわせる事が大切だと思います。チーム内には一人

 

 

一人能力も性格も違う様々な個性が存在しています。そ

の全ての向きを統一する事は不可能ですが、その和を前

に向けていく事はできます。また、もし一人のベクトル

が逸れた時には、他の仲間でその方向を修正し、復元へ

と導き動けば良いのです。試行錯誤を繰り返しても、各

自の持つ要所だけを残した個性が大きくなり、チームと

して更なる前進に繋がっていくプロセスの重要性の確立。

これが僕の理想とする「ONE TEAM」です。主将になった

今、チームメイト一人一人の距離感を大切にする事ので

きる集団を作り上げていきたいと思っています。また、

僕達が今こうして東高でラグビーをする事ができるのは、

90年もの間、この伝統を築き守って下さった先輩方や先

生方のご指導の賜物であり、その事への感謝と共に、東

高ラグビー部の守るべき価値ある伝統と、その心を受け

継いでいきます。 

ラグビーには、昔も今もノーサイドの精神が通じてい

ます。しかし、互いに健闘を称え合い、最後に皆で笑え

るようにする為には、一人一人の確執を超えたリスペク

トが必要です。勝利と敗北の境界線に存在する様々な

人々の思いを、その先の更なる挑戦へと繋げていく努力

をしたいと思います。先輩方がこれまで作り上げてきた

伝統を大切にして、僕もこの東高で得た仲間と共に、魂

のラグビーを貫きたいと思います。 

75周年記念事業（ラグビーマガジン2006年11月号） 



1st jersey made in 2019 
Misaki 



2nd jersey (green) made in 2009 
Mei 



2nd jersey (white) made in 2005 
Kanon 



Practice game jersey made in 2018 
Matsutaro 




