2019 年 5 月 20 日
釜石シーウェイブス RFC
トップラグビースプリングツアー2019

1．日時

5 月 19 日(日)

2．場所

あきぎんスタジアム

秋田 NB 戦 試合結果

13：00 キックオフ

3．試合結果
釜石シーウェイブス
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FW: 1．延田
BK: 9．二宮
Re:16．牛窪
22．前川
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秋田ノーザンブレッツ
5
前半
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5
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2．伊藤(大) 3．ホラニ 4．トーマス 5．畠山 6．佐々木(拓) 7．コテカ 8．山田
10．村田 11．菅原 12．佐々木(裕) 13．ファンデンヴォルト 14．加賀 15．滝沢
17．マフィ 18．阿部 19．上田 20．美﨑 21．中野
23．フィサー 24．船木 25．小野

4．試合内容
2019 年 5 月 19 日(日)、
「トップラグビースプリングツアー2019」に招待頂き、秋田ノーザンブ
レッツ RFC（以下、秋田 NB）とあきぎんスタジアム(秋田市八橋球技場)で対戦しました。
前半、風下となった釜石、そして秋田 NB ともに積極的にボールを展開し、一進一退の攻防を繰
り広げます。その中で秋田 NB は釜石ゴール前で連続攻撃を仕掛け、先制トライを奪います。釜石
も敵陣 22m 付近のラインアウトを起点にフェーズを重ね、最後は村田オスカロイドがトライを返
します。その後、秋田 NB ゴール前中央付近のスクラムからファンデンヴォルトが走り込みトライ、
前半残り時間、ファンデンヴォルトが 2 本のトライを加え、26 対 5 で前半を折り返します。
後半、メンバーを入れ替えた釜石は中盤のラインアウトを起点にファンデンヴォルトがトライ
を奪います。その後にはターンオーバーしたボールを繋ぎ、最後はトーマスがトライ、釜石はそ
の後も 5 本のトライを加え、最終スコアを 73 対 5 としてノーサイドとなりました。
5．スコット・ピアース HC からのコメント
Our first 20 min showed an improvement in our defensive line movement though we struggled
to maintain possession and take opportunities due to handling difficulties dealing with
the conditions. The middle 40 showed better ball movement and a more positive attitude
towards the intended game philosophy which proved productive on the scoreboard. The last
20 was similar to the first 20 with more defence but we lost our attacking shape which led
to individuals becoming isolated and subsequently too many turnovers. We look forward to
the players gaining a belief in what we trying to achieve collectively and play with a less
selfish attitude moving forward. We will be tested now by teams with superior individuals
and it’s our systems and belief in these that will give us the collective ability to compete.
Collective achievement will be our strength.

開始 20 分よく我慢しながらディフェンスしてくれたと思います。しかし、ハンドリングエラー
が多くなかなかチャンスを活かすことができませんでした。前半 20 分から後半 20 分の間はミス
も少なくよくボールが動き良いアタックができたと思いますし、得点を重ねることができました。
後半 20 分以降は、チームシステムよりも個人プレーが多くターンオーバーボールが非常に多かっ
たです。毎試合の課題を修正しながらチームシステムに自身と信頼が持てると個人プレーが減る
と思います。厳しい試合が続きますが、もっとチームシステムへの理解と信頼が大事になると思
います。
6．山田ゲームキャプテンからのコメント
サポーターの皆様、暑い中でもいつもと変わらず力強い応援ありがとうございました。
試合の入りは秋田さんのエナジーが素晴らしく、シーウェイブスとしては少し受けてしまいま
した。しかしながらディフェンスが多い中でも組織的な乱れが少なかったことはステップアップ
だと思います。また、先週のゲームに出ていないメンバーや復帰戦となるメンバーが良いパフォ
ーマンスを発揮してくれたことは、これから始まるトップチームとの試合に向けてチームに良い
影響を与えてくれると思います。次の試合は少し間隔が空きますが、いよいよトップチームとの
対戦です。強いプレッシャーを想定して練習に取り組んでいきたいと思います。今後とも応援の
程宜しくお願いします。
7．滝沢選手からのコメント
この度は、招待試合にお招き頂きましてありがとうございました。
グラウンド、天気ともに最高のコンディションで試合に臨むことができました。序盤は秋田さ
んの前に出るディフェンスに対応できずミスを連発してしまいましたが、試合が深まるにつれ修
正することができました。次戦に向け、さらにコミュニケーションの質を上げて日々の練習に取
り組んでいきたいと思います。今後も応援宜しくお願いします。
8．畠山選手からのコメント
日頃のご支援誠にありがとうございます。
試合内容としては、試合の入りこそ良くなかったもののしっかり勝ち切ることが出来ましたし、
狙った形でアタック出来たことは良かったと思います。しかし、ディフェンスではまだまだ課題
の残る試合でした。次の試合に向けて、反省し修正出来るように取り組んでいきます。今後とも
応援宜しくお願いします。
9．ファンデンヴォルト選手からのコメント
I really enjoyed playing with my Kamaishi brothers, we still have a lot of work to do
to make this season a good one. I am thankful for all the Kamaishi supporters being there
every game.
個人的に非常に楽しかった試合でした。良いシーズンなる為には、もっと練習をして、課題の
克服や修正をしないといけません。サポーターの皆さんには毎試合たくさんの応援をしていただ
き、本当にありがとうございます。
10．今後の試合スケジュール
6 月 08 日(土)14:00 北上招待試合 vs 神戸製鋼 KS：北上総合運動公園
6 月 09 日(日)調整中 練習試合 vs 香港 Univ.Club・北海道 BB:釜石市球技場
6 月 23 日(日)14:00 TLC 第 1 節 vs キヤノン E：いわぎんスタジアム
6 月 29 日(土)11:30 TLC 第 2 節 vs クボタ S：秩父宮ラグビー場
7 月 06 日(土)14:00 TLC 第 3 節 vs トヨタ自動車 VB：釜石鵜住居復興スタジアム
7 月 07 日(日)調整中 練習試合 vs 岩手ブレイズラガー：釜石市球技場
7 月 13 日(土)16:30 TLC 第 4 節 vs 三菱重工相模原 DB：秩父宮ラグビー場
7 月 20 日(土)18:30 TLC 第 5 節 vs コカ・コーラ RS：熊本県えがおスタジアム
以上

