2019 年 11 月 6 日
釜石シーウェイブス RFC
釜石ラグビッグドリーム 2019

1．日時

11 月 2 日(土)

2．場所

釜石市球技場

清水建設ブルーシャークス戦 試合結果

11：00 キックオフ

3．試合結果
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FW: 1．高橋(拓) 2．伊藤(大) 3．田嶋 4．フィッツジェラルド 5．山田 6．トーマス 7．コテカ
8．中野
BK: 9．南 10．中村 11．小野 12．村田 13．ファンデンヴォルト 14．加賀 15．滝沢
Re:16．牛窪 17．延田 18．ミッチェル 19．高橋(聡) 20．畠山 21．佐々木(拓) 22．木村 23．上田
24．王野 25．二宮 26．前川 27．村山 28．伊藤(優) 29．畠中 30．関東 31．氏家 32．下山
33．村井 34．船木

4．試合内容
2019 年 11 月 2 日(土)、
「釜石ラグビッグドリーム 2019」対清水建設ブルーシャークス（以下清
水建設）戦が快晴の釜石市球技場で開催されました。時折、冷たい西風が吹きましたがベストの
コンディションで、清水建設キックオフで試合スタートとなりました。開始直後から自陣にくぎ
付けとなり、なかなか抜け出せない釜石は、清水建設ノックオンからパスを回しますが、インタ
ーセプトされそのままトライを奪われます。
（0-7）その後も 20 分過ぎまで敵陣に行けない時間帯
が続きます。23 分、初めて敵陣に入った釜石でしたが、ラインアウトモールでミス、そのまま清
水建設のカウンターでトライを奪われ、0-14 となります。その後もお互いチャンスを生かせず、
スコア出来ない時間が過ぎていきますが、37 分に釜石は、ラインアウトモールでようやくトライ
を取り、前半は 5-14 で終了となります。テンポがチームカラーである釜石は、後半開始早々、ラ
ックサイドを中野が抜け出し、村田へパス。村田はサポートについた二宮にラストパスを送り、
二宮がトライ。12-14 とし、後半幸先のいいスタートとなります。その後も果敢に攻めますが、
スクラムのペナルティーとハンドリングミスを繰り返し、50 分にはペナルティーから清水建設に
ラインアウトモールでトライを奪われます。（12-19）お互い決定的な場面が無い状態が続きまし
たが、69 分に釜石スクラムから中村が素晴らしいランで 50ⅿ以上走り切りトライ、17-19。逆転
したい釜石でしたが、攻撃の精度が低く、最終スコア 17-19 で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

まず始めに、釜石を応援して頂きありがとうございました。いつもサポーターの皆さんの応援
が選手の力になり感謝しています。さて、試合内容については、良いところもありましたが、修
正する課題もたくさんありました。アタックでは、コンビネーションの連携ミスから 2 トライ奪
われてしまいましたし、ディフェンスでは、風の影響もありハイボールを獲得できず、なかなか
フィールドポジションを獲得することができませんでした。開幕戦に向けて正確さとコンビネー
ションの連携を修正し、釜石鵜住居復興スタジアムで行われるホーム 2 試合を楽しみにしていま
す。またサポーターの皆さんのご声援を楽しみにしています。ありがとうございました。
Firstly thank you to all those who made the effort to turn up, it’s been a long time since
we last played and the players are always very appreciative of the support we receive.
The game had many good points and showed the need for more games leading into a season.
Our attack looked good in patches but we struggled with combinations which only competitive
games can provide.
Shimizu constructed one of their 3 tries with their first 2 being from silly turnovers.
Our defence was pleasing and forced Shimizu to kick but some players struggled with the
windy conditions under high balls which cost us field position.
Accuracy and combinations are some obvious work-ons moving into the league games and look
forward to hearing your voices of support at our first two home games.
6．中野キャプテンからのコメント

いつも沢山の応援ありがとうございます。トップチャレンジリーグ開幕前のラストゲームとな
りましたが、ミスでボールを失う場面が多くありました。また、ターンオーバーからの失点もあ
り、課題の残る内容となりました。しかし、ポジティブなところも沢山あったので、開幕までに
課題をしっかりと修正して、開幕戦を迎えたいと思います。今シーズンも熱いご声援よろしくお
願いします。
7．フィッツジェラルド選手からのコメント

ワールドカップ期間中に試合無く、やっと皆さんの前で試合ができて嬉しいです。残念な結果
になってしまいましたが、コカ・コーラ戦に向けてしっかりと修正したいと思います。キックオ
フから自分たちが思うような試合運びができず、リアクションも遅く自分たちのミスからトライ
を取られるシーンがありました。マイボールでのプレーをもっと大切にし、フェーズを重ねれば

良いアタックできるはずです。開幕まで残りわずかですが、課題を修正し、良い準備をしていき
たいと思います。応援宜しくお願いします。
Really happy to be back out playing again for Kamaishi in front of our fans after having
no games during the World Cup. Obviously the team and I are disappointed at the end result
but it was great for everyone to have a run and there’s plenty of positives and things
to work on for our first game against Cola.
We probably didn’t get the start we wanted, we were a bit slow to react and they scored
a couple of try’s early on off our mistakes, they were very sharp on the counter attack.
When we got our shape going and put some phases together we looked really good we just needed
to look after the ball a bit better. Hopefully after a couple of good weeks training we
can rectify those mistakes and be ready to fire out of the blocks for our first comp game
against Cola
8．ミッチェル選手からのコメント

チームに加入して最初の試合をとても楽しめました。日本のラグビーは初めてなので、自分を
コントロールしないと行けないところもありましたが、とても良い経験になりました。サポータ
ーの皆さんと釜石鵜住居復興スタジアムでの開幕戦でお会いできるのを楽しみにしています。あ
りがとうございました。
Okay. Really enjoyed the game was a good starting point and get to see where l am at.
Now l know what's the game and adjust to the game and improve my other areas of the game
but I love the 1st hit out with the boys. Looking forward to play again and hopefully see
you fans out there on the 1st home game at the new stadium.
9．畠中選手からのコメント

トップチャレンジリーグ開幕前、最後の試合でチーム全体の士気が上がっていました。しかし、
相手のプレッシャーに対応できずミスからの失点が続き、敗戦してしまいました。チームとして、
我慢強くディフェンスできた場面もありましたが、アタックのミスを突かれ失点してしまい、タ
ーンオーバーの切り替えを早くするべきだと思いました。アタックでの細かいミスを減らし、ミ
スの処理意識をチーム全体で高めていく必要があると感じました。個人として、ボールをもらう
場面が少なく、あまりアタックに参加できませんでしたが、数少ないチャンスを活かしミスなく
仲間にボールをつなぐことが自分の課題です。

10．今後の試合スケジュール
11 月 16 日(土) 11:30 ジャパンラグビートップチャレンジリーグ第 1 節
コカ・コーラレッドスパークス：釜石鵜住居復興スタジアム
11 月 23 日(土) 11:30 ジャパンラグビートップチャレンジリーグ第 2 節
九州電力キューデンヴォルテクス：釜石鵜住居復興スタジアム
12 月 07 日(土) 11:30 ジャパンラグビートップチャレンジリーグ第 3 節
栗田工業ウォーターガッシュ：秩父宮ラグビー場
12 月 14 日(土) 14:00 ジャパンラグビートップチャレンジリーグ第 4 節
豊田自動織機シャトルズ：秩父宮ラグビー場
12 月 21 日(土) 13:00 ジャパンラグビートップチャレンジリーグ第 5 節
マツダブルーズーマーズ：コカ・コーラ BJI ラグビー場
01 月 11 日(土) 14:00 ジャパンラグビートップチャレンジリーグ第 6 節
近鉄ライナーズ：ヤンマースタジアム長居
01 月 19 日(日) 11:30 ジャパンラグビートップチャレンジリーグ第 7 節
清水建設ブルーシャークス：秩父宮ラグビー場
以上

