2019 年 11 月 18 日
釜石シーウェイブス RFC
TCL2019 第 1 節

コカ・コーラレッドスパークス戦

1．日時

11 月 16 日(土)

2．場所

釜石鵜住居復興スタジアム

試合結果

11：30 キックオフ

3．試合結果
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FW: 1．高橋(拓) 2．吉田 3．ミッチェル 4．フィッツジェラルド 5．山田 6．上田 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．レイ
Re:16．伊藤(大) 17．延田 18．佐々木(和) 19．トーマス 20．木村 21．村山 22．船木 23．関東

4．試合内容
釜石で開催されたラグビーワールドカップ 2019 日本大会の熱狂が冷めない釜石鵜住居復興ス
タジアムで、今シーズンの初戦となるトップチャレンジリーグ第 1 節、コカ・コーラレッドスパ
ークス戦（以下コカ・コーラ）が 2019 年 11 月 16 日 11：30、コカ・コーラのキックオフで試合
が開始となりました。ワールドカップでのラグビー人気もあり、約 2000 人の観衆の中、釜石は前
半 8 分に敵陣右スクラムからペナルティーを取り、アドバンテージのまま攻撃を継続。最後は CTB
ファンデンヴォルトがトライ。ゴールも決まり 7-0 と先制し、ワールドカップと同じ歓声が再び
スタジアムに響きます。トップリーグカップではビックスコアで敗れたチームを相手に FW がセッ
トピースで奮闘。しかし 11 分、オフサイドのペナルティーを連続で取られ、自陣ラインアウトか
らモールを押し込まれトライを奪われてしまいます。続けて 17 分にもトライを奪われ、7-12 と
なりましたが、敵陣深くコカ・コーララインアウトのミスボールを吉田がベテランの嗅覚でター
ンオーバーしトラインラインを越え 12-12 の同点に追いつきます。前半終了間際、ラインアウト
モールからボールを展開し中村がトライを決め 19-12 で前半を終了します。
後半、前半の好調を継続させたい釜石でしたが、自陣 22m 付近のスクラムからコカ・コーラに
展開され 19-19 の同点とされます。後半 29 分まで膠着状態が続きましたが、釜石の敵陣へ入るキ
ックがノータッチとなり、コカ・コーラのカウンターアタックを浴び 19-24 とされます。チャン
スはありながらも鵜住居特有の変化する風の影響なのか、ミスキックでチャンスを生かせません。
ラスト 2 分となった敵陣スクラムでここ数年、怪我で本来のパフォーマンスを発揮できていなか
った選手たちが維持のスクラム。ペナルティーを獲得し雄叫びを上げます。最後のチャンスをラ
インアウトモールにかけます。モールは徐々にではありましたが、確実にトライラインへ向けて
前進していきます。そして最後はキャプテン中野が大事にボールを置き 24-24 の同点とします。
ゴール成功で逆転という場面でしたが、ポールの左側に反れ、引き分けとなりました。

5．スコット・ピアース HC からのコメント

寒い中、応援してくださった皆さんに感謝申し上げます。ありがどうございました。
開始から約 24 分間、自分たちのやりたいラグビーができず、相手ディフェイスにも簡単に止め
られてしまい、7 回のターンオーバーがありました。しかし、気持ちを切り替えて自分達のラグ
ビーを信じることでプラン通りに試合を運ぶことができ、19 対 12 で前半を折り返しすることが
できました。その中でも、簡単なペナルティーが多く相手のトライに繋がるシーンもありました。
自分達で試合をコントロールできること、ゲインラインを常に意識すること、そして簡単なミス
やペナルティーを無くすことを次戦までに修正していきたいと思います。応援頂いた皆さんが、
選手と共にノーサイドまで諦めずに戦ってくれたことに感謝しています。引き続き、応援宜しく
お願い致します。
Firstly a thank you to all those that braved the cold weather to part of day one in a new
chapter of Kamaishi rugby.We showed obvious signs of a team under prepared due to lack of
games. We struggled to adapt to the defence of Cola in the first 24 minutes where we committed
7 turnovers.We preserved with what we believed was the correct game strategy and managed
to score some good tries and turn 19-12 ahead.Some silly penalties cost us field position
in the second half which eventually led to tries for Cola. We certainly will need to improve
if we are to be competitive and to do that we must control the gain line better and eliminate
simple errors and unnecessary penalties.The fact the group had belief until the final
whistle has a lot to do with the support we received from our supporters.We will improve
with games and combinations with consistency.Our success will never be the act of one
individual.Our success will be built on an unselfish team performance where every
individuals effort adds to total sum which makes up our team performance.Hope to see
everyone this weekend as we continue our development.

6．小野キャプテンからのコメント

毎試合、たくさんの応援ありがとうございます。ホームでの開幕戦ということで絶対に勝利し
たい試合でしたが、簡単なエラーやペナルティーを重ね、引き分けという結果となりました。セ
ットプレーの安定やモールでのトライなどポジティブな面も多くあった試合でしたので、課題を
修正し次節は絶対に勝利できるよう準備したいと思います。今後とも応援宜しくお願いします。

7．高橋(拓)選手からのコメント

ファン・サポーター、スポンサーの皆様いつも多大なるご支援ご声援ありがとうございます。
ホームゲームでの開幕戦としてチーム一丸となって挑んだ試合でしたが、結果は引き分けとなり
ました。選手一人一人がチャレンジし、トップリーグカップで対戦した時に比べると課題の修正
ができた試合内容だったと思います。次戦は勝ちきれるよう簡単なミスを減らし、試合に挑みた
いと思います。来週もホームゲームですので熱い応援宜しくお願いします。
8．吉田選手からのコメント

開幕戦、応援ありがとうございました。試合内容は、個人的にもチーム的にも細かいミスなど
があり次戦に向けて修正すべきだと思いましたが、ラストプレーでのトライは、選手、スタッフ、
そして会場はもちろん、テレビ中継や SNS などでも応援して頂いた皆さん全員でのトライです。
チームとサポーターが ONE TEAM になった瞬間だと感じました。この勢いで九州電力戦に向けて精
進します。今後も応援宜しくお願いします。また、個人的ではありますが無事に復帰戦を終える
ことでできホッとしています。復帰までのリハビリやケア、治療などに関わって下さった皆様あ
りがとうございました。

9．ファンデンヴォルト選手からのコメント

開幕戦の独特の緊張感のある中でしたが、良い試合ができたと思います。引き分けで終わって
しまいましたが、自分達のやろうとしているラグビーができたと感じています。今回の試合では、
フォワードの頑張りが非常に良かったです。スクラムも安定し、良いボールをバックスに供給し
てくれました。しかし、タックルミスやシステムエラーのシーンも目立ちましたが、次戦に向け
て修正していきたいと思います。試合が続きてますが、個人的にはシーズンを通して楽しみにし
ています。引き続き応援宜しくお願いします。
It was good first game for the team. Even though it ended in a draw it was still a good
way to start the season. We didn’t have a lot of preseason games but the team still looked
sharp. I am proud of the forwards, they gave us lot of good ball and they were good in the
scrums. We missed a couple of first time tackles and made a few defensive errors. We still
got a lot of work to do and improve on. But im excited for the season.

10．今後の試合スケジュール
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

