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はじめに

あいさつ

2019年4月、
「こどもラグビーワールドフェスティバル2019 Supported by 三菱地所
グループ」
を無事に開催することが出来ました。
この記念すべきイベントに参加して頂きました、
ニュージーランド、
オーストラリア、
イング
ランド、
スコットランド、
イタリア、
インドネシアの皆様に心からお礼申し上げます。
2017年の
「日豪少年少女ラグビー交流フェスティバル」、2018年の
「日新豪少年少女ラ
グビー交流フェスティバル」
と続きました国際交流が成長し、子どもたちがラグビーワールド
カップ2019TM決勝の地である日産スタジアムで得た経験は、一生の宝ものになったのでは
ないかと考えております。
この交流を体験した少年少女が将来、社会の一員として各国の発展に貢献し、
また、
ラグ
ビーを通じた交流が相互理解と国際親善に寄与すると確信しております。
（公財）
日本ラグビーフットボール協会 会長

森 重隆

最後に、
「こどもラグビーワールドフェスティバル2019 Supported by 三菱地所グルー
プ」
の開催にあたり、御支援、御協力いただきましたスポンサー企業の皆様方、
ならびに、運
営等にご尽力いただきました神奈川県・横浜市をはじめとする関係者の皆様方に心より感
謝申し上げます。

ラグビーワールドカップ2019TM決勝戦が開かれる横浜国際総合競技場で、世界から７
カ国のＵ１２の選手達が集まり、
ラグビー・文化の交流と友情を育みこれからの人生にとっ
てまたとない素晴らしい経験を送る場を創ることが出来ました。横浜市・神奈川県、関係者
各位の懸命なご尽力により、参加国の選定、協賛企業、事業計画、交流先の依頼等々多種に
亘る難題をクリアし、
イベント成功への準備を重ね、各チームを迎えることとなりました。4月
17日に入国した海外からのチームは、観光・文化交流等を交え、20日、21日の交流大会に
向けて練習等を重ね、準備に努めました。
一昨年はオーストラリアとの２カ国、昨年はオーストラリアに加えてニュージランドとの３
カ国、
３年目に７カ国の子供達の世界的なイベントが出来るとは嬉しい想定外でした。
この
ようなイベントが今回実施できた背景として、短期間でありながら、快くチーム派遣いただ
組織委員会 会長

丹治 明

いた各国ラグビーフットボール協会の関係者にまずお礼を申し上げます。
そしてご協賛頂い
た三菱地所グループを初めとする企業の皆様に深謝申し上げます。海外の子供たちの国内
での行動・宿泊等々の負担を賄って頂き、
日本滞在を有意義にして頂きました。文化交流を
快く受け入れてくれた公文国際学園、関東学院六浦中学校・高等学校につきましても感謝
の念に堪えません。
また準備・企画・交渉等々に携わった多くの関係者各位のご尽力にもお
礼申し上げます。
最後に、世界で初の子ども達の世界的なイベントが本当に多くの皆様のお陰で開催出来
た事を嬉しく思います。
それと同時にここに集まった子供たち一人ひとりの輝くきらきらした
笑顔が忘れられません。今後のラグビー界を背負う彼らの成長を願いつつ、
さらに進化した
イベントに向かって挑んでまいります。
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ラグビーワールドカップ2019TM日本大会開催の今年、世界の６つの国と地域の子どもたちを迎え、
「こどもラグビーワールドフェスティバル2019 Supported by 三菱地所グループ」
が盛大に開催でき
ましたことに、心よりお礼申し上げます。
また、大会の開催に御尽力いただきましたメインスポンサーの三菱地所株式会社様を始め、御協賛く
ださいました企業の皆様に改めて感謝の意を表します。
こどもラグビーワールドフェスティバルは、
ラグビーワールドカップの開催を契機に、世界各国のＵ-12チー
ムの参加により、子どもたち同士が様々な交流を図るなど、貴重な体験ができる機会として開催されました。
ラグビーワールドカップ2019TM決勝の地、
ここ神奈川・横浜では、決勝を含む７試合の熱い戦いが繰
り広げられ、世界最強のラグビーチームが決まります。
その歴史的な舞台となる横浜国際総合競技場の
ピッチに立つことができた子どもたちにとって、
この大会は一生の宝物として深く記憶に刻まれたものと
神奈川県知事

黒岩 祐治

思います。
そして、世界の仲間たちとの交流を通じて、様々な発見や友情の素晴らしさ、
そして、
ラグビー
の魅力を改めて強く感じることができたのではないかと考えています。
県内から参加したラグビースクールの子どもたちは、言葉の壁を越えて、
ラグビーを通じて相互の交流を
深めながら、
いつの日かラグビーワールドカップの会場で再会することを誓い合っていたとも聞いています。

こうした貴重な経験をした神奈川の子どもたちにとって、本大会の開催が、
これからもラグビーを続ける大きな励みとなり、将来にわたりラグビーの
楽しさや素晴らしさを、
より多くの皆さんに広めることができれば、
それこそが、大会の素晴らしいレガシーになるものと信じています。
また、海外から参加した子どもたちは、県内の子どもたちとのラグビー交流以外にも、
日本文化にふれる機会もあり、
日本に対する理解を深めるとと
もに、
心に残る大会になったのではないかと感じています。
本県では、
コミュニティの活性化や未病の改善を進め
「笑いあふれる100歳時代」
の実現に向けた取り組みを進めています。
そのためにも、
スポーツ
は大きな役割を果たすと考えており、子ども達の笑顔あふれた今大会の成功をしっかり今後の取り組みにつなげていきたいと考えています。
そして、
海外から参加してくれた子どもたちが、再び神奈川の地を訪れてくれることを期待し、神奈川の魅力をますます高めてまいります。
結びに、大会の開催にあたり御協賛いただいた企業の皆様、大会準備や運営に御尽力いただきました、
神奈川県ラグビーフットボール協会やボラン
ティアの皆様を始め、関係の皆様に改めて感謝申し上げますとともに、御支援、御協力いただきましたすべての皆様の御健康と御多幸を祈念いたしま
して、
私のあいさつとさせていただきます。

2019年９月から11月にかけて、横浜国際総合競技場（日産スタジアム）
においてアジア初となるラグ
ビーワールドカップ2019™が開催されます。
これに先立ち、世界の６つの国と地域から12歳以下のラグビーチーム、約100人の子どもたちをお迎
えして、
「こどもラグビーワールドフェスティバル2019 Supported by 三菱地所グループ」
を盛大に開
催できましたことを大変うれしく思います。
開催にあたりまして、本大会のメインスポンサーである三菱地所株式会社様をはじめ、
ご協賛いただ
きました企業の皆様、
また本大会の準備・開催にご尽力いただいた関係者の皆様には、改めて深く感謝
申し上げます。
このこどもラグビーワールドフェスティバルでは、
ラグビーワールドカップ2019™において決勝を含む
7試合が開催されるスタジアムで、
日本を含む各国・地域の子どもたちが、
ラグビーの交流試合や合同ク
横浜市長

林 文子

リニックなどを通してともに汗を流し、
ラグビーという競技の素晴らしさや、相手を尊重することの大切さ
を再認識するよい機会となったのではないかと思います。
さらに、海外からの子どもたちが、横浜の街を観光したり、市内の学校で授業を受けたり、茶道・剣道
等の日本文化の体験を行うなど、国や地域を超えたかけがえのない仲間づくり、友情を築くことができた
のではないでしょうか。
こうした取組が「次の世代への贈り物（レガシー）」
として残り、横浜の更なる飛躍につながっていくも
のと確信しています。
結びになりますが、
「こどもラグビーワールドフェスティバル2019 Supported by 三菱地所グルー
プ」
の開催に関わっていただいた皆様方のますますのご健勝とご活躍、今後のフェスティバルの発展につ
いて心からお祈り申し上げ、
私の挨拶とさせていただきます。

こどもラグビーワールドフェスティバル 2019
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大会のあらまし
大会概要

開催経緯
日本におけるラグビー発祥の地である横浜を中心とした神奈川県内はラグビーが盛んであり、特に小学生（U12）
を対象とした
「ミ
ニ・ラグビー」
においては、他に類を見ない多彩な取り組みが行われています。
また、
これまで横浜・山手のYC&ACを会場に
「日豪少年少女ラグビー交流フェスティバル
（2017年）」
「日新豪少年少女ラグビー交
流フェスティバル
（2018年）」
と、少年少女ラグビーの交流大会での運営ノウハウも有していました。
そのような中、
「ラグビーワールドカップ2019™開催都市特別サポーター（神奈川・横浜）」
である元ラグビー日本代表キャプテン・
林敏之氏がかねてより提唱していた
〈世界中の小学生ラガーを集めての交流大会を〉
というアイディアに触発され、神奈川県・横浜市
はラグビーレガシーも視野にいれながら、関係団体等と連携し、
本大会を推進することとしました。

開催趣旨
2019年9月から約1ヶ月半にわたりラグビーワールドカップ2019TMが開催されます。大会期間中は世界各国から多くのサポーター
や観客が日本を訪れ、
さまざまな場所で国際交流がもたれることになるでしょう。
このラグビーワールドカップの開催に先立ち、世界の
子供たちが横浜に集結し、
ラグビーを通しての国際交流の
『こどもラグビーワールドフェスティバル2019』
を開催します。世界7カ国・
地域から小学校6年生以下のU12チームが参加し、各国の子供たち同士が交流をはかる、貴重な体験ができるフェスティバルです。
今回は南半球からオーストラリア、
ニュージーランド。北半球からイングランド、
スコットランド、
イタリア。
アジアからはインドネシアそし
て日本が参加します。横浜の日産スタジアムにて神奈川県の18スクールが参加して海外6カ国・地域と交流戦が行われ、横浜市の4ス
クール
（2チームに編成）
が海外6カ国・地域とリーグ戦を戦います。
また横浜市内の学校に訪問して、生徒同士での日本の文化にも触
れてもらう文化交流も行われます。
このフェスティバルが子供たちの国際交流の場として、楽しんでもらい、
また、貴重な経験をしてもら
えるフェスティバルになることを信じています。
（大会プログラムより）

大会概要
期間：

2019年4月17日
（水）〜4月22日
（月）

協賛：	三菱地所株式会社

4月18日
（木）
・19日
（金）練習、文化交流、
観光

日揮株式会社

4月20日
（土）交流戦・リーグ戦

サントリーホールディングス株式会社

4月21日
（日）
リーグ戦、
ラグビークリニック

株式会社JVCケンウッド

参加国・地域数： 7カ国・地域

ソシエテ・ジェネラル

	オーストラリア、イングランド、インドネシア、イタリア、

株式会社ダイフク

ニュージーランド、
スコットランド、
⽇本

株式会社ドーム

海外参加者数 130名（⼦どもたち、
コーチ等を含む）

八十島プロシード株式会社

神奈川県内ラグビースクール参加者 330名

株式会社オーファ

参加対象年齢： 12歳以下

株式会社クオカード

主催：

公益財団法人日本ラグビーフットボール協会

神鋼不動産株式会社

こどもラグビーワールドフェスティバル2019組織委員会

株式会社 LEOC

共催：

神奈川県・横浜市

株式会社横浜銀行

後援：

読売新聞社

協力： 公文国際学園
関東学院六浦中学校・高等学校
YOKOHAMA TKM
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事業推進

推進体制
「こどもラグビーワールドフェスティバル」
を、
ラグビー統括団体と神奈川県・横浜市が一体となって推進するため、
「こどもラグビー
ワールドフェスティバル2019組織委員会」
を立ち上げました。
また、神奈川県ラグビーフットボール協会（KRFU）
内に組織委員会事務局を置き、実務の円滑な推進を図りました。各部門ごとに担
当者を配し、
よりスムーズな事業推進を図りました。

こどもラグビーワールドフェスティバル2019 組織委員会メンバー
役

職

団体名

氏

名誉会長

横浜市

林 文子 市長

名誉顧問

神奈川県

黒岩 祐治 知事

会長

神奈川県ラグビーフットボール協会

丹治 明 会長

副会長

神奈川県

浅羽 義里 副知事

副会長

横浜市

小林 一美 副市長

委員

（公財）
日本ラグビーフットボール協会

名

山本 巧 理事

委員

関東ラグビーフットボール協会

海老原 洋一 理事長

委員

神奈川県ラグビーフットボール協会

三浦 幸宏 理事長

委員

神奈川県ラグビーフットボール協会

角田 誠 書記長

委員

横浜市ラグビーフットボール協会

沼田 昭司 会長

委員

横浜市ラグビーフットボール協会

鈴木 寿久 理事長

委員

神奈川県スポーツ局

平田 良徳 局長

委員

横浜市市民局

西山 雄二 スポーツ統括室長

委員
委員
委員

（公財）
横浜市体育協会

山口 宏 会長

横浜商工会議所

川本 守彦 副会頭

（公財）
よこはまユース

大向 哲夫 代表理事

監事

横浜市市民局

直井 ユカリ  スポーツ振興部長

監事

神奈川県ラグビーフットボール協会

五十嵐 恒夫 監事

こどもラグビーワールドフェスティバル2019 事務局メンバー
所属・役職等

氏名

事務局長

神奈川県ラグビーフットボール協会理事長

三浦 幸宏

事務局長

横浜市市民局スポーツ統括室長

西山 雄二

総務部長

NPO法人ヒーローズ代表理事

深尾 敦

大会運営部長

神奈川県ラグビーフットボール協会書記長

角田 誠

こどもラグビーワールドフェスティバル 2019
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大会実施概要
大会スケジュール
来日6チームは、
３チームごとに
「TEAM SAKURA」、
「TEAM Mt.FUJI」
のふたつのグループに分かれて、各プログラムを進めていきました。
TEAM SAKURA

TEAM Mt.FUJI

ENG,ITA,SCO

AUS,IND,NZL

4月17日
4月18日

来日

4月19日

4月20日

4月21日

舎

川崎市青少年の家

AM

観光
【横浜ランドマークタワー】

練習
【保土ケ谷公園ラグビー場】

PM

交流・練習
【公文国際学園】

観光
【八景島シーパラダイス】

夜間

宿

ウェルカムパーティー

AM

練習
【保土ケ谷公園ラグビー場】

観光
【横浜ランドマークタワー】

PM

観光
【八景島シーパラダイス】
交流
【関東学院六浦中・高】

交流・練習
【公文国際学園】

AM

ラグビー交流（交流試合）
【日産スタジアム】

PM

ラグビー交流（国際リーグ戦）
【日産スタジアム】

AM

ラグビー交流（国際リーグ戦）
【日産スタジアム】

PM

ラグビー交流（クリニック）
【日産スタジアム】

夜間

フェアウエルパーティ―
【横浜カントリー・アンド・アスレティック・クラブ】

4月22日

横浜市
野島青少年
研修センター

帰国

大会データ
参加チーム

海外チーム
（6カ国・地域）
：男子94名、
女子2名、
コーチ18名、
他スタッフ：総勢117名

Central West Junior Rugby
（オーストラリア）
、
St Ambrose College
（イングランド）
、
The Jakarta Komodos Junior Rugby Football Club
（インドネシア）
、
Petrarca Rugby Junior ASD（イタリア）
、
Christchurch Football Club
（ニュージーランド）
、
Dollar Academy（スコットランド）

日本チーム
（神奈川県）
：男子331名、
女子24名

麻
 生ラグビースクール、厚木ラグビースクール・平塚市ラグビースクール、海老名ラグビースクール、

小田原ラグビースクール・秦野ラグビースクール、鎌倉ラグビースクール、川崎市ラグビースクール、
相模原ラグビースクール、
さがみ・南ラグビースクール、大和ラグビースクール、茅ヶ崎ラグビースクール、
藤沢ラグビースクール、横須賀市ラグビースクール、横浜YCラグビースクール、
グリーンクラブラグビースクール、
田園ラグビースクール、横浜ラグビースクール
従事関係者

組織委員会

18名

事務局員

23名

チームコーディネーション 24名
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ボランティア

30名

大会運営スタッフ

75名

練習協力

10名（YOKOHAMA TKM）

試合協力

12名（三幸学園）

メディカル協力

9名（東京メディカルスポーツ専門学校）

ドクター

3名

レフリー

9名

こどもラグビーワールドフェスティバル 2019

協賛企業
スポンサー一覧
三菱地所株式会社

日揮株式会社

サントリーホールディングス株式会社

株式会社JVCケンウッド

ソシエテ・ジェネラル

株式会社ダイフク

株式会社ドーム

八十島プロシード株式会社

株式会社オーファ

株式会社クオカード

神鋼不動産株式会社

株式会社LEOC

株式会社横浜銀行

こどもラグビーワールドフェスティバル2019 協賛企業一覧
カテゴリー
メインスポンサー

企業名
三菱地所株式会社
日揮株式会社
サントリーホールディングス株式会社
株式会社JVCケンウッド
ソシエテ・ジェネラル
株式会社ダイフク

スポンサー

株式会社ドーム
八十島プロシード株式会社
株式会社オーファ
株式会社クオカード
神鋼不動産株式会社
株式会社LEOC
株式会社横浜銀行
（敬称略）
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チームプロフィール
海外参加チーム

Central West Junior Rugby

Australia

オーストラリアからはニューサウスウェールズ州（NSW）のカントリー地区にある「Central West
Junior Rugby」
チーム。4月17日、来日一番乗りしてきた選手16名、
コーチ2名のチームです。

「Central West Junior Rugby」
は、
オーストラリアの西に位置す

し、将来にわたってもよい関係を築くことができるこの大会は、
まさに

るNSWにあります。オレンジ、バサースト、ダボ、
カウラ、
フォーブス、

「一生に一度の機会」
です。
このことは、2019年以降もお互いのラグ

パークス、
マジーなどのNSWのカントリー地区は、面積63000平方

ビーでの友情や文化をより強固なものにすると確信しています。

km、
20万人以上の人口を抱えています。

私たちはカントリー地区の代表的な産業である農業にルーツをも

今年、23人の若い選手がタムワースで開催されるカントリー選手

つ、
「カントリー」
らしいタフなラグビースタイルです。私たちは、支えて

権と、
シドニーのカムデンで開催される州選手権でCW U12代表メ

くれる地域の方々を、
そして私たちのラグビーを通じて培った
「仲間」
や

ンバーに選ばれました。
この中でも特に情熱と夢を持ったメンバー16

「友情」
に誇りに思っています。

人が、横浜で開催される
「こどもワールドラグビーフェスティバル」
への

すべての家族、選手、
コーチが、
この
「こどもワールドラグビーフェス

チャレンジする名誉が与えられました。

ティバル」
というスペシャルなイベントに参加できたことを、主催者の

世界各地の国々の文化にふれて、知識を深め、お互いをより理解

みなさんに心からの感謝申し上げます。

S T U D E N T S & S TA F F

Bassingthwaighte Rex

Buesnel Hayden

Cleary Oscar

Clout Bede

Cornish Will

Gaden Ollie

Galick Jack

Jarrett Dom

Mcintosh Thomas

Mitchell Hugh

Moxey Will

Nixon Tama

O'mally Hugh

Smith Rolleston

Vaotangi Daniel

Walker Oliver

Coach

Robert Nixon
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Coach

Will Gaden
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St Ambrose College

England

ラグビーの母国イングランドからは、
プレミアリーグやイングランド、アイルランド代表を輩出している

「St. Ambrose College」
が参加。選手16名、
コーチ2名で参加してくれました。
St Ambrose Collegeは、
マンチェスター近くのヘールバーンズに

すべての年齢で長年にわたり、
イングランドトップの州立スクールと

ある、州立グラマースクールです。
プレミアリーグのグースターのマー

して強豪揃いのノーザン地区で競ってきました。今回、来日する7年生

ク・アトキンソン、
ハーレクインズのチャーリー・マルクロン、
ロンドン・

と8年生は全国のトップ5のチームになっています。選手全員がジュニ

アイリッシュでイングランド代表のファーガス・マルクロンとマイケル・

アワールドカップともいえる、
この大会でイングランドを代表してプレ

ウォーズリー、
セールのアイルランド代表のディラン・オグラディもOB

イするという意気込みで挑戦を楽しんでいます。

です。
また、現在のイングランドU18そしてスクール１軍のキャプテン、
ラファエル・キルケも卒業生です。

チームは地元や全国の企業によりサポートされており、私たちはそ
の支援に対して感謝したいと思います。

2016年にはU18チームがTwickenham Stadiumで行われた

ワールドカップイヤーであるこの年に、
「こどもワールドラグビーフェ

RFU Junior Vasee決勝に進み、Northampton Boys Grammar

スティバル」
という舞台で、子供たちがラグビーを最高にエンジョイ

Schoolに惜しくも僅差で敗れてしまいました。

し、
よいパフォーマンスを発揮してくれると確信しています。

S T U D E N T S & S TA F F

Armstrong Antonio

Baldwin Joseph

Beazley Lachlan

Bramhall Thomas

Brooks-Maher Dominic

Dutton Matthew

Grisdale Matthew

Heeds Jack

Kelly Luke

McGrath Dylan

O'Gara James

Olaloko Teni

Schofield Max

Tomlinson Aidan

Tomlinson Boyd

Woods Callum

Coach

Fitzsimon Mr M

Coach

Rush Mr P
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チームプロフィール
海外参加チーム

The Jakarta Komodos Junior Rugby Football Club

Indonesia

インドネシアからはジャカルタにあるThe Jakarta Komodos Junior Rugby Football Club。最後

に参加を表明してくれ、準備にあまり時間のない中、選手15名、
コーチ３名、
アテンドスタッフ２名そしてそ
の４歳になるお子様も来日してくれました。

The Jakarta Komodos Junior Rugby Football Club

した。実際にシンガポール、
マレーシア、
そしてタイのトーナメントへの

(JKJRFC)は、
1971年にISCIラグビーとしてスタートし、
今日ではジュ

定期的に参加し、
より広い地域でのラグビー発展に寄与しています。

ニアセクションだけで100人以上のプレーヤーがいます。

私たちはラグビーの発展を通じて、子供たちのさらなる成長を夢見

インドネシアのユースおよびジュニアのラグビープログラムには、3

ています。

歳から10代後半までの様々な能力のあるプレーヤーがいます
（U7、
U8、
U10、U12、U14男子、U16男子、U14女子）。
プレーヤーはいくつかの国籍が混在していますが、私たちのプレー
ヤーの多くはJagorawiにある JKRFCのトレーニンググラウンドを囲
むKarangganの地元の村の子供たちです。彼らは家族やスポンサー
企業に支えられて、練習に参加し試合に出場しています。
選手、家族、コーチそしてスポンサーの大きな支援に支えられ、
JKRFCはインドネシアでのラグビー発展の重要な役割を担ってきま

S T U D E N T S & S TA F F

Conor

Fandu

Ferry

Thomas

Tobey

Xavier

Agus Djamhoer

Coach

Coach

Rudi Steffens
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Harfi

Mischa

Nico

Patrick

Petrarca Rugby Junior ASD

Italia

北半球のSix Nationsに参加しているイタリアからは、
トップチームがイタリアのリーグTop12で数多く

の優勝を飾っている
「Petrarca Rugby Junior ASD」
のジュニアチームから、選手20名、
コーチ2名、

スタッフ2名の総勢24名で来日しました。

Petrarca Rugby Junior ASDはイタリアのパドヴァにあるラグ

（元フィジー代表）、Silao Leaega（元サモア代表）、現在はRhino

ビークラブで、1947年に設立されました。1948年3月からイタリアの

Rugby ItaliaのマネージャーであるWilly Allan（元スコットランド代

トップリーグに所属し、現在もイタリアのラグビーユニオンのトップの

表）
など多くの選手がこのクラブでプレイしてきました。

リーグであるTop12に参戦しています。

Petrarcaはイタリア代表に91名と最も多くのプレーヤーを輩出し

13度のリーグタイトルを獲得し、
そのうち11タイトルは1969 - 70

ています。

年シーズンから1986 - 87年シーズン、2010 - 11年シーズンにそし

クラブの施設
「Centro Geremia」
はヨーロッパで最高クラスです。

て昨年の2017 - 18シーズンに獲得をしています。
イタリア選手権で

現在、ジュニア部門の3人のヘッドコーチのひとりであるMauro

も3回の優勝を誇ります。

Bergamascoは、
ラグビーワールドカップで５試合、Six Nationsで

80年代と90年代には、David Campese（オーストラリア代

10試合に出場したプレーヤーです。

表）、Theuns Stofberg（元南アフリカ代表のキャプテン）、Rudolf
Straeuli（元南アフリカ代表。現在はライオンズのCEO）、Roger
Gould
（元オーストラリア代表）、Nicky LittleとSisa Koyamaibole

S T U D E N T S & S TA F F

Alessandro Savio

Alessio Ruzzante

Carlo Sadocco

Edoardo Francesco
Leon

Edoardo Marcello

Edoardo Mozzato

Edoardo Vallerini

Filippo Parzani

Francesco Martin

Giacomo Ghersel

Giacomo Messori

Jacopo Bonaldi

Leonardo Cappellini

Lorenzo Platino

Luca Zambonin

Marcello Rizzo Wayan

Mauro Meneguzzi

Nicola Meggiolaro

Coach

Nicolò Crivellari

Riccardo Nicoletto

Nicola Crivellari

President

Antonio Sturaro
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チームプロフィール
海外参加チーム

Christchurch Football Club

New Zealand

ニュージーランドからは最も歴史あるChristchurch Football Clubが選手13名、
コーチ5名で来日

しました。
このクラブはワールドカップで２大会（2011年、2015年）
でオールブラックスのキャプテン、
Ritchie McCawが育ったクラブとして有名です。

クライストチャーチ・パークを本拠地とし、
ニュージーランドの他の

はラグビーの他にNetballのジュニアとシニア部門があります。

どのクラブよりも知られており、
ブラックヒースに次いで世界で2番目
に歴史あるクラブとして試合を行いました。

CFC U12チームは、横浜で開催される
「こどもラグビーワールド
フェスティバル」
への参加を心待ちにしております。

1863年の創立以来、Ritchie McCawを含め、
このクラブから34
選手がオールブラックスに選ばれています。私たちはオールブラックス
を支え、
115年以上にわたって勝利に貢献してきました。
ジュニアのラグビー部門はU6からU13に20チームがありそれぞれ
のチームでラグビーを楽しんでいます。U11/10グレードはクイーンズ
タウン2018/2017大会で勝利し、
カンタベリーメトロではU11チー
ムが勝ち続け、U10チームもまた無敗を誇っています。
また、
クラブに
S T U D E N T S & S TA F F

PJ Palamo

Ned McCrystal

Ihaka Cate

Ngakau Nixon

Jack O’Rourke

Jacob Farrelly

Reuben Ngariki

Coach

Hunter Scott

Coach

Ned Leatua

Hiro Fuchigami

Coach

Gareth Woodbridge

Coach

Tere Ngariki- Head Coach
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Koby Harwood

Coach

Charles Harwood- Assistant Coach
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Charlie Woodbridge

Sam Findlay

Zinzan Bondarenko- Leatua

Marc Findlay

Dollar Academy

Scotland

4月17日、参加チーム中で最後に成田に到着したのはスコットランドから参加のDollar Academyです。

とても歴史ある学校からは選手15名、
コーチ3名が来日しました。

Dollar Academyは英国を代表する学校のひとつとして知られて
います。

インターナショナルレベルにおいて、Rory Lawson, Graeme
Morrisonがスコットランド代表に選ばれ、現スコットランド代表の

1818年に設立されたこの学校には、5歳から18歳までの約1200

キャプテンJc Barclayもこの学校の出身です。

人の男子生徒と女子生徒がいます。

U12チームはSteve Newtonの指導のもと、
ハンドリングスキルを

ラグビーにおいても英国を代表する学校のひとつであり、生徒はあ

重視したプレイスタイルで、
ラグビーを楽しんでいます。

らゆるレベルと年齢でゲームに参加することが奨励されています。才
能を育てることで評判があり、長年にわたり多くの国際的な選手を生

今回、
日本の
「こどもラグビーワールドフェスティバル」
でさまざまな
チームと対戦することに、
誰もが非常に興奮しています。

み出してきました。
コーチは元代表選手でU17代表コーチであるDon
Caskieがチームを率いています。

S T U D E N T S & S TA F F

Alexander Pettigrew

Angus Crockett

Angus Lumsden

Angus Wright

Callum Campbell

Fraser Keatch

Frederick Disborough

George McKie

Georgios Tachtatzis

John Hulme

Kieran Pritchard

Marc Thompson-Pueyo

Rio Arbuckle

Rory Purvis

Stuart MacKay

Steve Newton

Coach

Coach

Lynsey Allan

Coach

Donald Caskie
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チームプロフィール
国内参加チーム

交流戦参加の

Japan

日本チームの紹介

ラグビースクール」
「田園ラグビースクール」
「グリーンク
ラブラグビースクール」の4つのラグビースクールが、2
チーム編成で、海外チームと対戦しました。

横浜ラグビースクール

横浜YCラグビースクール

一言で紹介すると、“個性の展示会”ではないでしょうか。
日本代表を目指し練習も試合もストイックに取り組む選手、練習は嫌
いだけど試合は大好きな選手、練習も試合も嫌だけど仲間のサポート
をするのが好きな選手。
58名がそれぞれの個性を互いに尊重し、
自分たちの形のチームを皆
で作っていってます。
この大会の経験も間違いなく彼らの多様性を拡げてくれると思いま
すので、
どの様な変化を起こしてくれるか非常に楽しみです。

横浜YCラグビースクールは、1966年ごろ日本にラグビーを持ち込ん
だと言われる横浜カントリー＆アスレチッククラブ（YC&AC）
を活動の
拠点とするラグビースクールで、
その伝統を受け継ぎながらも和気あい
あいとしたスクールカラーの下で、楽しくのびのびと活動を行っていま
す。
「ラグビーを通じて健やかな身体とお友達と思い出をつくろう」
がス
クールの基本方針です。

キャプテンコメント

坪井 悠

世界のチームと交流することで、
ラグビーを身近
に感じ楽しんでくれる小学生が一人でも増えれば、
との願いを込めて、横浜最大のラグビースクールに
所属する私たちが、世界に大好きなラグビーを広
げていきたいです。

髙橋 怜皇

キャプテンコメント

横浜YCラグビースクールは1866年に日本で最
初にラグビーをプレイしたYC&ACのグランドを拠
点とし、
日々練習を重ねてきました。
この伝統を誇
りに、ラグビーワールドフェスティバルで歴史の
1ページを飾りたいです。

田園ラグビースクール

グリーンクラブラグビースクール

主な戦績 神奈川県ファイナルカップ優勝４回（第１回、
３回、
４回、
６
回）。横浜市青葉区、都筑区を中心に活動しております田園ラグビース
クールです。基本練習を中心に各レベルに合わせた練習に取り組んで
います。今回、
さまざまな国のチームと戦えるチャンスを頂いた事に感謝
し、練習の成果を一生懸命グラウンドで表現したいと思います。
代表者 会長：赤間 敏夫、校長：永田 雅人
所属人数：幼児～中学生220人
設
立：1992年

グリーンクラブラグビースクールは、
ラグビーを楽しむ大人たちが集
まったグリーンクラブが日本体育大学の協力のもと、横浜市の青葉区・
緑区地域を中心としたこどもたちにラグビーを通して、心身共に成長し
て欲しいという願いで活動をしております。
こどもたちの成長に携わるこ
とが出来る喜びこそが創立1976年以来43年に渡り当スクールを支え
てきた原動力です。生徒数も200名を越え、
スクール活動はますます充
実して参りました。

持田 寅吉

キャプテンコメント

ラグビーワールドカップ2019の決勝戦
が行われる素晴らしいグラウンドで、外国
の友達と試合が出来ることがとても嬉し
いです。心を一つにして皆んなでラグビー
を楽しみたいです。
宜しくお願いします。

14

横浜市内で活動する、
「横浜ラグビースクール」
「横浜YC
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西本 友哉

キャプテンコメント

Ｗ杯の決勝が行われる場所で、世界の仲間とラ
グビーを楽しめる機会を創って頂きありがとうご
ざいます。言葉は通じないかもしれませんが、
ラグ
ビー愛という共通した心で交流を深めたいと思い
ます。

神奈川県内で活動する多くのラグビースクールが、
4月20日の交流試合に参加しました。
① 麻生ラグビースクール
⑧ グリーンクラブラグビースクール

⑤ 神奈川ＤＡＧＳラグビースクール
⑬ 田園ラグビースクール

⑨ 相模原ラグビースクール

⑦ 川崎市ラグビースクール

⑩ さがみ・南ラグビースクール

⑲ 横浜ラグビースクール

⑰ 大和ラグビースクール
③ 海老名ラグビースクール

⑳ 横浜ＹＣラグビースクール

② 厚木ラグビースクール

⑥ 鎌倉ラグビースクール

⑭ 秦野ラグビースクール

⑱ 横須賀市ラグビースクール

⑮ 平塚市ラグビースクール
④ 小田原ラグビースクール
⑫ 茅ヶ崎ラグビースクール
⑯ 藤沢ラグビースクール

⑪ 逗子葉山ラグビースクール

こどもラグビーワールドフェスティバル 2019
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大

会

DAY1
（水）
4月17日

グラ フ

ィ

ティ

オーストラリアのCentral West Junior Rugbyチームが最初に成田空港に到着。それか

らイタリア
（Petrarca Rugby Junior ASD）、イングランド
（St Ambrose College）、
インドネシア
（Jakarta Komodos Junior Rugby Football Club）、
ニュージーランド

（Christchurch Football Club）が到着し、最後にスコットランド
（Dollar Academy）が
到着。

成田空港に着きチームバスで最初の宿
泊地になる川崎市青少年の家に向かいま

Australia

した。初めての日本ということもあり、
どの
チームも少々お疲れ気味。
また少し緊張気

到着一番乗りのオーストラリアチー
ム。コーチ以下、そろいのキャップと
今 回 のツアー の ためにそろえた
ウエアを身にまとい、元気にバスに
乗り込み宿舎へと向かいました。

味な様子も見受けられました。
多くのチームは、今回のツアーオリジナ
ルのウエアを身につけており、
フェスティバ
ルへの参加への期待感を感じさせました。
宿舎に到着すると大会の説明や宿舎で
の注意事項がスタッフからあり、
その後は
夕食をとり明日からの交流プログラムに備
え、
早めの就寝になりました。

元気に到着したイタリアチーム。日
本のペットボトルドリンクが珍しい
のかみんなで分け合っていました。

16

Italia
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チームメイトの妹
（ 4 歳 ）も 帯 同し
た インド ネ シ ア
チームです。

Indonesia

海外参加チーム6チームは、寝食を共にして初めての日本滞在を
楽しみました。文化体験やアトラクションなど、
さまざまな顔を見

せる日本の魅力に触れたことと思います。
どの国の代表選手よりも
早く、
ラグビーワールドカップ2019 TMの決勝の舞台となる日産

スタジアムの芝でのプレイは、
一生の思い出となるでしょう。

最も長旅のイングラ
ンドチームですが、
疲れも見せずに元気
に到着しました。

一番遅く到着したスコットラ
ンドチーム。移動のバスの
中で夕食のお弁当。馴れな
い箸で格闘していました。

England

Scotland

New Zealand

陽気なメンバーが多いニュージー
ランドは、
コーチも元気です。

チーム到着情報
● 
オーストラリア

シドニーからシンガポール経由 成田着8:00（前日の
16日15時にシドニーを出発して17時間をかけて到着）
● 
イングランド
マンチェスターからアブダビ経由 成田着13:00（前日
の16日の6:00にマンチェスターを出発して22時間をかけて到着）
● 
インドネシア ジャカルタから７時間半 成田着15:50
● 
イタリア ヴェネツィアからローマへ国内線移動 成田着10:30（前日の
16日にヴェネツィアを出発してローマへ。
ローマから12時間）
● 
ニュージーランド クライストチャーチからオークランド経由 成田着
16:50（オークランドから11時間）
● 
スコットランド エジンバラを出発しドーハを経由 成田着18:40（前日
の16日にエジンバラを出発してドーハを経由して18時間をかけて到着）
こどもラグビーワールドフェスティバル 2019
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DAY2
（木）
4月18日

来日２日目と3日目は、
６チームがそれ

行程
SAKURA （AM）
横浜ランドマークタワー
FUJI

ぞれチームSAKURA（オーストラリ

（PM）
公文国際学園

ア、ニュージーランド、インドネシア）
と

（PM）
八景島シーパラダイス、関東学院六浦中・高

コットランド）
の２班に分かれて、
それぞ

（AM）
練習
（保土ケ谷ラグビー場）

Mt.FUJI（イングランド、イタリア、ス

れ練習と文化交流が行われました。

この日から、滞在拠点を横浜市の野島
青少年研修センターに移動しました。

横浜ランドマークタワーへ向かい、
高さ296ｍの展望フロアから横浜
を眺望しました。
（4月18・19日）

八景島シーパラダイスでは、水
族館のバックヤードツアーや
遊園地でアトラクションを楽し
みました。
（4月18・19日）

ウ エ ル カ ム
パ ー テ ィ ー
4月18日
（木）は、
夕食後は海外参加

チームのウエルカムパーティーが開
催されました。
６チームが順番に紹

介され、コーチの挨拶そしてチーム
全員での出し物を披露しあい、大い

に盛り上がりました。
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DAY3

行程
SAKURA （AM）
練習
（保土ケ谷ラグビー場）

（PM）
八景島シーパラダイス、関東学院六浦中・高

（金）
4月19日

（AM）
横浜ランドマークタワー

FUJI

（PM）
公文国際学園

試合に向けて、軽めの
練習でコンディション
を整えました。

関東学院六浦中学校・高等学校で
は、生徒さんたちと英語の授業や書
道体験を行いました。体験授業後は
ラグビー部の生徒さんたちと練習
を行いました。
（4月19日）

代 表 者
会 議
4月19日（金）は、各チームの

コーチに集まってもらい、翌日
の試合でのルール、
スケジュー
ルの確認などを行いました。

日本のミニ・ラグビールールで
行われますが、各コーチとも明

日の試合に備えて真剣に話を
聞いていました。

こどもラグビーワールドフェスティバル 2019
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DAY4

試合第1日目。ラグビーワールド

カップ2019TMの決勝戦の舞台と

（土）
4月20日

なる横浜国際総合競技場にて、交
流戦とリーグ戦が行われました。

開会式の後、
午前中は神奈川県内の18ラグビースクー
ルも参加しての海外チーム６チームとの交流戦が行わ
れました。
日産スタジアムで海外のチームと試合をする
という選手達はとても素晴らしい体験をしました。
午後からは海外６チームと神奈川からの２チームが２
グループに分かれて１日目のリーグ戦を行いました。

開会式 次第
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会副会長
蓮沼 隆
神奈川県副知事 浅羽 義里
● 来賓あいさつ	三菱地所株式会社
ラグビーワールドカップ2019プロジェクト推進室長
渡辺 昌之
（敬称略）
●

開会式

主催者あいさつ

大会関係者らが見守る中、参加
チームがグラウンドに整列し開
会式が行われました。
お父さんがスコットランド出身と
いう司会のGAW（ガウ）
さんが、
英語と日本語をまじえながら進
行をしてくれました。

DJ KOO パフォーマンス
大会を盛り上げるエンターテイ
メントとして、大人気のDJ KOOさ
んによるDJパフォーマンスを行い
ました。高校時代はラグビーに夢
中だったというDJ KOOさんは、
ス
クリューパスで会場を沸かせたり、
こどもたちも大盛り上がりでした。
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シェイクハンズ・プログラム
試合が終わったあとは、敵
味方なく互いをたたえ合う
「NO SIDEの精神」。この
思いを大切にしたいと、今
大会は試合後にレフリーも
のと両チームキャプテンが
固い握手をし互いに健闘を
たたえ合いました。

ワールド・イン・ユニオン
元ラグビー日本代表キャプテ
ンの廣瀬俊朗氏が率いる
「スク
ラムユニゾン」
と、
ラグビーワール
ドカップのテーマソング「ワール
ド・イン・ユニオン」
を、参加チー
ムみんなで歌いあげました。

こどもラグビーワールドフェスティバル 2019
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DAY5
（日）
4月21日

リーグ戦の２日目。全体を通して、海外チームの強さが目立ちました。

リーグ戦終了後は、参加選手全員によるラグビークリニックを行いました。
閉会式後は、会場を移してフェアウエルパーティーが開催されました。

日本チームの選手は負けた悔しさで涙を流す選手もいました。
この日も毎試合後、
アフターマッチセレモニーとして対戦した両チームのキャプ
テンがスピーチし、相手を讃え合いました。
とても素晴らしいセレモニーです。
昼食を挟んで参加選手全員でのラグビークリニックが行われました。
閉会式が終わると海外チームの子供たちは日産スタジアムを後にして、
フェア
ウエルパーティーが行われるYC&ACへ移動しました。

閉会式
二日間のゲームを楽しんだ思
い出に浸るようにフランクな
雰囲気のなか、閉会式が行わ
れました。最後は、競技責任者
の川嶋さんの合図で、全員で
声をあわせ
「スリー・フォー・チ
アーズ」
のコールをしました。
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閉会式 次第
主催者あいさつ	こどもラグビーワールドフェスティバル2019
組織委員会会長 丹治明
横浜市副市長 小林一美
● 来賓あいさつ
日揮株式会社 執行役員 広瀬岳彦
● スリーフォーチアーズ 大会競技運営部長 川嶋信彦
●

キャンプ地視察のために来
日中の、スコットランド代表
ヘッドコーチのグレガー・タ
ウンゼント氏（右から2番目）
が、会場まで応援に駆けつ
けてくれました。

DAY6
（月）
4月22日

フライトの関係で、前夜に出発したインドネシアチームを除き、最終日
は、
それぞれのチームが帰国便に合わせて野島青少年研修センターを
出発しました。
イングランド、
スコットランド、
オーストラリア、
ニュージー
ランドのチームは、新横浜ラーメン博物館で昼食をとり成田空港、羽田
空港へ移動しそれぞれの国へ帰って行きました。

フライト情報
● 
オーストラリア

22日成田発17:05にてシンガポール経由シドニーへ帰国
22日成田発17:55にてドーハ経由でエジンバラへ帰国
● 
インドネシア 21日羽田発22:55にてジャカルタへ
● 
イタリア 22日成田発12:35にてローマ経由してヴェネツィアへ
● 
ニュージーランド 22日成田発18:30にてオークランドを経由してクライストチャーチへ
● 
スコットランド 22日成田発22:20ドーハを経由してエジンバラへ
● 
イングランド

こどもラグビーワールドフェスティバル 2019
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大 会

リ ザ ル ト

交流戦

（土）
4月20日

1日目スケジュール（午前）
日産スタジアム
グラウンド

Ａ面

Ｂ面
レフリー

第１試合

11:00～11:15
15分

第２試合

11:20～11:35
15分

第３試合

11:40～11:55
15分

第４試合

12:35～12:50
15分

第５試合

12:55～13:10
15分

第６試合

13:15～13:30
15分

オーストラリア 25

-

インドネシア 30

麻生

0
厚木・平塚市

-

0

ニュージーランド 45

-

オーストラリア 35

0
大和・さがみ南

-

インドネシア 30

5
小田原・秦野

-

5

ニュージーランド 75

藤沢

-

海老名

0

レフリー
イングランド -

北嶋

45

45

-

0

スコットランド 35

-

25

-

イタリア -

高井

20

横浜

5
横須賀市

-

5

スコットランド 55

相模原

5

イングランド -

杉浦

李

0

イタリア - 川崎市

李

大山

-

鎌倉

-

0

茅ヶ崎

中村

竹谷

小川

竹谷

中村

大山

※神奈川県のスクールと交流戦
（15分1本、海外チーム2試合、神奈川各スクール1試合）
※各試合終了後、
シェークハンズプログラムを実施
両キャプテンが挨拶、握手、
エール交換、全体写真
※レフリー6名、AR6名で対応

大会総評
4月20日
（土）、21日
（日）の交流戦・リーグ戦に向け、4月18日

チが指導する
「ラグビークリニッ

（木）、19日
（金）
に分かれて、保土ケ谷公園ラグビー場で事前練習

ク」を開催し、各国の練習にふれ

をしながら体を慣らし、
ルール説明を実施した。

グラウンド外でも、選手同士が

ラグビースクールを12チームに分け、海外6チームと交流戦を12

声を掛け合い、
チームジャージの

試合を行い、午後と翌日の午前中には、海外6チームと神奈川県内

交換や記念写真を撮ったりと、
ま

横浜市内に所属する4チームを2チームに分け、8チームをプール

さに大会を満喫していた、選手た

A・Bに各4チームずつに分けて、
リーグ戦を12試合実施した。

ちの笑顔が最高でした。

各チームとも熱の入った試合が繰り広げられ、
「シェークハンズプ

2日間の参加者は、神奈川県ラ

ログラム」
としてノーサイド後には、両キャプテンが挨拶、エール交

グビーフットボール協会の18ラグビースクールから、男子331名、

換、記念撮影を行い、互いの友情を深める価値ある企画となった。

女子24名の計355名、海外６チームから、男子94名、女子2名の

最終日の午後は、再度、神奈川県ラグビーフットボール協会の18
スクールと海外6チームがグループに分かれ、海外6チームのコー

24

ることができた。

大会初日の午前中は、神奈川県ラグビーフットボール協会の18
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計96名、
総勢男子425名、
女子26名、
451名の参加であった。
川嶋 信彦
（競技運営責任者）

リーグ戦

（月）
・21日
（日）
4月20日

1日目スケジュール（午後）
日産スタジアム
グラウンド

Ａ面

Ｂ面
レフリー

4／20
第1試合

14:40～15:07
12分-3分-12分

4／20
第2試合

15:10～15:37
12分-3分-12分

イタリア

-

ニュージーランド

0

-

北嶋

25

スコットランド

50

-

-

レフリー
オーストラリア - イングランド

日本１

20

杉浦

15

インドネシア - 日本２

小川

0

-

5

-

大山

20

※各試合終了後、
シェークハンズプログラムを実施
両キャプテンが挨拶、
握手、
エール交換、
全体写真
※レフリー6名、
AR6名で対応
（4／22はレフリー4名、
AR6名で対応）

※海外6チームと日本2チームのリーグ戦
※日本のチーム1は、
田園とグリーンの合同チーム
※日本のチーム2は、
横浜と横浜ＹＣの合同チーム

2日目スケジュール（午前）
日産スタジアム
グラウンド

Ａ面

Ｂ面
レフリー

第１試合
第２試合
第３試合
第４試合

10:00～10:27

Ａ

12分-3分-12分
10:30～10:57

Ｂ

12分-3分-12分
11:30～11:57

イタリア

5

12:00～12:27

Ｂ

12分-3分-12分

スコットランド

-

20

オーストラリア

-

インドネシア

55

-

0

Ａ

12分-3分-12分

-

イタリア

-

日本１

45

-

5

オーストラリア

85

-

-

0

日本２

レフリー

北嶋

Ａ

李

Ｂ

大山

Ａ

高井

Ｂ

ニュージーランド

95

-

イングランド

35
ニュージーランド

-

-

日本１

中村

5
-

日本２

半澤

5

- スコットランド

25

-

20

イングランド

-

インドネシア

40

-

杉浦
北嶋

0

リーグ戦終了後、
各国チームのコーチの指導に
よる
「ラグビークリニック」を
開催しました。

プールＡ

プールB
イタリア

イタリア
ニュージーランド
スコットランド
日本１

25－0
○

ニュージーランド
0－25
●

20－5

20－25

5－45

5－95

○

●

●

●

スコットランド

日本１

5－20

45－5

25－20

95－5

●

○

0－50
●

○

○

50－0
○

オーストラリア
オーストラリア
イングランド
インドネシア
日本２

15－20
●

イングランド
20－15
○

0－55

0－40

0－85

5－35

●

●

●

●

インドネシア

日本２

55－0

85－0

40－0

35－5

○

○

○
○

5－20

20－5

●

○
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フェアウエル
パーティー
日産スタジアムでのプレーののち、山手の「横浜カント
リー＆アスレチッククラブ（YC&AC）」
に会場を移して、大
会主催者・関係者も招いてのフェアウエルパーティーが行
われました。
日本人パイパー・小貫さんのオープニングアクトではじ
まったパーティーは、阿波踊りの練り歩きや、縁日といった
アトラクションもあり、
こどもたちは大喜びでした。
途中、各チームがステージにあがり、思い思いのスタイ
ルで感謝のメッセージを発表しました。
ニュージーランド
チームのハカや、
スコットランドチームのバグパイプ演奏、
キャプテンたちのなれない日本語での感謝の言葉など、思
いのつまったひとときでした。
また各チームからは、地元クラブの貴重なクラブジャー
ジーをはじめとする、
さまざまな記念品が大会主催者らに
贈られ、
その度に会場は大きな拍手に包まれていました。
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熱戦と互いの勇気を称

えあったフェアウエル
パーティー。
ともに未来

の再会を誓い合った、大
会最後の夜でした。

阿波踊り
「高円寺阿波踊り連合
会・吹鼓連」のみなさ
んによる踊りと鳴り物
による練り歩き。そし
て参加者のみなさん
との総踊りで大いに盛
り上がりました。

海外チームからの記念品（一部）
試合後のシェイクハンズ・プログラムではチーム同士が、
ちい
さな記念品の交換をしたり、
対戦の思い出を深めていました。
さらに、
チームを代表して、主催者や事務局には、
それぞれの
お国柄を表すような、
とてもすてきな記念品をいただきました。
ありがとうございます。
その一部を紹介します。

キャップ

ペナント

ウイスキー
（スコットランド）
木工品

タペストリー

こどもラグビーワールドフェスティバル 2019
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スポンサーパーティー
＆
コミュニケーション
今回、
はじめての試みとなった
「こどもワールドラグビーフェスティバル」
は、競技関係者の情熱に加え、三

菱地所株式会社さまを始めとする企業のみなさまのご支援なく実現できないものでした。大会に先立ち、
組織委員会メンバーとスポンサー企業のみなさまが一同に介し、交流できたことは非常に有意義でした。

また、
日産スタジアムでは関係者のみの観覧席や歓談スペースをご用意したり、昼食会（4/20のみ）
を行

うなど、
相互の交流や意見交換を深めました。

キックオフパーティー
●平成31年4月8日
（月）午後６時30分〜
●横浜カントリー＆アスレティッククラブ
●次第
主催者挨拶

（公財）
日本ラグビーフットボール協会 代表
横浜市 代表
神奈川県 代表

組織委員会委員

出席者紹介

スポンサー

出席者紹介、感謝状贈呈

乾杯

林敏之（開催都市特別サポーター 神奈川・横浜）

事業進捗報告

横浜市

歓談
ゲストスピーチ

代表キャップホルダー 林敏之、A.マコーミック、
松永敏宏

スポンサースピーチ 出席各社 代表
閉会挨拶

組織委員会 代表

（司会 川上みずき）
（敬称略）

28

こどもラグビーワールドフェスティバル 2019

こどもラグビーワールドフェスティバル 2019

29

実施・製作記録
製作物

PRツール

公式サイト
http://kids-rugby-fes.jp/

ツイッター
@kids_rugby_fes

ポスター
（A2：100枚）

チラシ
（A4：2500枚）

プログラム
（A4：20ページ 3000部）

インスタグラム
kids.rugby.fes

スポンサー
ツール

スポンサーボード
（可動タイプ）

スポンサーボード
（西コンコース・固定タイプ）

スポンサーバナー
（バックスタンド）

演出アイテム

タイトル看板
（西ゲート）

フラッグ
（500枚）

運営アイテム

Tシャツ
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スタッフジャンパー

ネームプレート

掲載記事

東京新聞 2019.04.21

読売新聞横浜版 2019.04.21

読売新聞 2019.04.20

朝日新聞夕刊 2019.04.20
朝日新聞夕刊 2019.04.20

朝日新聞 2019.04.18

毎日新聞 2019.04.18
読売新聞 2019.04.13

ラグビーマガジン7月号
「COME ON RWC 2019」

港北NTフリーマガジン
「Garden」
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参加チームコメント
インドネシア
KOMODO’Sがこの素晴らしいイベントに参加で

ニュージーランド
今回こどもラグビーワールドフェスティバルにニュージーランド代表として招待してくだ

きたこと本当に嬉しかったです。私たちは多くのこと

さったことを大変光栄に思っております。
こどもたちは大変貴重な経験をしました。
日本人

とって一生の経験であり、多くの想い出を持って帰

る姿を見せることができ、大変貴重な経験になったと思います。子供たちはニュージーラン

を与えてもらいました。
この経験は参加した子供に

の母親を持つ子供は母親の出身国で、祖父母や叔父、従弟たちにラグビーをプレーしてい

国しました。
日本滞在の５日間は忙しかったですがと

ドに戻ってすぐにシーズンが始まり、前半をもうすぐ終えるところですが、全戦圧倒的な勝

いと感じました。私たちは再びこのフェスティバルに

ました。
まだ11・12歳でありながら、13歳・14歳に混じっての試合になりますが、
こどもラ

ても楽しみました。
みなさんの運営がとても素晴らし
参加するために、
あなたからのお便りをお待ちしてお

ります。来年もまた参加できることを楽しみにしてい

ます。
すべてのKOMODO’Sのプレーヤー、
コーチ、
そ

してこどもたちの両親から
「ありがとうございました」

と申し上げます。

利を収めたことでこの度グレードアップが決まりまして、今週からU13カテゴリーに昇格し

グビーワールドフェスティバルで培った経験を生かして今シーズンも頑張ってもらいたいも
のです。
この度はこのような素敵な機会をいただけて、運営に関わったすべてのみなさまに
感謝いたします。
また来年以降もこのような大会がありましたら、是非とも参加したいので

お声掛けください。
ラグビーワールドカップ日本大会のチケットを購入したメンバーもいま

すので、10月に日本に行く子供たちもいます。今からとても楽しみです。

イタリア
このフェスティバルに参加できたことは私たちにとって大きな喜びで

あり忘れられない経験になりました。子どもたちは素晴らしい印象を

子供たちの夢を叶えてくれたことに感謝します。
このフェスティバルに

参加したことは子供たちにとって素晴らしいものでした。試合では初め

持って帰国しましたが、
その中でも日産スタジアムでプレーできたことが

て日本の子供たちと戦って、幸運にも勝利できたことは、
とても自信に

とは、素晴らしいことです。私たちも素敵なトーナメントを開催していま

験ができたことにとても感謝しています。来年もこのフェスティバルに参

最高でした。
こどもラグビーワールドフェスティバルに再び参加できるこ

す。
そして数年後にはこのフェスティバルのような国際大会を開催した
いと思っています。
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なったようです。
日本での時間はすぐに過ぎてしまいましたが、貴重な体
加をしたいと思っています。

メッセ ー ジ
日曜日
（4月21日）は朝から横浜に向かいました。
ラグビーワールドカップの決勝の舞
台、
日産スタジアムです。12歳以下の子どもたちによる
『こどもラグビーワールドフェスティ
バル』
をカバーするためです。
日本だけでなく、
オーストラリアやイングランド、
ニュージーラ
ンド、
インドネシアなど６カ国からもチームが参加し、
ラグビーを通した国際交流が活発に
行われていました。
こんな大会、初めてです。
イベントを提唱していたのが、第１回ワールドカップ日本代表チームのキャプテンだった
林敏之さんです。
ご承知、
日本ラグビーのレジェンドです。
ぼくがリスペクトを抱くというか、
心から尊敬する方です。
いつまでも少年の心を持ち、
「沸き上がる感動を」
と口にされてい
ます。
なぜ、
こんな活動をするのかというと、
ラグビーで受けた
「恩」
のお返しだと言います。次
世代への
「恩送り」
だと。
おそらく、子どもたちにとって、
この経験は宝物になるでしょう。異
文化に触れ、海外の子どもたちと友情の輪がひろがり、
ラグビーを満喫したのです。笑っ
て、泣いて。
リスペクトです。試合中、
けがした少年が担架で運び出されるとき、両チームの少年たち
が並び、手をたたいていました。
「よくやった」
「ナイスファイト」
「がんばってくれて、
ありがと
う」。
そんな拍手でしょうか。
ちょっぴり感動的なシーンでした。
試合後は、
ピッチ横で簡単なアフターマッチファンクションが行われていました。両チー
ムのキャプテンが感謝を口にし、
お互いのエールを交換するのです。
いい文化です。彼らは
何かを感じて帰国するのでしょう。
日本チームはニュージーランドに０－90で敗れました。泣いていました。
日本の少年は
この悔しさを胸に精進し、将来、
日本代表になって、
ニュージーランドに雪辱を果たす。
そん
なことが起きないとも限りません。
会場には、早大時代、”早明戦”で戦った明大同期の藤田剛さんも来ていました。往年の
名フッカーです。昔話に花が咲きました。笑った、笑った。
それにしても、
お互い、学生時代
のスクラムのひとつひとつをよく覚えているものです。
また元日本代表の大野均選手もいて、子どもたちを激励していました。
キンさんもこう、
漏らしました。
まぶしそうな目で試合を見ながら。
「子どもたちの一生の思い出になります
よね」。林さんも藤田さんもキンさんも、話をすると、
なぜか心が洗われるのです。純粋、誠
実だからでしょうか。
これもスポーツの力なのでしょう。

ノンフィクション作家、
日本体育大学准教授
松瀬 学
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