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調布市にある東京スタジアム(味の素スタジアム)では、
ラグビーワールドカップ2019の
開催12都市の中でも最多の8試合が行われます。調布市では、大会開催に向けてラグビー
熱が徐々に高まりつつあります。
ここでは、
ラグビーの魅力をたっぷりお伝えします。

世界のラグビーが
調布にやってくる！

問
■

ラグビー応援アンバサダー
@調布 ラガマルくん
調布市をはじめ、全国各地でラグビーを盛り上げ
るために日々活動しています。イベント会場などで見
かけたら、
ぜひ声を掛けてあげてください。

体験する

近隣で活躍するチームを知る

東芝 BRAVE LUPUS

オリンピック・パラリンピック担当 ☎481−7447

体験する

調布ラグビークラブ

ブレイブルーパス

まちなかラグビー

「調布ラグビークラブ」
は、
ラグビーを通じて、子どもたちの礼儀や人を
思いやる心を育てるため、
また、調布にラグビーの魅力を広めるために
活動しています。今回は、
同クラブ代表の瀧柳さんにお話を伺いました。

ラグビーを気軽に体験できるイベントで、調
布駅前広場などで不定期に開催しています。
3人対3人でプレーし、
タックルの代わりにタッ
チで相手の動きを止めます。安全・簡単なルー
ルで、子どもから大人までラグビー未経験者で
も参加できます。

©アフロスポーツ

日本ラグビー最高峰のリーグであるジャパンラグビートップリーグ。16チームが参戦する中で
最多優勝５回を誇るチームが、
府中市に本拠地を置く東芝ブレイブルーパスです。
今回は、
第一線で活躍する同チームの日本代表候補の德永選手・元日本代表主将の廣瀬コーチにお話を伺いました。

一緒にラグビーを
楽しみましょう
「調布ラグビークラブ」代表

よし たか

德永 祥尭選手
1992年生まれ。関西学院高
校 、関 西 学 院 大 学 出 身 。ポジ
ションはナンバーエイト、
フラン
カー。高校時代は全国ベスト4
進出、大学時代は関西大学リー
グ優勝。2016年リオデジャネ
イロ五輪では、7人制日本代表
に選出されベスト4進出。

インタビューはテレビ広報ちょうふ
1月10月号で放送するラガよ！
このほかにも、
ラグビーの魅力が
詰まったお話がたくさん。
ぜひ観てラガねー！

―ラグビーを始めたきっかけを教えてください
ラグビーを始めたのは小学校１年生の時です。
当時から体が大きかったため、
スポーツで発散で
きるようにと親に連れられてクラブチームへ行っ
たことがきっかけです。
ラグビーにはパスがあり、
キックがあり、
コンタ
クト
（相手との接触）
があります。
コンタクトの中に
は「ハンドオフ」や「ステップ」などのスキル（技
術）
があります。それらを使って相手を抜くことが
できた時の気持ち良さから、のめり込むようにな
りました。
―東芝ブレイブルーパスはどんなチームですか
力強いラグビーが大きな特徴ですが、他の
チームと比べて日本人選手が多いことも特徴で
す。
スクラムを組むフォワードの選手や、走ったり
ボールをパスするバックスの選手など、外国人選
手のパワーにも負けずに前に出て、素早さやス
キルを活かして戦うところに注目してほしいで
す。
これからも自分たちのやりたいラグビーを体
現できるように頑張ります。
―調布市民の皆さんに一言
いよいよ、今年の9月にラグビーワールドカッ
プが東京スタジアムで行われます。選手同士の
体と体がぶつかり合う様子は非常に迫力があり
ますので、ぜひ会場へ足を運んで応援してくださ
い。

J:COM（デジタル111ch）
「テレビ広報ちょうふ」

とし あき

廣瀬 俊朗コーチ
1981年生まれ。北野高校、慶
應義塾大学出身。
高校、大学、東芝ブレイブルー
パス、日本代表でキャプテンを
歴任。ラグビーワールドカップ
2015日本代表メンバー。ラグ
ビーワールドカップ2019アン
バサダーとしても活動。

〈新春号〉 1月1日〜9日 市長、議長、木島平村長の新年のあいさつ
〈10日号〉 1月10日〜19日 「ラグビー特集」

―ラグビーを始めたきっかけを教えてください
５歳の頃にラグビーが好きな親の影響を受け
て始めました。そこで仲間ができて、楽しくプレー
をしているうちにラグビーを好きになりました。
―ラグビーのどういったところが好きですか
初対面でも、
ラグビーをやっていたことがわか
るとその話で盛り上がり一気に仲良くなれたり、
試合が終わればノーサイドの精神で皆友達にな
れるところです。
また、誰にでも活躍できるポジションがあり、
自
分には真似できないことをやっている人がいる、
そこに尊敬を覚えたり…ラグビーのそういった精
神がすごく好きです。
―ラグビー観戦の見どころを教えてください
選手がぶつかり合う音や迫力が大きな魅力だ
と思います。
また、
スピーディーに動くボールだっ
たり、ボールを持っている人のステップの動き
だったり、上手くパスを回す人がいたり、選手がそ
れぞれ持っている個性や得意な技に着目するの
も面白いです。
―調布市民の皆さんに一言
ラグビーの試合は、生で見るだけでなく、
ファン
ゾーンでイベントを楽しんだり、ボランティアとし
て支える側になったり、
さまざまな楽しみ方があり
ます。
また、
ワールドカップの来訪者は、滞在日数
が長いので、会場周辺を観光して周ると思いま
す。街で観光客や選手を見かけたときは、声を掛
けてあげることも大事です。
スポーツを通じて人
生が豊かになり、楽しい時間を過ごすことに繋が
ればいいと思います。

放送時間 毎日正午〜、午後４時〜、８時〜（各30分）
※特集番組により、放送時間が変更になる場合があります

調布ラグビークラブ

瀧柳 伸央さん

日 毎週土曜日午前 9時〜11時
■
所 サレジオ教会グラウンドほか
■
対 小学校 1年生〜6年生
■
※女子も参加可。他のスポーツと掛け持ちも歓迎
問
HP、
■調布ラグビークラブ■
フェイスブック参照

―クラブ設立のきっかけを教えてください
ラグビーワールドカップ2019の開催が決まり、
「調布でできることはないか」
「 サッカーワールド
カップの時のようにキャンプ地を誘致できない
か」
と思いました。
ラグビーチームがない調布でラ
グビーの魅力をどのように伝えようかと考えた時
に、子どもたちを集めてタグラグビー※を教えてい
こうと思ったことがきっかけでした。
―なぜタグラグビーを教えることにしたのですか
ラグビーはコンタクト
（相手との接触）があり敬
遠されがちなので、ボールを持って自由に走り回
れるラグビーの魅力を伝えるため、
コンタクトがな
いタグラグビーを教えることにしました。
子どもた

ラグビーワールドカップ 2019
東京スタジアム試合日程
9月 20日 (金 )／開幕戦：日本対ロシア
9月 21日 (土 )／フランス対アルゼンチン
9月 29日 (日 )／オーストラリア対ウェールズ
10月 5日 (土 )／イングランド対アルゼンチン
10月 6日 (日 )／ニュージーランド対ナミビア
10月 19日 (土 )／準々決勝 2
10月 20日 (日 )／準々決勝 4
11月 1日 (金 )／3位決定戦

ちに丁寧に教えて、楽しそうにプレーする姿を見ると
やりがいを感じます。
―ラグビーワールドカップ 2019への思いは
スタジアムでは、体の大きな選手のスピード感や
ものすごい音でぶつかりあうプレーを間近で見るこ
とができます。満員の東京スタジアムで各国の代表
チームの試合を観るのが待ち遠しいです。
―今後の展望を聞かせてください
ワールドカップの試合を観て、ラグビーに興味を
持った子どもたちを受け入れられる場所を作ってい
ければと思っています。サッカーやリトルリーグと並
ぶよう、
調布にラグビーを根付かせていきたいです。

大会を楽しむ
ファンゾーンで一緒に盛り上がろう
調 布 駅 前 広 場とグリーンホールが、
ファンゾーンの候補地になっています。

ファンゾーンとは？
大勢の来場者が一緒になって、パブリックビューイングや
ラグビー体験などを楽しむことができる場所です。大会期間
中に開催都市に設置され、大会チケットの有無にかかわら
ず、無料で入場することができます。

※

タグラグビーとは？
タグラグビーは、タックルなどの人とぶつかるよう
なプレーがありません。パスなどの基本的なルールは
ラグビーと同じですが、ボールは一回り小さいボール
を使います。
ラグビーよりも安全で、年齢に関係なく、
親子でも一緒に楽しめます。

ラグビーワールドカップ 2019日本大会
東京スタジアム観戦ガイド
ラグビーの簡単なルール解説
などを掲載しています。試合観
戦などの際にご活用ください。
配架場所／市役所2階総合案内所、
総合体育館などのスポーツ施設、各
図書館などの公共施設

〈新年市長インタビュー〉1月1日 午前9時45分〜、11時45分〜、午後4時〜、9時〜 2日・3日 午後1時30分〜、4時〜、9時〜
調布FMの放送は、インターネットでも聴くことができます。詳細は調布FMの をご覧ください。

