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     「HARD」

2020ムロオ関西大学ラグビーAリーグ第 2節 vs摂南大学

　　　　　　　　［特別企画］

メンバーの注目プレー
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2021ムロオ 関西大学ラグビーAリーグ第 3節 vs関西大学



○

Oddリーグ

Evenリーグ
※近畿大学順位決定戦出場辞退

最終順位
1位　天理大学
2位　同志社大学
3位　京都産業大学
4位　関西学院大学
5位　立命館大学
6位　摂南大学
7位　関西大学
8位　近畿大学

順位決定戦



KANSAIDAIGAKU RUGBY ALEAGUE 2021

注目プレー紹介MEMBER

#1 浅井 海翔
KAITO ASAI

学年 :3年生
ポジション :PR
趣味 : 映画鑑賞
★注目プレー : ハンドリング

#1 浅井 海翔
KAITO ASAI

学年 :3年生
ポジション :PR
趣味 : 映画鑑賞
★注目プレー : ハンドリング #2 舘山 颯人

HAYATO TATEYAMA

#2 舘山 颯人
HAYATO TATEYAMA

学年 :3年生
ポジション :HO
趣味 : サウナ
★注目プレー :
安定感のあるセットプレー

#2 舘山 颯人
HAYATO TATEYAMA

#3 齊藤 遼太
RYOTA SAITO

学年 :4年生
ポジション :PR・LO
趣味 :YouTubeを見る
★注目プレー :
安定感のあるスクラム

齊藤 遼太
YOTA SAITO

PR・LO
ubeを見る
ー :
るスクラム

#2 舘山 颯人

#4 入江 元気
GENKI IRIE

学年 :3年生
ポジション :LO・FL
趣味 : サッカー鑑賞
★注目プレー :
アグレッシブなプレー

4 入江 元気
GENKI IRIE

3年生
ョン :LO・FL
サッカー鑑賞
プレー :
ッシブなプレー

#2 舘山 颯人
HAYATO TATEYAMA

#5 藤井 崇弘
TAKAHIRO FUJI

学年 :1年生
ポジション :LO
趣味 : 音楽を聴くこと
★注目プレー :
激しいBDワーク

崇弘
O FUJI

#2 舘山 颯人
HAYATO TATEYAMA

#6 稲垣 直希
NAOKI INAGAKI

学年 :1年生
ポジション :FL
趣味 : 音楽を聴くこと
★注目プレー :
縦に鋭いボールキャリー

直希
AGAKI

ー

#2 舘山 颯人
HAYATO TATEYAMA

#7 魚谷 勇波
ISANA UOTANI

学年 :4年生
ポジション :FL
趣味 : 絵を描くこと
★注目プレー :
BD周りの仕事人、繊細なプレー

勇波
UOTANI

なプレー

#2 舘山 颯人
HAYATO TATEYAMA

#8 松田 進太郎
SHINTARO MATSUDA

学年 :4年生
ポジション :No.8
趣味 :YouTubeでお笑い鑑賞
★注目プレー :
AT、DF共に力強いプレー

#8 松田 進太郎
SHINTARO MATSUDAAAAAAAA

学年 :4年生
ポジション :No.8
趣味 :YouTubeでお笑い鑑賞
★注目プレー :
AT、DF共に力強いプレー

#2 舘山 颯人
HAYATO TATEYAMA

#9 橋詰 学
MANABU HASHIZUME

学年 :4年生
ポジション :SH
趣味 : 読書
★注目プレー :
力強いタックルと運動量

#9 橋詰 学
MANABU HASHIZUME

学年 :4年生
ポジション :SH
趣味 : 読書
★注目プレー :
力強いタックルと運動量



#2 舘山 颯人
HAYATO TATEYAMA

#10 齊藤 綜馬
SOUMA SAITO

学年 :2年生
ポジション :SO・CTB
趣味 : サウナ
★注目プレー : 力強いキック

齊藤 綜馬
UMA SAITO

CTB

強いキック
#2 舘山 颯人

HAYATO TATEYAMA

#11 奥平 湧
YU OKUDAIRA

学年 :4年生
ポジション :WTB・FB
趣味 : 映画鑑賞
★注目プレー :
華麗なステップ

#11 奥平 湧
YU OKUDAIRA

学年 :4年生
ポジション :WTB・FB
趣味 : 映画鑑賞
★注目プレー :
華麗なステップ

#2 舘山 颯人
HAYATO TATEYAMA

#12 松本 壮馬
SOMA MATSUMOT0

学年 :1年生
ポジション :CTB
趣味 : お香を焚くこと
★注目プレー :
力強いタックル

2 松本 壮馬
SOMA MATSUMOT0

年生
ン :CTB
香を焚くこと
プレー :
タックル

#2 舘山 颯人
HAYATO TATEYAMA

#13 冨岡 周
AMANE TOMIOKA

学年 :2年生
ポジション :CTB
趣味 : 身体のケア
★注目プレー :BDファイト

3 冨岡 周
AMANE TOMIOKA

年生
ン :CTB
体のケア
レー :BDファイト

#2 舘山 颯人
HAYATO TATEYAMA

#14 伴井 亮太
RYOTA TOMOI

学年 :4年生
ポジション :WTB・FB
趣味 : 音楽を聴くこと
★注目プレー :
会場を魅了するステップとラン

#14 伴井 亮太
RYOTA TOMOI

学年 :4年生
ポジション :WTB・FB
趣味 : 音楽を聴くこと
★注目プレー :
会場を魅了するステップとラン

#2 舘山 颯人
HAYATO TATEYAMA

#15 奥谷 友規

学年 :4年生
ポジション :WTB・FB
趣味 : ゲームをすること
★注目プレー :
誰にも負けない体幹とステップ

#15 奥谷 友規

学年 :4年生
ポジション :WTB・FB
趣味 : ゲームをすること
★注目プレー :
誰にも負けない体幹とステップ

YUKI OKUTANI

#17 大東 将也
MASAYA DAITO
東 将也也

A DAITOO

学年 :3年生
ポジション :PR
趣味 :ツーリング
★注目プレー :
力のあるスクラム

#16 平生 翔大
SHODAI HIRAO

学年 :1年生
ポジション :HO
趣味 :食事をすること
★注目プレー :ボールキャリー

#177 大東
MASAYA

学年 :3年生
ポジション :PR
趣味 :ツーリング
★注目プレー :
力のあるスクラム

#16 平生 翔大
SHODAI HIRAO

学年 :1年生
ポジション :HO
趣味 :食事をすること
★注目プレー :ボールキャリー

#18 豊永 慎之佑
SHINNOSUKE TOYONAGA

学年 :2年生
ポジション :PR・HO
趣味 :映画鑑賞
★注目プレー :
パワーのあるスクラム

#18 豊永 慎之佑
SHINNOSUKE TOYONAGAAA

学年 :2年生
ポジション :PR・HO
趣味 :映画鑑賞
★注目プレー :
パワーのあるスクラム

#19 中道 優斗
YUTO NAKAMICHI

学年 :4年生
ポジション :LO・No.8
趣味 :読書をすること
★注目プレー :
丁寧なボールキャリー

#19 中道 優斗
YUTO NAKAMICHI

学年 :4年生
ポジション :LO・No.8
趣味 :読書をすること
★注目プレー :
丁寧なボールキャリー

#20 野矢 健太郎
KENTARO NOYA

学年 :2年生
ポジション :LO・No.8
趣味 :音楽を聴くこと
★注目プレー :豊富な運動量

野矢 健太郎郎
NTARO NOYA

・No.8
こと
豊富な運動量

#21 坂原 春光
HARUHIRO SAKAHARA

学年 :3年生
ポジションSH・SO・FB
趣味 :銭湯に行くこと
★注目プレー :ゲームメイク

SAKAHARAAAAAAAAAAAAAA

・FB

メイク

#22 山本 快
KAI YAMAMOTO

学年 :1年生
ポジション :CTB
趣味 : スポーツ観戦
★注目プレー :
アグレッシブなプレー

本 快
MAMOTO

#23 川村 祐太
YUTA KAWAMURA

学年 :1年生
ポジション :CTB
趣味 : スポーツ観戦
★注目プレー :
激しいコンタクト

村 祐太
AWAMURA

戦



ス

　ターンオーバーがチャンス！！

   　ターンオーバーが起きると、ディフェンス側とアタック側が入れ
替わります。 新しいアタック側 ( ディフェンスであった方 ) は、敵陣
に攻め込む絶好のチャンスです。反対に新ディフェンス側は不利とな
ります。トライやビックゲインに繋がる可能性が高いので、注目ポイ
　ントとなっています！！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　チームブースに立寄ろう！！！

　関学ラグビー部のブースでは、チケットやグッズの販売、イーグルマガジンの
配布、ファンクラブの入会手続きなどを行っています。   大人気のﾞテディベア゛
も再販しておりますので、ぜひお立ち寄りください！！

コンバージョンキックの時は静かにしよう！

　観戦時に注意したいのがキックの際のマナーです。ペナルティーキックやトライ
の後のキック時には、静かに見守るというのがマナーになっています。

　メインスタンドとの違いは、屋根やイスがない可能性があることです。雨の日は雨
具が必須です。 また、メインスタンドよりもグラウンドとの距離が近いことも多いため、
臨場感を感じることができます。

　テレビ中継では見ることが出来ない角度からラグビーを楽しむことができます。
また、自分に向かって攻めてきているような迫力も感じることができます。メイ
ンスタンドやバックスタンドから観戦するよりも誰がおとりで走って、誰から誰
にパスしたというのが分かりやすいです。

　初めてラグビー観戦に行く方はメインスタンドの前方がオススメです。前方で
観ると、選手達のぶつかる音や声もよく聞こえるので、ラグビーの激しさが伝わ
ってきます。全体を観たい場合は後方に座ることをオススメします。

バックスタンド

メインスタンド

サイドスタンド

KG RUGBY

　ラグビー観戦に必要な持ち物

折りたたみ式座布団 飲食物 雨ガッパ 双眼鏡 防寒グッズ帽子

おすすめの観戦席

応援グッズ

ラグビー観戦のPOINTPOINT

関学ラグビー部と
一緒に会場を

に染めよう！



ラグビー観戦の参考に
してみてください！





スクラムを組む時に、最前列 3人の中の両端に

位置する選手で、相手と直接組み合うスクラムの

要です。体重が重く、がっしりとした体型の選手

が多くいます。

　スクラムを組む時に、最前列 3人の中央でスク

ラムをコントロールする選手です。スクラムハー

フが投入したボールを足でかきだす役割を担うた

め、器用さも求められます。ラインアウトではボ

ールを投げ入れる役も担うことが多いです。

　ラインアウト時はジャンパー、キックオフでは

蹴られたボールのキャッチャーを担うことが多い

ため、長身の選手が多く務めます。体格を利した

突進もチームの武器となります。

　スクラム時はフォワードを後ろから支え、バッ

クス陣が攻撃している時にはサポートとして走り

回る、大変体力のいるポジションです。
　フォワードを最後方からコントロールし、統率

する選手です。体の大きさ、スピード、的確な判

断力など総合的に高い能力が求められます。また、

攻守においてチームの中心となる、大変重要なポ

ジションです。

　フォワードとバックスの繫ぎ役で、的確で正確

な判断力が必要です。また、常にボールと共に動

き、攻撃のリズムを作ります。体が小さくても充

分に活躍できるポジションでもあります。　バックスの攻撃の起点となる、チームの司令塔

的なポジションです。相手のディフェンスに狙わ

れることが多いので、タックルや当たりに屈しな

い肉体が求められます。

　バックスの両端で、多くのトライを得ることが

求められるポジションです。チームの中で最もス

ピードのあるプレーヤーが担うことになります。

スピードだけでなく、瞬発力やスタミナも必要で

す。

　チーム最後尾でバックス陣を統率し、ディフェ

ンスラインの最後の砦となるボジションです。キ

ックをすることが多いため、正確なキック力も必

要とされます。

　タックルをする機会やウイングのトライをアシ

ストすることが多い、縁の下の力持ちのようなポ

ジションです。スピードとパワーだけでなく、突

破力とディフェンス力も必要です。





KWANSEI GAKUIN RUGBY FOOTBALL CLUB
2021 FANCLUB

[ プレミアム会員 ][ レギュラー会員 ]

・入会特典 (Tシャツorタオル )
・ブログ閲覧
・会員証 (新規入会者のみ )
・会員限定価格チケット販売
・会員限定色テディベア購入権
・会員限定イベント

年会費￥3000
- 特典内容 -- 特典内容 -

・ブログ閲覧
・会員証 (新規入会者のみ )
・会員限定色テディベア購入権
・会員限定イベント

年会費

FREE

入権
ント

アクセスはこちら→
公式通販ショップ FANCLUB Twitter Instagram Facebook TikTok

Kwansei Gakuin Rugby Football ClubKwansei Gakuin Rugby Football Club
公式通販ショップ公式通販ショップ

マスク
(サイズ :M/L/LL)

ユニフォーム型ストラップ ラバーバンド

¥1,700( 税込 ) ¥500( 税込 ) ¥500( 税込 ) ¥1,200( 税込 )

ーバンド

00( 税込 )00( 税込 )

マスク
(サイズ M/L( サイズ :M/L

¥¥1,700( 税1 700( 税

ユニフ ム

¥50

ム型ストラ プ ラバ

50

L/LL)L/LL)

税込 )税込 )

ユニフォーム

¥50000

ム型ストラップ

0( 税込 )

¥500( 税込 )2021　　
リーグポスター

NEW

¥500( 税込 )500( 税込 )ーグポスター
年度

テディベア(ストラップ)

¥2,000( 税込 )

ファイル タオル トートバック(小 ) トートバック(大 ) ユニフォーム Tシャツ

¥600( 税込 )
※セット販売のみ ¥1,800( 税込 ) ¥1,200( 税込 ) ¥2,000( 税込 )

YEARBOOK 2021-2022

¥1,000( 税込 )

NEW

フラッグ

NEW

通販特典
(選手サイン入り写真)( サイズ :S/M/L/XL)

¥3,900( 税込 )

ツ
((

ユニフォーム Tシャツフォ ム Tシャツ
(サイズ :S/M/L/XL)

¥3,900( 税込 )込 )

,200( 税込 )¥1¥1¥ ,

フラッグフフフフラッグフ ッ



定価：¥1,000( 税込 )

2021-2022 SEASON
OFFICIAL YEARBOOK
KWANSEI GAKUIN RUGBY FOOTBALL CLUB

見どころ①

OBトップリーガーに気になるポイントを質問攻め！
他では絶対に見られないコンテンツ！
ラガーマンもラグビーファンも必見です！

現役学生が気になるトップリーガーの本音

見どころ②
選手に密着 !!１日のスケジュール (大学編/高等部編 )

文武両道の関西学院でラグビーをする選手の1日に密着！
下宿学生のご飯は？勉強は？空き時間の過ごし方は？
全てのギモンにお答えします！

公式通販サイトにて販売中！

詳しくは 関学ラグビー部 通販 で検索！部関学ラグビー部 通販 で検索！

送料無料！

ON SALE!!ON SALE!!

←こちらからもお買い求めいただけます。



公式戦応援コール公式戦応援コール
ゲーム開始前

スクラム 

トライ

ゴー、関学、ゴー！
(ゴー、関学、ゴー！ ) ｝×3

｝×2

×2

①○○！△△！□□さん！　×2
　※○○、△△、□□には、背番号１・２・３の順で名前が入り、
　3番目はフルネームです！
　例：浅井、舘山、齊藤遼太さん！

②押ーしたって！ (関学っ )　×2
　関学スクラム 押したってー！

③押したって！押したって！押したってー！
　(押したって！押したって！押したってー！ )

①T・R・Y！トライ！　×3
　T・R～ワーイ！

③パン・パパッ　×2

　パン・パパッ！パッパッ！KG～！　×2

②KGイーグル！
　(トライ！トライ！トライ　トライ　トライ！ )
　T・R・Y！ ( トライ！ )　×2
　T・R～ワーイ！

×2



ピンチ•チャンスの時 

♪ご一緒に歌ってください

～アイシテルゼカンガク～

オレ達がついてるぜ 関学
伝えたいこの思い 愛してるぜ 関学

～アルプス一万尺～

アルプス一万尺　勝利を信じて　ガンガン行こうぜ！
関学の勢いは止められない！
ラーラララララララ・・・

New
コール






