
堺から日本全国へ 

指導者紹介 
①名前（役職、H29 担当学年） ②生年月日 ③居住地 

④指導者歴 ⑤現役時代のポジション ⑥スクール生・保護者へ 

①隅田
す み だ

輝
てる

雄
お

 (前校長、小２

担当) ②S25.3.22 

③堺市美原区 ④３２年目 

⑤スクラムハーフ 

⑥ 堺ラグビースクールが今年で32年目を迎

えることができるのは、そんなに易しいこと

ではありません。重大な事故を起こして「二

度と起こしません!!」と誓って活動を再開し

たことを忘れてはなりません。 

  スクール生・指導者・保護者が皆それぞれ

の役割をしっかりと果たして、堺ラグビース

クールの安全を見守っていきましょう。 

 

①枝川
えだがわ

 勝
まさる

(会計監査・小２

担当) ②S25.12.1 

③堺市北区 ④３２年目  

⑤プロップ・フランカー 

⑥  “能力の差は小にして、努力の差は大”という教

えがあります。目標を立てて、自分の得意な所は伸

ばし、苦手な所はより強くするために日頃の生活の

中で自ら努力して、ラグビーが好きになるよう継続

してください。 

  保護者の皆さん、私がラグビーに出会って５０年

経ち、スクールで最初に指導した４年生の生徒が今

年で４１歳になります。ラグビーはキャプテンの元

にチームが１つとなり、目標に向けて取り組む姿勢

は、将来に非常に役に立つと考えます。その支援を

するのが、保護者の皆さんですので、今後とも生徒

の為、スクールの為にご協力をお願いします。 

①花井
は な い

健治
け ん じ

 (シニアアドバイ

ザー、小４担当) 

②S30.7.4③堺市西区 

④31 年目⑤スクラムハーフ 

⑥ 何事に対しても一生懸命に向かう心構え

を堺ラグビースクールで学んでください。一

生懸命に何事にも向かっていくと、必ず最後

には楽しいことが待っています。何事も最初

から楽しいことはありません。毎日の積み重

ねです。体と心を強く！！ 

①坂根
さ か ね

嘉則
よしのり

 (シニアアドバイ

ザー、中学担当) 

②S30.4.16 ③堺市北区 

④３２年目⑤スクラムハーフ 

⑥ あいさつができる子を育てたい。それを家

庭でもお願いしたいと思う。 

  また、ラグビーを通して友だちをいっぱい

作ってほしいと思う。 

 新年度がスタートしました。昨年度より新体制が発足し、これまで継続して取り組んでいる

ことや新しい取り組みにチャレンジしながら、何とか 1 年を過ごすことができました。今年度

も本スクールが再開の条件として誓った『生徒の安全を最優先にする』『安全には妥協しない』

を遵守して、子どもたちにラグビーの楽しさと厳しさを伝えたいとともに、心身の健全な成長

を支援していきたいと思います。 

 そのために、今年度も指導者・生徒はもちろん、保護者も堺ラグビースクールの一員である

ことの誇りと自覚、すなわち“堺プライド”をしっかりと共有していただき、他のスクールの

見本となるスクールを目指したいと思います。それには“感謝する気持ち”が大事だと考えま

す。それを、指導者と一緒になって態度で示せるよう、日常生活においても子どもたちの良き

見本となってください。 

いよいよワールドカップ日本開催も近づいてくる中、「ラグビーっていいね！」という雰囲気

を堺から日本全国へ盛り上げていけるよう、今年も本スクールの活動にご理解とご協力のほ

ど、よろしくお願いいたします。        （堺ラグビースクール校長  奥田謙司） 



【２０１８年度 運営・指導体制】（2018.4.1 現在） 

 役職・担当 氏 名（敬称略） 

運
営
体
制
（
運
営
委
員
会
） 

校 長  奥田 謙司 

副校長  宇都宮 正和・吉村 光則 

事務局 （小学部）宇都宮 正和 （中学部）中村 達雄 （次長）川瀬 和義 

会 計  安達 直光         会計監査  枝川  勝・保護者会会長 

安全対策委員会 （正）中村 八示 （副）柳楽  剛 

医務委員会 （正）西澤  徹 （副）任  誠雲・奈良 俊二・辻  大介 

            保護者委員（元橋・板野・北岡） 

総務委員会 （正）西川 隆史 （副）前田  太・山口  剛 

広報委員会 （正）藤岡 俊英 （副）保護者委員 

指導委員会 （正）武田 芳明 （副）松永 修二・中村 達雄 

顧 問  大毛 十一郎〔堺市議会議員〕 小倉 禎則〔ダイキン工業〕 

参 与  中西 克治・杉江 尚武・尾原 善和・隅田 輝雄 

相談役  花井 建治・丸橋 真澄・坂根 嘉則 

指
導
体
制
（
○リ
リ
ー
ダ
ー
・
○サ
サ
ブ
・
○安
安
全
対
策
） 

幼 児 

○リ西川 隆史 ○サ柳楽  剛 ○安原山 邦年 

安田  実・青山 雷太・河村 武良・小間明百美 

奥田 謙司・尾原 善和[医務]  

小学部１年 
○リ向坂 憲二 ○サ待山 俊彦 ○安武田 芳明  

宇都宮正和・川瀬 和義・藤岡 俊英[広報] 

小学部２年 
○リ土出 国雄 ○サ益田  武 ○安辻  大介 

林  正人・隅田 輝雄・枝川  勝・横田 耕治 

小学部３年 
○リ吉永 勝利 ○サ伊藤 真一 ○安谷口 洋明  

山口  剛・川北 政志・大村 太大・福塚 恭拓・松原  磬 

小学部４年 
○リ岡田 全也 ○サ山本  満 ○安大門 憲二 

花井 健治・○リ猪ノ口洋一・安達 直光・清水  与・江金 大猷 

小学部５年 
○リ藤井 智康 ○サ高尾 昌弘 ○安上地 和仁 

板野 宏紀・井邊 晃二・松尾慎太郎 

小学部６年 
○リ西田 浩二 ○サ高木 陽志 ○安松永 修二 

味口 治人・髙橋 良典・吉谷 一郎・前田 賢二 

中学部 

○リ吉村 光則 ○サ中村 達雄 ○安中村 八示 

杉江 尚武・丸橋 真澄・坂根 嘉則・竹本 正司・教仙 純司 

前田  太・奈良 俊二・乾  武志・新井 達也 

【２０１８年度 夏までの主な予定】※適宜変更あり 

４月 

８(日)入校式・総会[全]  １４(土)・１５(日)南地区合同合宿[中]※幼小休み   

２２(日)通常練習[幼少] 第３回スプリングカップ①[中] 

２９(日)淀工カーニバル[幼小]・第３回スプリングカップ②[中] 

５月 

３(祝)堺カーニバル[幼小中]   

４(祝)東大阪ﾗｲｵﾝｽﾞｶｯﾌﾟ[小１~４] ５(祝) 東大阪ﾗｲｵﾝｽﾞｶｯﾌﾟ[小５・６] 

１３(日)練習・体力測定[全]  ２０(日)通常練習[全] ２７(日)南大阪ＲＳ交流戦 

６月 

 ３(日)堺ＲＳ主催交流試合[全] １０(日)・１７(日)・２４(日)通常練習[全] 

１６(土)・１７(日)太陽生命カップ関西予選[中] 

 ＊気温湿度の上昇に伴い、適宜早朝練習に移行 

※夏 

 ７月 新日鉄住金グランドにて早朝練習 ※8:00～ 

 ８月 Ｊグリーン堺（屋根付きコート）にて早朝練習 ※8/5･19･26 8:00～ 

 ９月 新日鉄住金グランドにて早朝練習 ※8:00～ 

※秋  10/6(土)～8(祝)秋季合宿〈丹波篠山 VIP アルパイン〉[小中] 

 


