
ロバート・テイラー　ヘッドコーチ 
 
「昨シーズンを通してGR東葛は粘りと向上心を見せてくれましたが、ただ競争するだけでは物足りないのです。今シーズンはチャンス
をしっかり勝利に繋げることを目標にし、大きく前進します！
また試合結果とは別にこのチームから日本代表選手を選出することも一つ目標にしています。間違いなく何名かの選手が代表コーチ
の目に止まると確信しています。ここ数年とても素晴らしいチャレンジングなシーズンを過ごしている中、素晴らしいCREWたちのサ
ポートと忠実心を感じることができました。GＲ東葛はコミュニティー、CREW、会社そして退団した選手に誇りを持ってもらえるよう全力
を尽くします。ラグビーをサポートしてくださる皆さんと他のリーグワンチームを魅了させたいと考えています。今シーズンはより競争の
激しい試合が繰り広げられると考えます。
全チームが全力を費やして準備しているため、日本におけるラグビーの質とタレント性が引き上げられ世界を驚かす事になるでしょ
う。」

シーズン開幕に向けたチームコメント

NECグリーンロケッツ東葛

レメキ・ロマノ・ラヴァ　選手
 
「コミュニケーションが良く取れて日に日に雰囲気も良くなっています。　勝つことはもちろん、見応えのある試合になるように頑張りま
す。　ファンの皆様に、もっと好きになってもらえるようなチームを目指していきます。」

クボタスピアーズ船橋・東京ベイ

フラン・ルディケ　ヘッドコーチ 
 
「新シーズンに向けて始動できたことは素晴らしいことです。
選手・スタッフ全員が十分な充電期間を過ごし、リフレッシュした状態でいます。『オレンジアーミー」の皆さんにまた新しい特別な思い
出をたくさん作ることができるシーズンとなるよう、ハードワークに励みます。
本日、2022-23シーズンのNTTリーグワンの日程が発表されましたが、今シーズンも非常に拮抗した戦いになると思われます。昨
シーズンのファイナリストであるサンゴリアスとの第1戦から最高の状態で臨みたいと思いますし、そのためにも、これからの14週間
はクボタウェイをしっかりと学び、成長するための大切な期間となります。」

立川 理道　選手（キャプテン）
「今シーズンは新戦力として5名を加えチームは優勝を目指して戦っていきます。
2年目のNTTリーグワン開幕に向け、我々は初戦のサンゴリアス戦から、ファンの方と一つになり戦う準備をしていきます。
今シーズンのチームの目標は優勝以外ありません。そのための準備を、残り約3カ月でしっかりしていきます。
我々の大きなフォワードを使いボールを縦にも横にも動かす、観ていて楽しいラグビーを期待していてください。」

コベルコ神戸スティーラーズ

ニコラス・ホルテン　ヘッドコーチ 
 
「NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23のスケジュールが発表され、開幕するのが待ち遠しいです。
今シーズン、新たな仲間が加わり、クリエイティブな"神戸ラグビー"を再びお見せできるよう厳しい練習を行っています。
我々にとって、ファンの存在は非常に大きく、皆様に再び笑顔を灯したいと思います。
神戸スティーラーズの開幕戦となる12月18日の横浜キヤノンイーグルス戦は熱い試合となります。楽しみにしていてください。」

橋本 皓　選手（キャプテン）
「新たな戦力も加わり、頼もしい仲間たちとともに今シーズンも優勝を目指して戦っていきます。
今シーズンはチーム始動日からタフな練習を全員で乗り切ることで、これまで以上に結束力のあるチームへと進化しています。開幕
戦の相手である横浜キヤノンイーグルスとは、昨シーズンは1勝1敗という戦績でした。ファンの皆様の応援を力に変え、良いスタート
を切りたいと思います。ぜひ、試合会場にお越しいただき、我々のアタッキングラグビーを楽しんでください。」
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シーズン開幕に向けたチームコメント

埼玉パナソニックワイルドナイツ

ロビー・ディーンズ　監督
 
「ワイルドナイツの新シーズンにようこそ。また日頃よりご愛顧いただきありがとうございます。私たちもシーズンに向けて準備を始め
ておりますが、他チームもハードに練習をしているので、前年度と同様かそれ以上の状態にある今の選手たち、チームをさらに成長さ
せていかないといけないと思っております。昨年は間違いなく国内リーグ史上最高のシーズンでしたが、今シーズンはそれを上回るこ
とを期待しています。先日、熊谷でパレードがありましたが、チーム一同ファンの皆様の熱意に感謝の意を表しました。1日でも早くコ
ロナが終息し、制限なく皆様が会場に来られることを願っております。
今年もよろしくお願いたします。またグラウンドで会いましょう。」

坂手 淳史　選手（キャプテン） 
 
「いつも埼玉パナソニックワイルドナイツへ熱い応援をありがとうございます。
また新しいシーズンが始まること、そしてファンの皆様と一緒に戦えることが心から楽しみです。
更なる高みを目指して日々取り組んでおりますので、試合会場はもちろん、熊谷のさくらオーバルフォートにも是非お気軽にお越しく
ださい！今シーズンも温かいご声援をよろしくお願いします！」

静岡ブルーレヴズ

堀川 隆延　ヘッドコーチ 
 
「NTTジャパンラグビー リーグワン2シーズン目の日程・対戦カードが決まり、ここから開幕までの3ヶ月のターゲットもより明確になりま
した。
今シーズンも我々のコアであるセットプレーを軸にした『Revs Style』は変えず、昨シーズン悔しい思いをしたラスト20分を確実に自分
達のものにし、日本一になるために、個々が突き抜けて成長するという覚悟をもって準備をしています。
是非、REVUP! した静岡ブルーレヴズのラグビーを楽しみにしてください。スタジアムで共に戦いましょう。」

奥村 翔　選手（共同キャプテン）
 
「昨シーズン8位という結果に終わり、誰一人として満足していません。今シーズンは『REV UP!』（エンジンの駆動と右肩上がり加速し
ていく様）のスローガンごとく、1日1日の積み重ねを大切に進化・成長していきます。シーズン開幕までいい準備をして、皆の気持ちを
１つに日本一を目指します。今シーズンこのチームで共同キャプテンという大切な役割を任せていただきとても嬉しく思います。リー
ダーとして足りないものだらけですが、クワッガ・スミス選手やチームメイトの力を借りながら日本一への道を歩んでいきます。今シー
ズンも静岡ブルーレヴズへのご声援を、よろしくお願いします。」

東京サントリーサンゴリアス

堀越 康介　選手 
 
「東京サンゴリアスにはリーダーシップのある選手も多く、良い選手が多く揃っています。昨シーズンはファイナルで勝てませんでした
が、新シーズンはよりサンゴリアスらしさを意識していくことが大事だと思っています。良い選手が、細かいところまで意識して、ハード
ワークすること、タフに取り組むことが、これまでも優勝に繋がっていました。そこをシーズンを通して体現して、最後に決勝戦のグラ
ウンドに立って笑えるよう、王座奪還を達成したいと思います。ご声援よろしくお願い致します。」
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シーズン開幕に向けたチームコメント

東芝ブレイブルーパス東京

トッド・ブラックアダー　ヘッドコーチ 
 
「対戦カードが発表されるときはいつもワクワクしています。埼玉ワイルドナイツと開幕戦で対戦することとなりとてもうれしく思います。
ビジターにはなりますが、前年度の王者と真っ向から対戦できることはいいことですし、良い目的意識をもってプレシーズンの準備が
できます。
東芝ブレイブルーパス東京ファンの皆さまには、第2節のホストゲームにてプレシーズンの成果を発揮し、皆さまにラグビー観戦を楽
しんでいただけるよう最善をつくします。
再び皆さまとお会いできるのを楽しみにしています！」

小川 高廣　選手／德永 祥尭選手（共同主将） 
 
「開幕戦から初代リーグワン王者にチャレンジできることすごく楽しみです。ここで勝利して一気に勢いに乗りたいと思います。接点で
激しく前に出るフォワード、巧みなスキルを使いどんどん前に出るバックスに注目してください。また今年も東芝ブレイブルーパス東京
のラグビーが1番楽しいと言っていただけるような試合をしたいと思います。猛攻猛守、アグレッシブで激しいラグビーを楽しみにしてく
ださい！今シーズンも会場での応援をよろしくお願いいたします！」

トヨタヴェルブリッツ

姫野 和樹　選手（共同キャプテン） 
 
「いつもトヨタヴェルブリッツへのご声援ありがとうございます。
今シーズンこそ、リーグチャンピオンという目標を達成すべく、共同キャプテンの古川聖人と共にチームをより良い方向へ導いていけ
るように、頑張っていきたいと思います。
皆さん、今シーズンもトヨタヴェルブリッツへのご声援を、よろしくお願い致します。」

古川 聖人　選手(共同キャプテン)
 
「今年はトヨタヴェルブリッツとして新たなスタートだと考えています。
どんな道のりであれ、"チーム成功への過程"を、チームメイトと共に乗り越えて行きたいと思います。
また開幕戦は、豊田スタジアムでのホストゲームとなります。沢山のヴェルブリッツファンの声援を力に変えて、持てる力を全て出し
切っていきます。応援よろしくお願い致します！」

花園近鉄ライナーズ

水間 良武 ヘッドコーチ
 
「今シーズンはディビジョン1に昇格し、昨シーズン以上に熱くなる試合が続くことが予想されます。NTTリーグワン開幕から最高のパ
フォーマンスを発揮できるよう、残り約3ヶ月、余念なく準備に努めていきます。チーム目標のTOP4に入り、優勝が狙える位置に向
け、まずは初戦のグリーンロケッツ東葛戦にエンジン全開で臨みます。そして進化した、見ていて楽しく、ワクワクするライナーズスタ
イルを楽しみにしていてください。」

野中 翔平　選手（キャプテン）
 
「素晴らしい仲間と花園近鉄ライナーズに関わってくださった全ての方のおかげで、今シーズンはディビジョン1へ昇格することができ
ました。ディビジョンが変わっても私たちが目指すもの、それに伴う言動は変わりません。去年から積み上げてきたものをさらに積み
増し、グラウンド内外で体現していきたいと思っております。私たちとともに、感動とワクワクを共有しましょう。応援よろしくお願いいた
します。」
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シーズン開幕に向けたチームコメント

三菱重工相模原ダイナボアーズ

グレン・ディレーニー　ヘッドコーチ 
 
「ディビジョン1に昇格したダイナボアーズにとって、すべての試合が新しいチャレンジです。神奈川県、相模原市、そして会社を含めた
関わる全ての皆さまを代表するチームとして、我々は粘り強くハードワークし、強豪チームにチャレンジしていきたいと思います。ダイ
ナボアーズには誠実で意欲的でハードワークのできるタフな選手がそろっています。皆さんの予想を覆す結果を出す可能性は十分に
ある。楽しみにしていてください。」

土佐 誠　選手兼若手育成コーチ(FW) 
 
「再び国内最高峰の舞台でプレーできることを嬉しく思います。チームは例年より早い7月から若手・ベテラン問わずハードなトレーニ
ングを積んできました。そして、試合日程が発表されることで、開幕をイメージした毎日を過ごすことができます。新たに兼務となった
コーチ業含め多面的にチームへ貢献し、ディビジョン1の強豪相手に立ち向かうダイナボアーズの勇姿を、相模原のダイナメイト、ウリ
ボアーズに見せたいと思います。」

横浜キヤノンイーグルス

沢木 敬介　監督 
 
「昨シーズンは大事な終盤戦で勝ち切ることが出来ずプレーオフ進出を逃しました。今シーズンはTOP4入りを果たし、優勝する権利
を手に入れる事を目指します。今シーズンの開幕に向け、成長したイーグルスを見て頂けるよう準備していきます。」

梶村 祐介　選手（キャプテン） 
 
「リーグワン2年目、トップ4には絶対に入らないといけません。チームのキャプテンとしては、しっかりとチームを最後までまとめ続け
て、プレーオフに立ち向かえる状態を維持していくことを目標にしています。開幕戦を戦う、神戸Sとは昨シーズンの第2節に日産スタ
ジアムで対戦し、勝利することができました。12月18日のニッパツ三ツ沢競技場での初戦も勝利を掴み取りに行きます。」

リコーブラックラムズ東京

ピーター・ヒューワット　ヘッドコーチ
 
「選手やスタッフを代表し、皆様の継続的なサポートに感謝申し上げます。チームは新しいシーズンに向けて、ハードに練習し準備を
しています。
選手たちは新シーズンを楽しみにしています。スタジアムでファンの皆様、ブラックラムズファミリーの皆様にお会いできることをチー
ム一同楽しみにしています。」

武井 日向　選手（キャプテン）
 
「昨シーズンはブラックラムズらしさが出せずに思うような結果が得られず、苦しいシーズンとなりました。
新シーズンではブラックラムズらしい泥臭く最後まで戦い続けるラグビーを体現し続けます。
ファンの皆様の声援は僕たちの力になります。スタジアムを黒く染めて、ブラックラムズファミリーとして新シーズンをともに戦い続けま
しょう！」
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シーズン開幕に向けたチームコメント

浦安D-Rocks 

ヨハン・アッカーマン　ヘッドコーチ
 
「新しいチームの歴史を作り上げる一員になる事を光栄に思い、胸を躍らせています。新たなスタートを切り、特別な物を築く機会に感謝していま
す。新しいチームを作るには多くの努力と覚悟が求められますが、D-Rocksが将来の日本ラグビー界に確固たる地位を築くチームになるよう、全
員が全力を尽くすと確信しています。スタッフ、選手ともにチームの為に尽力しており、一緒に仕事をするには最高のメンバーです。 私たちは新し
いチーム文化のもとに一致団結し、サポーターの皆さんに誇りに思っていただけるような、パッションとプライドにあふれたチームをお見せします。
自分たちの力を十分に発揮し、ディビジョン1への復帰を果たして、更にその上に積み重ねて行きます。NTT、スポンサー様、サポーターの方々に
感謝しています。我々のプレースタイルを通して新しいサポーターも魅了し、老若男女問わず多くの方々に観戦を楽しんで頂きたいと思っていま
す。」

飯沼 蓮　選手 
 
「今シーズンの目標はディビジョン1昇格です。しかしそれは通過点に過ぎず、チームの目標である『ディビジョン1で優勝』を実現する
ための練習を日々全員で行っています。私たちは昨シーズン、どのチームよりも悔しい思いをしました。だからこそ必ず強くなれるとい
う自信があります。試合では全員で勝つためのPRIDEを体現し、新たな文化を創っていきます。
新チームとして初めてのシーズンとなりますが、大きなプレッシャーや期待を全員で楽しみながら勝ち進んでいきたいと思いますの
で、応援宜しくお願い致します。」

釜石シーウェイブスRFC 

須田 康夫　ヘッドコーチ
 
「今シーズンもNTTリーグワンへのチャレンジが楽しみです。東北唯一のチームとして参戦出来ることは非常に光栄な事であり、期待
して頂いている方々のご声援を受け覚悟を持って戦いたいと思っています。岩手釜石、東北のチームの可能性を示すシーズンにした
い思っていますので東北に所縁のある方は是非、釜石シーウェイブスの試合を見に来て頂けると幸いです。楽しんで頂けるラグビー
を披露しますので釜石鵜住居復興スタジアムにも是非足を運んで下さい。」

小野 航大　キャプテン
 
「2022-23シーズンの試合日程が発表されました。今シーズンのディビジョン2は昨年以上にレベルの高いリーグになると思いますが、
チームの目標である3位以上という目標を達成するためにチーム全員でハードワークし、最高の準備をしてシーズンを迎えたいと思い
ます。釜石でのホームゲームも多くありますので、沢山の方にスタジアムに足を運んでいただき、熱い応援をよろしくお願いします。」

清水建設江東ブルーシャークス

大隈 隆明　監督
 
「今シーズンのスローガンである『BUILD～造る～』を掲げて準備してきたことを出せるように最高の準備をし、全試合チーム一丸と
なってチャレンジします。開幕まで楽しみにしていただければと思います。」

髙橋 広大　キャプテン
 
「シーズン開幕までの残り期間で、選手個人でもチームとしても大きく成長できるよう日々精進していきます。
見ている方に勇気や感動を与えるプレーをし、ファンの皆様と勝利の喜びを分かちあえるよう頑張りますのでご声援宜しくお願い致し
ます。」
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シーズン開幕に向けたチームコメント

豊田自動織機シャトルズ愛知

徳野 洋一　ヘッドコーチ
 
「今シーズンはディビジョン１昇格を目標に、”BRAVE CHOICE”というスローガンのもとチャレンジャーとして常にアグレッシブかつ革
新的なスタイルで戦います。15人が連動し、ハイテンポでボールが常に動き続けるラグビーを、披露できることを楽しみにしています。
『ディビジョン３からの下剋上』。このストーリーをファン、地域、会社の方々と共に歩む中で、ワクワクを提供していきます。開幕戦は
12月18日(日)パロマ瑞穂ラグビー場となります。ファンの方々と繋がれることを楽しみに残り3ヶ月準備していきます。」

山口 知貴　選手（キャプテン）
 
「シャトルズの目標はディビジョン３から日本一になること。今ある資源・選手で日本一になるために、どんな状況でも勇気ある選択が
できるよう今シーズンのスローガンは“BRAVE CHOICE”となりました。大きな夢の途中である今、今季はディビジョン1昇格を目指して
戦います。初戦の江東ＢＳとは昨シーズン、三戦したチームです。お互いのラグビースタイルはよく知っていると思いますし正々堂々
戦い良い試合をしたいと思います。また初戦はホストゲームなので、是非シャトルズのラグビーを見に現地まで足をお運びください。」

日野レッドドルフィンズ

箕内 拓郎　ヘッドコーチ
 
「今シーズンは新戦力として新たなメンバーも加わり、ディビジョン１昇格を目指して戦っていきます。そして地域やサポーターに愛さ
れるチームとして、日野レッドドルフィンズはたくさんの方々との繋がりを大事にしていきます。
我々のラグビーを通じてサポーターの皆様に興奮や感動を届けられるようチーム一丸となって準備していきます。」

李 淳也　選手（クラブキャプテン）
 
「今シーズン、クラブキャプテンを務める李淳也です！2022-23シーズンは、チームスローガンとして『Connect』を掲げております。ファ
ンや地域住民の方々を始めとした全てのHino Familyと繋がり続け、目標であるディビジョン1昇格に向けて突き進みます。アタック、
ディフェンス共に新しく生まれ変わった私たちのアタッキングラグビーを存分に楽しんでいただければと思います。共に闘いましょ
う！！！

三重ホンダヒート

上田 泰平　ヘッドコーチ
 
「チームの目標であるディビジョン１昇格に向け、重要な開幕戦を三重県のホストスタジアムで戦える事を嬉しく思います。残り3か月
間となりますが、開幕から最高のパフォーマンスが発揮できるよう、しっかりと自分たちにフォーカスを当ててチームづくりをしていきた
いと思います。今シーズンのエキサイティングラグビーを楽しみにしていてください。」

古田 凌　選手（キャプテン）
 
「まずは12月17日(土)の開幕戦がホストゲームに決定し、今から非常にワクワクしています。新チームの浦安D-Rocksとの対戦になり
ますが、残りの3か月自分たちのやるべきことに集中して、チーム一丸となってハードワークしていきます。今シーズンもエキサイティ
ングラグビーでヒートファンの皆さんと共に戦っていきたいと思います！」
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NTTドコモレッドハリケーンズ大阪

マット・コベイン　ヘッドコーチ
 
「レッドハリケーンズの新しいシーズンの始まりにワクワクしています。また、リーグ内のすべてのチームと対戦することを楽しみにして
います。学校やチャリティイベント、その他大阪の地域との関わりは、今シーズン私たちが積極的に取り組む事となります。
このつながりを活かし、お互いにインスパイアして、フィールドでハードでスピードのあるラグビーをしていきたいと思います。私たちは
大阪を代表し、ファンの皆様に私たちのラグビー精神をお見せできることを誇りに思っています。」

吉澤 太一　選手
 
「ファンの皆様いつも応援ありがとうございます。チーム再編でディビジョン3からの再スタートとなりますが、今年のチーム目標でもあ
る『ディビジョン２昇格』を目指しチーム一丸となってシーズンを戦います。また、ファンの皆様に感動と勇気、観ていて楽しい試合をし
ますので是非会場に足を運んでいただきたいです。今シーズンもレッドハリケーンズ大阪の応援よろしくお願いします。」

九州電力キューデンヴォルテクス

赤間 勝　監督 
 
「これまで、ヘッドコーチであるゼイン・ヒルトンを中心に、場面や状況、地域に応じたマインドセットを持ち続けることを徹底してきまし
た。昨シーズン、敗戦した4試合は7点差以内ということからも、取り組みが形となっていると実感しています。今シーズン、キューデン
ヴォルテクスでは初となる日本人プロ３選手を獲得しました。スクラム強化に加え元日本代表として活躍した山田選手が加入したこと
で、粘り強いディフェンスを軸に、ボールを動かし続けるラグビーでディビジョン2昇格を成し遂げます。」

高井 迪郎　選手（キャプテン） 
 
「今シーズン加入した選手、スタッフが新たな息吹を与えてくれ、若手選手の成長もあり昨シーズン以上に勢いのあるチームになって
いると確信しています。昨シーズン、あと一歩足りなかったものが何かを明確にし、日々自分たちにチャレンジをすることで良い準備
ができています。レガシーである更に強固となった粘り強いディフェンス、ボールを積極的に動かすアタック、何よりもラグビーに対す
るひたむきさでディビジョン2昇格を成し遂げます。」

クリタウォーターガッシュ昭島

ワイクリフ・パールー　ヘッドコーチ
 
「いつも多大なるサポートに感謝いたします。昨シーズンは大変残念な結果でしたが今シーズンは勝利のため日々ハードワークして
います。ＷＧ昭島は新しい時代に突入していますし、さらに成長するための学びを得ています。勝利できるスタイルをチームで作り、
皆さまと一緒に勝利を分かち合いたいと思います。観ていて楽しいワクワクするラグビーをお約束します。グラウンドで皆さまとお会い
できるのを楽しみにしております。」

石井 洋介選手
 
「今シーズンはクリタラグビーを確立させるためにランニングラグビーに挑戦をしています。リーグに参加しているチームと比較しても
ＷＧ昭島は若いチームです。常にアタックマインドを持ち続け80分間戦うことを皆さまにお約束します。そのために初戦は何がなんで
も勝利することを達成させ、ディビジョン2に昇格することを目標に走り続けます。クラブとファンの皆さまとが一体となって今シーズン
戦っていきましょう。」
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中国電力レッドレグリオンズ

岩戸 博和　ヘッドコーチ
 
「いつも中国電力レッドレグリオンズへの熱い応援ありがとうございます。
２年目のNTTリーグワン開幕に向け、昨年からのチームの成長はもとより、選手自身の成長を皆様にお伝えできるよう、チーム一丸と
なって準備しています。
開幕戦は同じ広島県をホストとし、歴史と伝統のあるマツダスカイアクティブズ広島との『広島ダービー』となります。全国のラグビー
ファンの皆様に『広島』のラグビーパッションが伝わるような熱い試合をお届けしたいと思っています。」

鳥飼 誠　選手（キャプテン）
 
「いつも応援ありがとうございます。
今シーズンからリーダー陣が新体制となり、大きくメンバーが変わることはありませんが、昨シーズンから成長した姿を皆さまにみて
いただけるよう個の成長にフォーカスを当て、日々練習に取り組んでいます。
開幕戦は、マツダスカイアクティブズ広島との『広島ダービー」となっています。熱く激しい試合を楽しみにしていてください。」

マツダスカイアクティブズ広島

中居 智昭　ヘッドコーチ
 
「日頃よりご支援、応援ありがとうございます。
今期ディビジョン３（D3）となり、１年でのディビジョン2復帰を目標にチーム力強化を図っています。今シーズンは学びを勝利につなげ
て、皆さまとたくさんの喜びを感じたいと思っています。
早い展開、スピード感あふれるラグビーを目指し準備していますので、楽しみにしていただければと思います。D3は中国電力レッドレ
グリオンズとの広島対決も多く行われますので、地元での熱い戦いで盛り上げ、ラグビーの熱を皆様の心にお届け出来るよう頑張っ
ていきます。」

﨑口 銀二朗　選手（キャプテン）
 
「いつもマツダスカイアクティブズ広島へのご支援・ご声援をありがとうございます。
今シーズンキャプテンを務めさせていただきます﨑口です。
ラグビーに真摯に向き合いチームをリードし、目標であるディビジョン2再昇格を果たし、応援いただいている皆様とともに喜べるように
チーム全員で成長していきます。
今シーズンも応援よろしくお願いいたします。」
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