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掲載分は、極力、原文を尊重しております。また、本文中、年号等が「赤

字」で記入されている箇所は、編者が原稿に追加したものです。 

我が国における戦前のアメリカンフットボール 

活動の記録 

服部 慎吾 

 

 

 この記録は、戦前の日本のアメリカンフットボールについて、故服部慎吾氏（1913～

1995）がまとめられたものです。1975 年頃に執筆されたと推定され、記録はまだ続いて

いると思われますが、現在までその部分の原稿は見つかっておりません。 

 

謝 辞：本稿のご執筆、ご提供に関し、服部慎吾氏および服部家の皆様に厚く御礼申し

上げます。また本稿の公開作業にご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。          

                       

                            ２０２０年１２月 

 

公益社団法人 日本アメリカンフットボール協会 

 この記録を執筆された服部慎吾氏は、立教予科から１９３５年立教大学に入学。ライン

マンとして活躍、卒業後、協会の運営活動に当たられ、戦後、日本アメリカンフットボー

ル協会の理事長を務めらました。永年の功績により、２００４年 1 月、第Ⅰ期の殿堂顕彰

者となられました。下記は、その殿堂顕彰プレートに刻まれている紹介文です。 

  

******************************************************************************************** 

 

服部 慎吾 氏  （はっとり しんご）   １９１３～１９９５ 

 

立教大学予科よりフットボールを始め、センターとして活躍。1939 年立教大学卒業後、

1940 年応召、札幌の歩兵部隊に従軍。終戦後、関東地区のフットボールの復興に戦前

の仲間とともに貢献。チームの再興、グラウンドの手配、防具の準備など、戦後再来

日したポール・ラッシュ氏とともに運営の中心となる。1948 年、日本フットボール協

会の再建に努力し、戦後初代の理事長に就任。以降、理事長として 5 年間、フットボ

ールの復興に貢献。戦前、戦後の日本のアメリカンフットボールの記録を整理。 

******************************************************************************************** 
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    服部 慎吾 氏 

                         原稿 第 1 頁 
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◆ １９３４（昭和９年） ◆ 

 

日本におけるフットボールの厂史 

 

日本におけるフットボールの創立は、昭和 9 年 11 月 29 日木曜日アメリカ感謝祭の日である。 

これは西厂で云えば 1934 年である。アメリカのニューブランスィックでラトガース大学とプ

リンストン大学が初めてフットボールの前身である当時のサッカーの試合を行つた 1869 年から

65 年経過した時である。然し考えて見ると、まだフットボールの形式をとつていない、フットボ

ールの前身であるサッカーがアメリカで正式なゲームとして行われてから僅か 65 年しか経過し

ていないのに、正式なフットボールとして日本に伝わつたのは厂史的に見て早いとしか云いよう

がない。ましてウォルター・キャンプが 1 チーム 11 名の現代の基礎となつたフットボールを考

案したのは 1880 年であつたから、これから見ると日本にフットボールが移入されたのは 54 年後

と云うことになる。 

 

こうして見るとアメリカンフットボールがアメリカで考案されてから日本に移入される迄は

それ程長い期間がかかつて居なかつたと云うことになるのである。 

然し日本には明治維新以来、外國の文化を吸収するのには呑慾であつた。経済の面において然

り、文化の点において然り、明治時代は文明開化に狂奔したと云つても過云ではないであろう。

この文明開化に從つてスポーツも外國のものがどんどん移入されて来た。明治に引続いて大正に

も又新しいスポーツが日本に入つて来た。そして日本は卋界各國のスポーツの展示國のような様

相を呈して来たのである。然しこれ程卋界のあらゆるスポーツが移入された中にフットボールだ

けは昭和 9 年迄日本では行はれなかつたのは何故であろう。 

 

それには色々と理由があつたと思われるが、 

その第 1 には当時のフットボールは余りにも危険であつたと云うことで、それに恐れをなして

移入することをためらつたと云うのが大きな原因であろうと思われる。前にも書いた様に 1906

年に 11 名死亡、それ以降毎年 10 名以上死亡し、1923 年には 18 名、1925 年には 20 名と云う死

亡者を出して居る。1906 年は明治 39 年で、1925 年は大正 14 年である。丁度明治の後半から大

正にかけて外國のスポーツが続々と日本に入つて来た時代であるので、その頃の死亡者がアメリ

カでも一番多かつた時である。死亡者が 10 数名以上 20 名もあるとすれば、フットボールによる

負傷者の数は膨大な数に達して居たであろうから、危険と云うことが第一印象となつて、日本で

ここから服部慎吾氏の記録 

最初の公式試合に関する抜粋 
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このスポーツを行うことに二の足を踏んだのであろう。 

 

第 2 の理由としては用具に金がかかると云うこともあつたのであろう。当時日本は卋界の小國

であり、貧乏國であつた。それで只單なるスポーツの為に金をかけると云ふことは仲々困難であ

つたと云うことは想像出来る。 

 

第 3 の理由としてはアメリカ人が積極的でなかつたと云うことである。特に日本に来て居たア

メリカ人に積極性がなかつたのではなかろうか。英國人は古くから植民地政策には積極的であり、

ある地点に植民地を設定すると自國の文化をドンドンと移入し、その地点を本國化させる方法を

採用して、それによつて植民地をふやして来た。その習慣があるのでスポーツも本國のスポーツ

を新しい土地に移入させて、その國に行わせたのである。然しアメリカ人は元来移民國であつて、

むしろ古い時代にはそのようなことをさせられた國であるので、そのようなことは積極的でなか

つたのではないか。それと同時に当時は英國人に比較してアメリカ人の日本に駐留して居る人数

が少なかつたのではなかろうか。それともう一つ日本に駐留して居た当時のアメリカ人は自分の

仕事に忙しくて他の方面まで手が廻らなかつたのであろう。当時アメリかで猛烈な勢で普及して

いたフットボールの日本に移入することに積極的な行動をとらなかつた。 

 

以上のような理由によつて、まだ日本にはアメリカンフットボールの移入がなかつたのである。 

然し前にも書いたように昭和 9 年 11 月 29 日に初めて日本でフットボールの試合が行われたの

である。これは突然起つたことではなく、当然日本にもフットボールが行われるような基盤が出

来ていたのである。 

 

それは前にも書いたように昭和の初期の 3 年 4 年頃から映画に、雑誌に、そして新聞にフット

ボールに関することがしばしば出て来た。それによつて一般にもフットボールに興味を持つ者が

ふえて来たのは当然である。それと同時に昭和 5 年頃からアメリカ生れの二卋が日本の大学に

続々と留学して来たのである。 

 

明治時代の中頃からアメリカはハワイもしくは西部地区の開発のための安価な労働力として

中国人と共に日本人の移住を認めた。それで日本人も多数移民船に乗つてハワイ、カリフォルニ

ア方面に出かけたのである。これが即ち一卋であつた。ところが昭和 4～5 年以後になると、こ

の一卋達の子供、即ち二卋が大学入学の年頃となつたのである。一卋の聯中は貧農や日本を食い

つめた人達が多く、日本に居てもうだつが上らなかつたが、アメリカの新天地に行き、そこには

多くの苦労があつたが、その苦労に打勝つた成功者は多く、そしてその人達は金をも持つように

なつた。 

 

そうなると自分達は小学校も卒業出来なかつた弱味もあるので子供だけには髙等教育を受け

させたいと云う願望を持つようになつた。事実移民となつて移住して見ても常に白人達に押えら

れて居たので、その反発もあつて白人に勝つ為には立派な教育を受ける必要をつくづくさとつた

のである。然し米國の大学に入学させるのには大変金がかかる。それと明治生れの第一卋には故
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郷を懐しむ気持が強く、移民としてアメリカには来たが成功して、金を持つて生れ故郷に錦を飾

つて帰りたいと云う気持が強くあつたのと、もう一つにはそのことも含めて子弟には日本の教育

を受けさせてやり度いと云う気持もあつたのであろう。それで大学の教育は日本でと云う者が多

かつた。 

 

当時日本の円とアメリカのドルとの関係は大体 2 対 1 であつた。即ちアメリカの 1 ドルは日本

の 2 円に相当したのである。ところがアメリカの大学に入学すると、その経費は 1 ヵ月少く見積

つても 100 ドルは必要であつた。それが当時の日本では大学卒業者の初任給が 50 円位であり、

朝夕 2 食付きの下宿料が月額 20 円位であつたので、アメリカの大学に入学した時の経費の半額

の 50 ドルも送金すれば、日本では 100 円になつた。 

 

100 円の月給取りともなれば会社では係長クラスである。大変にぜいたくな生活が出来る。そ

れと同時に出費は半額ですむのであるから大変有利である。又第二卋は現在の三卋、四卋と異つ

て日本語の勉強もして居たし精神的にも日本人であつた。それは一卋は殆ど英語が出来なかつた

ので、家の内では日常日本語を使つており、又小学校、中学校の正式の学校はアメリカの学校で

アメリカ人と一緒に勉強して居たが、放課後は日本語の学校へ行つて日本語の勉強もして居たの

で、日本語にも割合に不自由しなかつた。 

 

それから又彼等の両親は日本に大人になる迄居た。その風俗習慣は日本のものをそのままアメ

リカでも実行して居たので、二卋もそれを受継いで精神的にも日本人であつた。現在の三卋四卋

になるとそれらのものがだんだん薄くなつて、日本語も話せない精神的にも全くアメリカ化して

しまい、顔だけは日本人でその他は全くのアメリカ人と云うのが多くなつて来た。 

それで日本の各大学にはハワイやカリフォルニアの二卋が沢山留学して居た。そして彼等はア

メリカ人であると云う気持より日本人の気持であつた。その二卋はアメリカにおいては小学、中

学、髙校を通じて大なり小なりフットボールと云うものを知つて居たことは当然のことである。 

 

以上のような要素が備はつて居たのでフットボールが日本に移入されるのは時期の問題であ

つたと云うことが出来る。ある日突然フットボールが日本に移入されたのではなく、日本にはフ

ットボールを受入れる準備とチャンスは充分に熟し切つて居たのである。 
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◆ １９３４（昭和９年）聯盟発足前夜 ◆ 

 

 

昭和 9 年の春頃からその気運は動きつつあつた。その当時、立教大学の教授であつたポール･

ラッシュ（PAUL RASH）氏を中心に、同じく立教大学体育主事ジョージ・マーシヤル氏、明治大

学教授松本瀧蔵氏、立教大学教授小川徳治氏、アメリカ大使館付武官ジョージ陸軍中尉、同ブー

ス陸軍中尉等がグループを作り日本にフットボールを移入する協議を開いた。勿論これには駐日

アメリカ大使ジョセフ・C・グルー氏も大変に熱を入れていた。 

 

その会議は主としてポール･ラッシュ氏の自宅である東京池袋の立教大学第 4号館で行われた。

ポール･ラッシュ教授はテキサス州の生れで米國聖公会に所属し、東洋方面を担当し、東南アジ

アを経て大正の末、日本に来たのである。そして日本聖公会に所属して聖アンデレ同朋公と立教

大学教授となつた。そして彼は第二卋の面倒をよく見て居たので日本在住の第二卋との聯絡をと

るのにも大変都合のよい人であつた。又松本瀧蔵教授は第二卋であつたが、早くから日本の大学

に留学して、卒業後引続いて母校明治大学の教授になつた人である。1958 年病死されたのは残念

であるが、フットボールだけでなく終戰後は進駐軍と日本政府との聯絡に色々と活躍していた。 

 

ジョージ・マーシヤル氏は 1925 年から 1928 年までオハイオ大学のフットボールでクォーター

バックをやり、名選手として鳴らし、又同大学のバスケットボールのキャプテンもやつた人で、

同校卒業後立教大学の体育主事として立教大学の体育、体操を担当すると同時に立教大学のバス

ケットボールのコーチもして居たのである。 

 

小川徳治氏は立教大学卒業で、在学中はサッカー部に所属していたが、卒業後立教大学に残り、

ペンシルベニア大学に留学し、帰朝後は立教大学商業英語の教授となつた。ポール･ラッシュ氏

とは師弟の関係にある人である。ジョージ中尉は 1919 年に米國陸軍士官学校フットボールの主

将であり、又オール・アメリカにも選抜された名クォーターバックである。 

 

ブース中尉は陸軍士官学校の 1917 年から 1918 年にガード、タックルで活躍した人である。 

 

このように権威のある人々が集まつて色々と日本にフットボールを普及させる為の協議を盡

したのである。然しフットボールが移入される可き気運は日本には充分あつたのではあるが、何

しろ無から有を生み出すのであるから色々の困難があつたのである。競技をする者については多

少でもアメリカで経験のある二卋を中心にすれば何とか出来るが、その数だけでは足りないので

無経験の日本の学生も入れなければならないし、又普及も出来ない。 

 

又、用具その他を購入するのに金は必要である。その金の調達法をどうするか。更に日本の運

動具屋では全々無経験な用具の製造の方法をどのように指導して作らせるか、等々色々と困難な

問題が山積していた。 
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それで昭和 9 年春頃から何回もこれ等の人々が集合して協議を繰り返えしたのである。それで

競技者についてはポール･ラッシュ氏及び松本瀧蔵氏が中心になつて在日二卋の学生に働きかけ

て勧誘をし、更にその二卋を使つて学内の希望者を集める方法をとつた。然しその他の用具の点

で運動具メーカーを動かす件や、又日本國内でやるのであるから、國内のスポーツ事情にくわし

い者が居なくては何かにつけて不便であるので、当時朝日新聞の運動部の記者をしていた立教大

学ラグビー部の O.B の加納克亮氏を一枚加えて、フットボールの P.R と國内の聯絡のために有利

にしようとした。 

 

資金の点については仲々困難な問題であつたが、これはアメリカ大使館及びポール･ラッシュ

氏が横浜にある Y.C.A.C （YOKOHAMA COUNTRY ATHLETIC ASSOCIATION）に働きかけて、在日

米国人から寄付を募集する方法を採用することになつた。それでポール･ラッシュ氏は自分で文

章を作り、自分でタイプライターを打つて Y.C.A.C のメンバーに手紙を発送した。Y.C.A.C とは

その名のとおり横浜にある外人の体育聯盟で、横浜の根岸の山の上に立派なクラブハウスと、芝

生の美しいグラウンドやテニスコートから体育館まで備えた日本には外に例を見ないような立

派な施設を持つたクラブであつた。そして其所には東京、横浜地区に在住して居る外人が日曜日

毎に集つてスポーツを楽しむ機関であり特にラグビーやサッカー等は相当の実力を持つチーム

があり、日本の一流のチームと対等の試合をして居たのである。 

 

これと同様な外人クラブが関西にもあつた。それは神戸にあつて、K.R.A.C と云つて居り、京

阪神地区在住の外人がスポーツを楽しむ機関であつた。しかしそれは外人専用の施設であり日本

人が自由に使用することは出来ない、招待される場合の外は日本人の使用は出来なかつた。そし

て Y.C.A.C の場合でも K.R.A.C でも同様であるが外人のスポーツ機関であると云うことは、外国

人全体のことであつて、アメリカ人とか英国人とか一國の日本在住して居る外人のことではない。

外人全体である。即ちアメリカ人も英国人もフランス人もベルギー人もドイツ人もイタリア人も

あらゆる外国人が加入することが出来、そして使用することが出来るのである。その当時日本に

在住して居る外国人は現在よりは大部数は少なかつた。然し日本に在住して居る外国人は宗教関

係、商社関係、外国企業関係、教育者とかで現在のように得体不明な外国人は少なく、何れも彼

等自身の母国においても相当な地位の者が多かつた。そして彼等は母国の企業なり団体から日本

に派遣されて居たので金も相当持つては居たが、アメリカ人だけではないのでフットボールの寄

附金募集についてもその点において苦労があつたと思われる。 

 

事実それまでこれらの外人クラブで行われて居たスポーツでフットボールは行われて居なか

つた。彼等の間で行われたアメリカのスポーツはバスケットボールと僅かに野球が少し行われて

居たのみである。Y.C.A.C ではラグビー、サッカー、ホッケー、テニス等は盛んであつた。この

ようなクラブに寄附金を募集するのであるから、アメリカ人は当然フットボールに関しては良く

理解はあるが、英国人やドイツ人、フランス人はフットボールは全々未知なものであるから寄附

金についても仲々うまくは行かない。然し金持の外人でありクラブのアメリカ人の説得などによ

り一定の寄附を得ることが出来たのはポール･ラッシュ氏やアメリカ大使館関係者の盡力による

ものが多く、フランス人もベルギー人も英国人も寄附してくれたのである。その外、日米協会に
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も寄附を依頼したのである。それで一応スタートする位の金は出来る見透しはついたのである。 

 

金の方は充分とは云えないが一応の募金の見透しはついたが、道具の方をどうするかが又大き

な問題であつた。何しろ日本に初めて行われようとするスポーツであるので、当然それまでは日

本においては需要はなかつたのである。 

 

従つて運動具メーカーでもフットボールの用具の製造はしていなかつたし、又その研究もして

いなかつた。それならばアメリカから輸入するのも一つの方法ではあるが、それには多額の資金

を必要とするし、又その方法であれば一時的には間に合うであろうが、フットボールを日本の土

地に植え付ける為には非常に不安定である。それで何とかして日本で用具を製造させる方法を採

るようにする必要がある。が運動具メーカーでも見たことも作つたこともない用具であるし、又

それを作らせるには金型だとか、その他の資材だとか相当の資金が必要である。それを負担して

までフットボールの用具を製造するメーカーがあるだろうか。業者とすればフットボールはアメ

リカでは国技として非常に盛んなスポーツであると云うことは充分に知つては居るが、それが日

本に移入されてどの位発展するかは不明である。 

更に用具を製造する設備を用意しても、その採算がとれるかどうかは非常に不安である。どの

運動具メーカーでも二の足を踏むのは当然のことであつた。 

 

その件について設立準備委員会では何回も協議をくり返えし、その結果、日本のスポーツ事情

にくわしい加納氏に依頼して方々の運動具メーカーに相談した。その当時日本でもアイスホッケ

ーは盛んになつて来て、アイスホッケーの用具を製造するメーカーはあつた。それでその方面の

メーカーにあたつた結果、アイスホッケーの用具メーカーとしては経験の豊富な、東京牛込の矢

来下にある玉沢運動用具店で製作を引受けて呉れたのである。然し玉沢運動具店でもアイスホッ

ケーの用具は製造しているが、フットボールの用具は造つたことがない。それで委員のジョー

ジ・マーシャル氏が学生時代に使用した用具一通りを持つて来ていたので、それをサンプルとし

て用具の製作を初めたのである。マーシヤル氏の持つていた用具はマーシヤル氏がオハイオ州立

大学の現役時代に使用した用具であるので、1928 年頃のもので 6 年位の時代遅れのもので、その

当時すでにアメリカでは新型のものが出来ていたが、その新型はまだ誰も持つて居なかつた。ヘ

ルメットは今のように固いものではなく、外側は皮革で出来て居り、内側にフェルトを貼り、強

く押すと二つにたためるようなものである。ショールダーパッドも外側は固い底皮で内側にフェ

ルトを貼つたものであり、ヒップパッドはパンツの附属物のようになつて居た。それでパンツを

はくと、腰から上の部分にヒップパッドの一部がユニフォームの上に出るような型になつて居た。 

 

そのように 1928 年頃の旧式な型で、新型の用具は誰も持つていなかつたし、又、知らなかつ

たので、その旧型をサンプルとして玉沢では製造にかかつたのである。玉沢運動具店でも日本で

初めて作るものであるから依頼を引受けては見たものの、大変な苦労をしたことと想像される。 

 

それで一応プレイヤーの件、資金の件、用具の件と一番困難であつた件も解決する見透しが出

来たので、それでは何時日本における第一の試合を挙行するかを決定しそれの P.R をしなければ
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ならない。 

 

昭和 9 年の 5 月頃に最初の話が出てから、これだけの準備をするのに 4 ヵ月位経過し、すでに

9 月の中頃になつて居た。それで 9 月中頃の会議では第一試合を何月何日に挙行するかについて

協議された。そして用具が出来上るのは玉沢で努力はしているが 10 月末日頃がせい一杯でそれ

より早くは不可能であると云う条件が先づ第一であつた。設立準備委員会としては 10 月中頃か

ら開始して 11 月一杯で終了したいと考えて居た。プレイヤーの方は一応、早稲田大学、明治大

学、立教大学の三校にチームが出来ることが確実になつていたし、資金は目度がついたが、道具

が出来ないのでは試合が出来ない。 

 

10 月末日にならないと道具が出来ないのでは、試合は 11 月中以降に行うより仕方がなかつた。

それで協議の結果 11 月 29 日（木曜日）アメリカ感謝祭の日に、フットボール設立の為大変援助

してくれたお礼に Y.C.A.Cと明治神宮外苑競技場で日本最初の試合を挙行することが決定された。 

 

そして日本側はこの三大学を中心とした学生選抜軍と決定した。選抜軍のコーチにはマーシャ

ル氏ともう 1 人立教大学体育主事の E・ファウラー氏が当ることも同時に決定された。 

早稲田、明治、立教の三大学には 9 月早々にしてチームが出来た。早稲田、明治には当時、ア

メリカ、ハワイの二卋が多く留学して居たのでチームを作るのには割合に簡單に出来たが、立教

大学はその当時予科、学部の全学生を合計しても 1,200 名が定員である関係上、二卋の留学生も

殆ど居なかつた。早稲田の 20,000 名、明治の 10,000 名に比較して学生の数が極端に少なかつた

のである。その為に二卋の留学も少なかつた。然しポール･ラッシュ、ジョージ・マーシャル、

小川徳治、加納克亮とフットボール設立準備委員会の重要人物が立教大学関係者である以上、立

教大学にチームを作らない訳にはゆかなかつた。それで立教関係の委員が色々考えて、当時学部

の一年に居たカリフォルニアから留学して居た二卋で太田次郎、通称ジミーを先づ中心にして、

ラグビー部、ホッケー部、バスケットボール部、角力部、矛道部、拳斗部等からレギュラーの選

手には一寸なり得ないような者を選んで勧誘をしたのである。いわゆるラグビー部くずれ、角力

部くずれとでも云う者である。それでともかくチームを作つてそれ等に練習をさせて成長させ、

それ以後は正規に入部する者をふやして行こうと云ふ考え方であつた。これは立教大学だけに限

らず早稲田大学においても明治大学においても、その数の大小はあるが同じような他の部のくず

れが入つて来たのである。 

 

そのようにしてフットボールに未経験な日本人を養成していかなくては、フットボールはあく

までもアメリカの競技になり、日本においては二卋のスポーツになつてしまつて、フットボール

が日本に根を降すことが出来ないからである。 

 

このようにして立教大学ではプレイヤーを集めたが、それでもまだ不足しているので一時的に

でも他の運動部からプレイヤーを借りてチームを編成すると云う大変苦しい努力をしたのであ

る。 
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このようにして早、明、立の三大学には 9 月中頃、すなわち第二学期の開始早々にチームを編

成して練習を続けては居たが、その頃はまだ第一回の試合の日取りも、相手もまだ決定していな

かつた。然し準備委員会の方で 11 月 29 日米國感謝祭の日に Y.C.A.C と神宮競技場でやると云ふ

大きな目標が決定され、プレイヤーもやつと張り切ることが出来るようになつたのである。 

 

その当時、東京には正式にスタンドを備えて観客を収容するようなグラウンドは明治神宮外苑

競技場以外にはなかつた。それで外苑競技場は陸上競技、ラグビー、サッカー、ホッケーと各種

のスポーツ団体が使用し、春秋のシーズンの土曜日、日曜日はとても取ることが出来ないような

状況であつた。 

 

しかし平日は割合に空いて居たので、加納氏が神宮側と交渉して 11 月 29 日に確保することが

出来たのであるが、これにも相当な困難があつた。何しろ日本のスポーツは日本体育協会がこれ

を取り締つているような形になつて居り、体育協会に加盟していないスポーツ団体はスポーツで

はないように思われて居たのである。更に昭和 9 年と云えばそろそろ日本の軍國主義化が進んで

来た頃である。即ち昭和 6 年に満州事変が起き、これが飛火して第一次上海事変にまで発展し、

日本國内は戰爭状態に入る道を突進していたのである。 

 

昭和 9 年頃は一応、満州事変は終息しては居たが國内の軍國化は進んでおり、昭和 12 年の支

那事変へと情勢は邁進して居り、その間に國内においても不穏の情況を示しつつあつた。そして

軍の尻馬に乗る官庁は一般をして益々國粋化に指導して居たのである。このような時期にスポー

ツとは云えアメリカのスポーツを取り入れようとするのであるから、その困難さは相当なもので

あつた。又一方、考え方によれば、このような時期であつたからこそ対米親善の必要もあつたの

ではなかろうか。アメリカ側としても対日感情をやわらげる為には日米の交流を計る必要があつ

たのかも知れない。いわゆる日米外交親善上、或は対外國のゼスチャーとしても、日米親善の実

を内外に示す必要があつたのでフットボールと云うスポーツを通じて民間の親善を計つたのか

も知れないが、その当事者としては種々の困難な問題を一つ一つ解決して行かなければならなか

つた。 

 

その一つに明治神宮外苑競技場使用についても同様なことがあつた。明治神宮と云えば日本の

代表的な神社である。その頃からボツボツ叫ばれていた神國日本の象徴の大本山でもある。その

神域にある競技場でアメリカのスポーツの発足をすることについては多くの異論があつたこと

は想像出来る。 

 

然しそのような時期にこそアメリカとの親善の為にも外苑競技場で発足する真の意義がある

と云えるだろう。とにかくこれの折衝にあたつた加納氏もバックに朝日新聞と云うマスコミを背

負つて交渉して、平日であると云う好条件もあつて明治神宮外苑競技場を借りて第一回の試合を

挙行することが出来たことは、大変な成功であつた。 
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一方プレイヤーの方はチームを編成して練習を始めたが、まだ用具が出来ていないので、本格

的な練習は出来なかつた。主としてフォーメーションとコンビネーションの練習のくり返えしで

あつた。それでも 11 月 29 日に第一試合が決定して一同大きな目標が出来て張り切つて練習をし

たのであるが、悲しいことには専用のグラウンドは、勿論ある筈がない。それで他の部がグラウ

ンドの使用していない時間を見計らつては練習をすると云う不安定なものであつたが、それでも

皆一生県命に練習を続けたのである。然し、練習許りを続けているとどうしても飽きが来て、何

とか試合がやりたくなつて来るのは当然のことである。然し試合をするには用具がまだない。そ

こでハワイで行はれているベア・フットボールで試合をしようと云うことになつた。 

 

ベア・フットボールとは、ルールは正式のフットボールのルールを使い、用具は両チーム共全々

使用しないで行うフットボールである。ヘルメットも、ショールダーパッドも、スパイクシュー

ズもお互に使用しないのである。相方共用具を用いないから危険度も少ない訳である。そのベ

ア・フットボールで練習マッチをやることになつた。このゲームが真の日本最初の試合であると

云えるかも知れないが、正式のフットボールでないと云う理由で表面には知られていない。 

 

この試合は明治大学在学中の二卋が組織しているシグマ・ヌ・カッパ対在日ハワイ二卋との対

戰で、昭和 9 年 10 月 25 日午後 1 時 30 分から池袋の立教大学のグラウンドで行われた。 

この試合の予告を朝日新聞 10 月 25 日付では、次の通り書いている。 

 

「日本で最初の米國式フット・ボール戰  けふ立教球場で挙行 

 

アメリカンフットボールの持つスピードと迫力はかねてから我が國青年の間で憧憬の的

となつて居り、嘗ては東髙師、水髙或ひは横浜髙工等でこれが研究並びにチームの組織を志

し最近では慶応及び立教等の学生間でこの新時代スポーツに対する関心を持つ者が漸く多

きを加へて来たが、今回明大在学中のアメリカ及びハワイの邦人第二卋聯中が組織して居る

シグマ・ヌ・カッパ倶楽部が中心となつて同大学の松本瀧蔵教授や立大のマーシヤル体育主

事等と諮つてこれが具体化に努めた結果、在京のアメリカ生れ第二卋邦人の選抜軍と 25 日

午後 1時から池袋立教球場で松本教授のレフェリーで日本最初のアメリカンフットボール戰

を行ふこととなつた。尚今回は最初の試合でありこれを広く卋間一般へ紹介する意味から大

いに一般有志の観戰を歓迎する由である。両軍メンバー左の如し。 

 

（シ軍）  （選抜） 

山本 RE 陶井 

仁井 RT 今村 

黒川 RG 三上 

加藤 C 三枝 

川辺 LG 青木 

押田 LT 畑 

二階堂 LE 島袋 
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吉岡 QB 福田 

松本 LH 西原 

杉山 RH 藤田 

三浦 FB 仁井 」 

 

以上のように昭和 9 年 10 月 25 日付の新聞の記事がのつた。 

 

記事は「チーム組織を志し」とか「漸く多きを加へて来たが」今から思えば大時代的な用語が

使われて居るが、二段の予想記事と云うよりむしろ P.R 的要素を多分に含んだ記事で仲々有効な

記事であつた。 

 

この記事の中にも書いてあるように、アメリカンフットボールについては過去においても興味

を持つていた人は多くいたのである。即ち「嘗ては東髙師、水髙或ひは横浜髙工等でこれが研究

並びにチームの組織を志し云々」とあるように東京髙等師範学校、水戸髙等学校、横浜髙等工業

学校等でフットボールのチームを作るか、或いは作ろうとする気がまえはあつたらしい。それが

何時頃かは明確ではないが、とにかくフットボールに興味をいだき、それをやつて見たいと志し

た人は少くともこれ等の学校には居たのであろう。 

 

東京髙等師範学校ではその性格上フットボールを研究し、それを又教材とする為にも研究をし

ていたと云うことはうなづけるが、水戸髙等学校、横浜髙等工業学校ではプレーをやりたいと云

う目的の為ではなかつたのではなかろうか。然しそれも種々の今迄述べたような困難な条件の為

に実現出来なかつたのであろう。誠に残念なことであつた。 

 

さて昭和 9 年 10 月 25 日は晴天であつた、池袋の立教大学のグラウンドと云つても体育館の裏

の現在の理学部の教室の建つている処に、昔はグラウンドがあり、陸上競技、ラグビー等が使用

していた。勿論予科の体操や教練の時間にもこのグラウンドを使用していたものでスタンドも何

もない只のグラウンドであつたが、新聞の宣伝で知つたものか約 200 人位が時間になるとグラウ

ンドの周囲に集つた。勿論多くは立教の学生であつたが、その他にもフットボールに興味を持つ

ている各大学の学生も遥か電車でやつて来て見学をしていた。 

 

何しろ用具がないので両チーム共、ジャージーも長袖のものもあれば T シャツ姿、ランニング

シャツ姿で、色も殆どが白であり、パンツもシヨートパンツの者、長ズボンの者と全部まちまち

で自前のシャツ、パンツと云ういでたちであつた。中にはたつた 1 人だけヘルメットをかぶつて

居た者がいたのはご愛嬌であつた。靴も殆ど運動靴で、中にははだしの者も 4～5 人居た。然し

ルールは正規のルールで試合をしていたのであるから、当りは仲々するどかつた。 

その試合の記事が翌 10 月 26 日の新聞に次のように書かれていた。 
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「シ軍勝つ 

日本最初の米国式蹴球日本最初のアメリカンフットボール戰、明大在学中のアメリカ第二

卋シグマ・ヌ・カッパ対ハワイ第二卋との試合は 25 日午後 1 時半から立大グラウンドで松

本（主）、マーシヤル（副）、村山（線）の審判で挙行したが何分道具が一つもないのでヘル

メット、プロテクター抜きの素面、素小手、靴も蹴球用は危険とあつて多くは籠球用ゴム底

靴ハワイ軍はハダシで対戰し、漸く第 2 クオーターで明大シ軍見事にタッチダウン。コンバ

ーション成つて 7 点を得、第 3、第 4 クオーターは得点なく 7 対 0 で明大シ軍に凱歌が挙つ

た。 

 

 

 0 － 0 

明大シグマ 7 7 － 0   0 ハワイ二卋 

 0 － 0 

 0 － 0 

 

川辺 RE 陶井 

黒川 RT 今村 

山田 RG 三上 

武田 C 三枝 

加藤 LG 青木 

押田 LT 畑 

二階堂 LE 島袋 

吉岡 QB 福田 

松本 LH 西原 

斉藤 RH 藤田 

山本 FB 仁井 」 

 

以上であるが剣道ではあるまいし素面、素小手とは又大変な表現であるが、仲々妙を得ている

と云うべきであろう。中に 1 人のアメリカの水兵のかぶる白い帽子をかぶつている者が居たのが

印象に残つている。 

 

これが日本におけるフットボールの最初のゲームであると云うには余りにも寂しい。他のスポ

ーツでも皆同様ではあると思はれるが、皆このような寂しいゲームが第一回となつているのであ

ろう。然しこの試合は練習試合であつて、あくまでも正式のゲームではなかつた。即ち正式のゲ

ームを挙行する為の下準備に過ぎないのであつて、日本のフットボール史上では、日本最初のフ

ットボールゲームは飽く迄も 11 月 29 日となつている。然しこのゲームは用具こそ用いなかつた

が、正式なグラウンドで正式な審判の下に正式な時間で行われたのであるが、日本最初の正式な

ゲームを盛り立てる為の準備であつた。 
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何回も書くようではあるが日本最初のフットボール・ゲームは、昭和 9 年 11 月 29 日木曜日ア

メリカ感謝祭の日に、明治神宮外苑競技場において東京学生選抜軍と Y.C.A.C との間に行われた

のである。 

 

10 月の末になると、製作を急いでいた玉沢運動具店から同店苦心の作の用具が出来たのである。

勿論出来上がるまでにはマーシヤル氏やアメリカ大使館付武官のジョージ中尉、ブース中尉等が

何回も指導したり相談に応じたりして、型は旧式ではあるがアメリカ製に匹敵する位の用具が出

来たのである。この間玉沢運動具店の苦心も相当なものであつたことは想像出来る。日本のフッ

トボールの厂史にこの玉沢の努力を忘れることは出来ないし、又玉沢はフットボールの恩人とも

云えるのである。また玉沢運動具店としてもそれを誇りにしても良いのである。 

 

さて用具が出来上ると、練習も本格的になつて来た。Y.C.A.C の方も同様に本格的練習を開始

したのは当然のことであつた。学生軍の方はコーチにマーシヤル氏とブース中尉が当つた。用具

を装着すると各プレイヤーの動きも変つて来た。二卋の中には正式なフットボールをやつたこと

のあるプレイヤーも居たが、日本生れのプレイヤーは初めて装着する用具であるから、ぎごちが

ない。手が髙く上には上らない、腰がやわらかくまがらない等用具に馴れるまでが、又大変であ

つた。 

 

又練習用のグラウンドにも苦労した。何しろ出来たばかりであるので何処のチームも専用のグ

ラウンドなど持つている筈はない。また各学校でも各部が専用のグラウンドを持つているのでは

なく、お互に時間の割り振りをして使用して居るような状態であるから、出来た許りのフットボ

ールに使はせてくれるだけの予猷はない。まして選抜チームであるからなおグラウンドについて

は苦労した。それで主として池袋の立教のグラウンドでラグビー部、陸上競技部の使用していな

い時間に練習をしたのである。 

 

Y.C.A.C でも練習には苦労したことと思はれる。それはグラウンドはクラブ所有の立派な芝生

のグラウンドがあつてその点ついては心配しなかつたが、プレイヤーの方の苦労があつたのでは

なかろうか。何しろプレイヤーはアメリカ人だけではなく英國人もドイツ人もフランス人もベル

ギー人も入つていて、フットボールは見たこともない外國人が入つて居た。それをアメリカ人が

指導してチームを作るのであるから、初歩からやらなければならない。まして彼等は何れも仕事

があるので練習の時間に制限を受ける。その他学生と違つて社界人であるので、コーチする方も

非常にコーチしにくい点も多々あつたと思はれるが、根がスポーツ好きの外人の集団であるので

期日までには型を作ることが出来た。 

 

一方、試合の裏方も忙しくなつた。11 月中頃には入場券の前売りを始めた。都内のプレイガイ

ドや運動具店を使つて前売りをする外、出場する大学の部を通じて学生に前売をした。学生券 30

銭、一般券 50 銭、特別席 1 円の値段であつた。又当日試合場で売るプログラムの製作もしなけ

ればならなかつた、プログラムは一部 5 銭の定価をつけた。 
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その他、試合場の人の配置、医師の手配、招待状の製作発送、又グラウンドの作り方、これも

又ラグビーやサッカーのラインの引き方やゴール・ポストの建て方はグラウンドの方で充分知つ

てはいるが、何しろ日本で初めてのことなので外苑競技場の方でも全々知らない。それで外苑競

技場が出来た時から居る管理人の岡崎太郎氏によく話を通じてフットボールのラインを引いて

もらうように依頼もしなければならなかつた。何しろルールに則つたラインを引いてもらうには

ルールから説明をしなければならいのである。 

その他、ヤーデッジ・チェーンやダウン・インディケーターそれにコーナー・フラッグ、ヤー

ド標示板等何れも今迄日本で使つたことのないものばかりなので、これを作らせるのに一々手を

取つて指導する必要があつた。 

 

いよいよゲームの日が近づいて来た 11 月 25 日には、新聞記者発表を丸の内のアメリカンクラ

ブで行つた。当時はテレビはなくラジオは JOAK だけであつたので PR の主力は新聞に向けられた

のは当然である。在京の主力新聞記者十数名が集まつた。委員会の方からはポール･ラッシュ委

員長を始め松本、小川、マーシヤルの各委員とこの記者会見をアレンジした加納委員も参加した

のは当然である。そして各新聞記者共運動部のベテラン記者ではあるが、フットボールに関して

はスブの素人であるので、フットボールの簡單なルールや、出場選手のメンバー表等の参考資料

を配布し、フットボールの解説をし、その他の質義応答もあり相当盛会であつた。 

 

11 月 28 日の東京の各スポーツ欄には各紙共 4 段全紙を使つて、相当にくわしい解説記事を写

真と図解入りで載せた。各紙がこれ程大きく記事を取り上げたことは日本のスポーツ界において

も稀有のことであつたであろう。これも委員の中に朝日の記者の加納氏が居て、色々と記者仲間

を集めて卋話をしてくれたおかげである。 

 

朝日新聞には 

「米國式蹴球とはどんな競技か あす日本最初の試合」と云う見出で 4 段抜きで 

「29 日午後 3 時から明治神宮競技場に於て早明立三大学選抜軍と横浜外人団と初めて正

式の米國式蹴球試合を挙行することとなつたが、アメリカンフットボールとはどんな競技

か？」 

と書き出しグラウンドの大きさ、ゲームの時間、使用ボール、競技者数、ポジション、ゲーム

の進行のし方、反則の種類、得点、等について詳細に記載していた。 

 

読売新聞も 4 段で 

「AMERICAN FOOTBALL 日本で初めて紹介試合 横浜 Y.C.A.C 対東京学生聯合軍 29 日 

神宮競技場」の見出で「ラグビーによく似ていてもつと猛烈なアメリカンフットボールが 29

日午後 3 時から神宮外苑の競技場で我国最初の試合としとデヴュウする。かたや横浜の

Y.C.A.C かたや東京学生聯合軍、この当日はグルー米國大使が開会の祝辞を述べる。ついで

チーム間の記念品贈呈、選手の紹介などにつづいて國歌の吹奏、それから米國のフットボー

ルに関するマーチを 20 も演奏して 3 時からキック・オフといふ大がかりなもの、これで日

本に知られていないが米國スポーツ界の王者アメリカンフットボールを日本に移植しよう
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といふのだ」 

と書き続いて 

「学生聯合軍といふのは米國生れの邦人が殆んど全部で現在早立明大などに学籍を置い

てひたすら日本人的教養を受けつつある学生諸君。明後日の試合を前に 27 日の午後立教大

学の長崎運動場で立教のマーシヤル体育主事、ブース米大使館員、コーチの下に、フォーメ

ーションの練習に余念がない。何しろ英語の方が板についている聯中なのでクォーターバッ

クの喋る英語も他の 10 人の動く気合もチョイト日本人離れがしている。 

選手達の予想では“横浜の外人クラブは重量があるのと大きいから苦手だけれど、年寄り

達が多いから初めの 15 分が過ぎればヘバルだらうと思つてます。だから後半で勝ち抜く気

でいるんですよ”となかなか闘志満々だ」 

 

と少々皮肉つた筆で書いている。即ち日本に留学して日本的教養をうけつつある二卋がアメリカ

のスポーツを日本でやるとか、英語や動作が日本人離れしているとは大部皮肉つているが続いて 

 

「試合方法と反則初めて観る人のメモ」でチーム、試合、競技場、試合時間、反則、見方

と色々項目を別けて親切に解説し、最後に「ラグビーがウィットな試合であるのに対してア

メリカンフットボールは全くフォーメーションの戰ひである。普通は図のやうなライン・ア

ップを作るが、クォーターバックのシグナルでプレイが初められる直前に色々と配置の変化

が行はれる、だからチームの一人が譜号を忘れたり、誤つたりするとチーム全体の動きが破

壊されてしまふ」 

と解説している。 

 

各新聞が競つてこんなに大きく解説予告とも云うべき記事を書いてくれたかと云えば、加納さ

んの努力盡力は当然のことであるが、日本にフットボールが移植される気運が充分に熟し切つて

いたと云えるのであろう。 
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◆ １９３４（昭和９年）最初の公式戦当日 ◆ 

 

さていよいよ日本最初のゲームの日、11 月 29 日がやつて来た。 

当日は晴天であつた。明治神宮外苑競技場には新聞によれば 2 万人と書いてあつたが、実数は

1 万 5 千人位であつたが、とにかくメインスタンドは一杯になる位の観衆が集つた。そして貴賓

席には秩父宮殿下のお姿も見えた。秩父宮様と云えばスポーツの宮様と云う愛称もあり、大変ス

ポーツの好きな宮様であつた。お若い頃には内緒でラグビーもやられたことがあるとか云う話も

あつた。その秩父宮様とグルー米國大使等が貴賓席で観戰されている中で日本最初の正式なアメ

リカンフットボールは華々しく日本において開花したのである。 

 

記念すべきこの日は厳粛にと云うよりは華々しく行われたのである。約 1 万 5 千人の観衆を集

め、フロリダのバンドが来場してアメリカの有名大学の応援歌を演奏し、二卋を中心とした応援

団は黒紋付の羽織に袴と云う日本の学生応援団を見馴れた日本人の眼には異様に見える白シャ

ツにズボン姿のアメリカスタイルで英語を駆使する応援団等、映画でも見ているような雰囲気で

あつた。 

 

ゲーム開始に先立つて東京学生米式蹴球聯盟の委員長ポール･ラッシュ氏が、日本で最初の正

式なフットボールを開催するについての現在までの経過及び内外有志各位の好意に対する感謝

の辞を英語で述べ松本氏がこれを通訳した。そして次にジョセフ・グルー駐日アメリカ大使の祝

辞があつた。その主旨は次の通りであつた。 

 

「アメリカンフットボールほど観衆にも選手にもスリルを感じるスポーツはない。そして

苟しくも米國人たるものはこのゲームを持つことに誇りを感じないものは一人もあるまい。

アメリカンフットボールは意志強固にして責任感強く、スピードと忍耐力を備えるものにと

つてのみ許され、価値あるものであつて、以上の素質薄弱なるものはこの競技にたずさわる

ことは出来ない。私の考えでは、日本國民の習慣、生活態度及びスポーツに対する熱度から

見てこの競技は全く日本國民に最も適したスポーツである。」 

 

このグルー氏の云葉を全く至言とでも云う可きものであり、吾々フットボールをプレイする者

はこの云葉を金言として来て現在迄もそれを忠実に実行していると云える。即ち意思の強固、責

任感の旺盛、忍耐力の養成はどのスポーツにも必要であるが、特にフットボールにおいてはこれ

等が欠除していたのではチームの力を発揮することは出来ないのである。その意味からもこのグ

ルー氏の云葉はフットボールを志す者にとつては、必要欠くべからざる所の金言であると云はな

ければならないと思う。 

 

さてその記念すべき日本最初のゲームの内容は、翌日の朝日新聞の記事を以下に写して見よう。 

昭和 9 年 11 月 30 日朝日新聞朝刊運動欄「26－0 外人軍を圧倒し学生軍大勝す日本初の米式蹴

球」の見出しで 
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「早明立学生混合軍対横浜外人軍の日本最初のアメリカンフットボール試合は 29 日午後

3 時から神宮競技場に於て挙行。この日秩父宮殿下台臨あらせられグルー米國大使を始め外

人観衆極めて多く、メインスタンドは満員で約 2 万を数へた。 

レフリー・ジョージ大尉、アンパイヤー・ファウラー氏、主線審浜田氏、線審河辺氏、ラ

ッセル氏。 

 

何しろ初めての試合であり両軍共に訓練の期間が少かつたので試合は技術的にも戰法的

にも殆んど見るべきものなく、外人軍はバックスが球を得れば唯密集に突つ込むばかり窮す

れば 3ダウンか 4ダウン目にタッチを狙ふとか一かばちかハイパントを揚げて従らに攻撃を

放棄するばかり。これに比べると学生軍は展開力もより広く FB 川原がしばしば長駆して僅

かながら競技的な興味を躍らせて居た。 

 

第１クオーターでは学生軍は自陣 30 碼ラインからバックスの突進で第 4 ダウン迄に外人

側 40 碼ラインを突破し続く攻撃の第 4 ダウンで 15 碼に迫り、次の第 3 ダウン目に川原最初

のタッチダウンを得て 6－0 とリード。第 2 クオーターでは外人側 40 碼からバックスの突進

で第 3 ダウン迄に 25 碼に迫り第 4 ダウン目に梶谷のフォワードパスを川原ゴール前 5 碼辺

で掴んでタッチダウン、川原のプレイスメント決まつて 7 点を得、13－0 とリード。第 3 ク

オーターは双方動きが鈍く外人軍のバック、ザバーの活躍があつたが決まらず両軍無得点。

第 4 クオーターに入るや学生軍は外人側 30 碼のスクリメーヂからパスで突進、第 2 ダウン

迄にゴールライン 1 碼に迫り、第 3 ダウンで川原右に抜いてタッチダウン。野中プレイスメ

ント決めて 7 点を得 20 対 0 となり、タイムアップ前外人軍 20 碼から 36 碼辺に盛りかへし

てからの第 3ダウンでフォワードパスを試みるを藤田中央線付近でインターセプトして左に

スワーブして抜き去り最後のタッチダウンを挙げ 6 点を得て 26 対 0 で快勝した。 

紹介的な試合であつたから一概に云ふわけにはゆかないが外人側は 1人余計出た時もあり

試合そのものとして、極めて凡戰で、パスの攻撃など殆どなくフォーメーションも数へる程

しか出なかつた。併し米國式蹴球は如何にも面白さうだといふことを見せる意味では外人見

物のお祭り気分やバンドの活躍などにも彩られて大いに効果的だつた。」 

 

と横尾俊彦記者は苦し気に書いている。 

 

それもその筈であろう、この記事を見ても横尾記者はフットボールのことは知らないのではな

いかと云うことがよくわかる。ハイパントとかタッチを狙うとか、プレイスメントやスワーブと

云うラグビー用語が随所に出て来るので、横尾記者はラグビー担当の記者であると云うことは解

る。もつともフットボール担当記者と云うものはまだまだ誕生しない時である。やつとフットボ

ールが日本に誕生したばかりで、今生声を挙げたばかりであるのでフットボール担当記者なんか

ある訳がない。ラグビーと似ていると云うので横尾記者が書かされたものであろうが、横尾記者

としては大変に迷惑極まりないことであつたであろう。 

 

それにゲームが派手な面白いものであつたらもつと何か他に方法もあつたのであろうが、何し
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ろ初めての試合でプレイヤー自体がよく解つていないし、又経験も無い上に練習期間も短かつた

ので目のさめるようなよい試合が出来る筈はない。横尾記者にはその点気の毒であつたが彼は一

応得点の経過は正確に記事にしている。唯惜むらくは得点のタイムとダウンがどのシリーズのダ

ウンであるかが書いてないのは残念であつたが、とにかく初めての記事としては正確に書いてい

ることは現在となつて非常に有難いことであり、そして又貴重な記録であると云うべきである。 

 

この試合のスコアー及びメンバーは次の通りである。 

 

  6 － 0 

学生 26  7 － 0 0 YCAC 

  0 － 0 

 12 － 0 

 

14  FD  12 

194 YR  105 

50  YP  25 

 

井上（早） RE ヒーシュ 

山田（明） RT フィゲス 

野中（早） RG シュバリエ 

花岡（明） C ウェーソン 

松本（早） LG ショーネ 

畑（明） LT ダウ 

梶谷（立） LE ワイスブラット 

大前（明） RHF ハリス 

藤田（早） LH デヴィン 

太田（立） QB J.ハリス 

川原（早） FB ザバー 

 

（註）FD はファースト・ダウンを得た数 

YR（ヤード・ラッシュ）全試合に突進したヤード数総計 

YP（ヤードペナルティ）反則のため後退させられたヤード数総計 

 

交代（学生軍）:FW 唐木（明）、山本（明）、黒沢（立）、横野（早）、根本（立）、加藤（明）、

頴川（立）、黒川（明）、FB 山本（明） 

（外人軍）:FW テッシュ、ペスタロッチ、ロード 

タッチダウン   学生軍  川原 3、藤田 

タッチダウンよりのゴール 学生軍 川原、野中 
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以上は朝日新聞の記事によるものであるが、FD の数とか YR のヤード数、又は YP の長さ等これ

は勿論聯盟で発表したものであろうが、それを刻銘に載せていることは、現在においても大いに

学ばなければならないことである。 

 

学生軍のメンバー中、LE 梶谷（立）とあるが、梶谷は立教の学生ではなく法政の学生であつた

が、このチームが早明立の三大学選抜と云うことになつているので聯盟の発表も立教としたもの

と思はれる。そして学生軍のスターティングラインアップは皆二卋であつた。但し交代の中には

日本生れの学生が数人入つていた。立教からの太田は二卋でカリフォルニア大学を卒業して立教

に入学した選手であり、黒沢は拳斗部に居た選手で、根本はラグビー部に居た選手であつた。頴

川は通称ロニーと云い台湾人であるとのうわさもあつた人である。 

 

とにかくこの様に日本最初の試合は盛会裡に学生軍が 26 対 0 で快勝して成功裡に終わつたが、

翌日の各新聞は試合経過よりスタンド風景に主力を置いて書いていた。これもフットボールを書

ける記者が各紙共居なかつたので仕方がなくそのような処置を採用したのであろうが、スタンド

の風景は確かにその当時の日本のスポーツには珍らしい様想であつたのでその方が面白かつた

のであろう。 

 

朝日新聞にもゲームの写真とならべてスタンド風景の写真をのせて、それに「スタンド異色風

景」と云う見出をつけて次のように説明している。 

 

「初めて神宮で行はれたアメリカンフットボールは試合も試合だがスタンドの風景がこ

れは又頗る異色味たつぷりメーンスタンドを埋めた 2万観衆に外人の多かつたのも平素と変

つていたが記者席の前に陣取つた YCAC のバンド（上）がタイム毎、得点毎に吹き鳴らすジ

ャズ張つた奏楽の賑やかなこと、國歌や行進曲以外に聞いたことのない一般フアンはビック

リ仰天、それかあらぬか、3 大学学生軍の応援隊（下）のエールまでが凡そ日本人には聞き

馴れぬ云葉ばつかり、手ぶり身ぶりまでが本場からの輸入もの、イヤどうもユカイなもので

ござる。」 

 

と驚きと皮肉で書いている。 

 

前にも書いたように昭和 9 年と云えば、昭和 6 年の満州事変が終り日支事変が近着き日本全体

がそろそろ軍國調に踏み出した頃であり、神國日本の風調が強まりかけて来た頃である。神國日

本の権化とも云うべき明治神宮の外苑で全くアメリカ調のスポーツが始り、スタンド全体をアメ

リカ調に包んでしまつたのであるから呆れるのも当然である。それまでこの競技場ではラグビー

の試合も常に行はれてはいたが、ラグビー協会では拍手以外の応援は禁じられいた。 

 

又六大学の野球の応援は盛んであつたが、応援のリーダーは正服正帽か紋付羽織袴と定つて居

り、ブラスバンドなども入らないものであつた。それが神聖な神宮外苑にジャズ式のブラスバン

ドの演奏が鳴りひびき、それに合せて英語の応援がこだましたのであるから見物も皆ビックリ仰
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天してあきれたのも無理はない。 

その時の応援団と云つても各学校の応援部ではなく二卋聯中で米國の髙校等で応援した経験

のある者がリーダーになり、見物に来た二卋や日本生れの学生を一ヶ所に集合させて聯盟で作つ

たテキストのプリントを渡しそれによつて応援をする臨時応援団ではあつたが、それは臨時傭い

にしてはリーダーの指示がよかつたのか割合にまとまつていて臨時応援団とは思われない位で

あつた。 

 

その時の応援のテキストは次の様なものであつた。 

 

YEILANDSONG 

（HAILTEAM）（BIGTHREE） 

HAI.......LTEAM!×（NAME）RAH..RAH..RAH..（NAME） 

×××××××× 

HAI.......LTEAM!×SONGS 

TEAM!TEAM!TEAM!×HAILHAILTHEGANGS 

ALLHERE 

（ROCKET）×××××××× 

WHEE......（whistled）.......EE.........EBOOM! 

AHHH........................HH......HVARSITY 

VARSITY!VARSITY! 

××××××××× 

Soft）VAARRSITYRAH!RAH! 

Medium）VARSITYRAH!RAH! 

Loud）VARSITY 

VARSITY（EE）……VARSITY（EYE）WOW! 

×××××××××× 

（WARCRY） 

FIGH......TTEAM......FIGHTFIGHT! 

FIGH......TTEAM......FIGHTFIGHT! 

YEA......H.....ＨTEAM 

FIGHTFIGHTFIGHT 

×××××××××× 

（OSKY） 

OSKIE......E......EWOW..WOW! 

WHISKIE......E......EWEE…WEE! 

O......O......O......OLYMUCKYEYE! 

O......O......O......OLYVARSITY! 

 

日本の「フレーフレー」とか、「ガンバレガンバレ」とは格段の差であるが矢張りフットボー
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ルにはこの方が何かピッタリと来る様な気がした。これでは新聞記者ではなくとも日本人の観客

は一様にビックリ仰天したのは当然であり、横尾記者ではないけれど「イヤどうもユカイなもの

でござる」である。 

 

又読売新聞はこれ以上面白く書いていた。 

 

「急に力が出た筈 米軍にもぐりが 1 人 アメリカンフットボール初試合珍風景」、との

見出しで 

 

「29 日午後 3 時から神宮競技場でアメリカンフットボールがデビューした、横浜カントリ

ー・アスレティック・クラブ（Y.C.A.C）対全東京学生選抜軍チームの試合、デビューにふ

さわしく鳴物入の素晴らしく華やかなお目見得だ。 

フロリダのジャズバンドが出張して試合開始前からまるでお祭り騒ぎ、横浜の全外人が夫

婦づれ、子供づれでドライヴして来て、中央スタンドは「アメリカ語」で煮えくり返つた。

タクトを振る外人コンダクターの恰好もすつかりホール気分だ。見物の外人は指揮棒に合せ

て心を浮かれさせ立上つては大声でジャズの注文「ホイ乾杯の歌」。普通席も学生でギッシ

リの満員、早稲田、明治、立教の応援団が旗をなびかせて元気一杯の応援だ。この応援流暢

なアメリカ語、学生軍の大部分がアメリカ生れの第二卋だ。応援団もまた第二卋で固められ

ているのだから負けつこない。時々学生の向ふ仕込みで優しく見え過ぎる応援団長が外人の

前に出張つて応援のリードだ。 

 

活動では見たことがあつても本物の試合を見るのはこれが初めて。解説付 5 銭のプログラ

ムが飛ぶ様に売れた。解説とにらめつこしての観戰だ。ヤンキー聯はさすがお國自慢のスポ

ーツ、得たり顔に、試合なんか始めからなめてかかつて、奇声、歓声の聯発。 

試合終了少し前外人軍に急に力が出た、レフェリーがきょとんとして人数を勘定している

と思つたら、なあんだ 12 人。11 人のメンバーが選手交替の時何時の間にか 12 人になつてい

た。お陰で外人軍反則で 15 ヤードの後退を命ぜられた。途端に毛皮を頭からかぶつた外人

がスタンドの前に飛び出してとんぼ返りまでして応援だ。自称ジョニーウォーカー君、蜜柑

を十字にくくつて首にぶら下げて居。26 対 0、ジョニーウォーカー君の折角のとんぼ返へり

も、洋服が汚れただけのことになつた。 

スポーツの宮様秩父宮殿下には競技場に台臨、終始御興深く御覧遊ばされた。」 

 

以上写真入で書いてあつた。 

 

「活動では見た…」とあるのは活動写真、即ち映画のことである。それから外人チームは交替

時の聯絡が悪く 1 人退場しなくて 12 人になつたこともあり、とんだ御愛嬌であつた。 

このようにして色々と批判はあつたが、とにかく大成功の裡に日本最初のフットボールの試合

は終つたのである。そしてここで早稲田大学、明治大学、立教大学の 3 大学で東京学生米式蹴球

聯盟を結成して発足したのである。 
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アメリカンフットボールでも良いのであるが、長過ぎるのと、当時の日本の情勢から成るべく

漢字を使つた方が良いのではないかと云うことで米式蹴球としたのである。当時はサッカーをア

式蹴球と呼び、ラグビーをラ式蹴球と云つて居たので、ここは新語を作る名人の加納さんが考え

てアメリカンであるから米國式と云うべきではあるが、ア式、ラ式と同様の方がよかろうと米國

の國を外して米式蹴球としたものである。 

 


