リハ ビ リ と 感 謝
椅子に座り、足元のタオ ル
を左足の指先でつかむ。櫛 田
亮介のリハビリは、いつも こ
の単純作業から始まる。
今から約２年前の２００ ７
年 月７日、ドイツでプレ ー
していた櫛田は、試合中に 左
ヒザを脱臼した。左足のヒ ザ
から下はあらぬ方向に折れ 曲
がり、ヒザのじん帯はこと ご
とく断裂していた。
それまでの櫛田は順調だ っ
た。ホンダ熊本を辞めて、 無
謀とも言われた海外挑戦の 夢
をかなえた。ドイツリーグ ４
部のピルナで１年目から活 躍
し、チームの３部昇格に貢 献
した。ピルナでの２年目の シ
ーズンも、決勝ゴールを決 め
るなど、チームに欠かせな い
選手になっていた。そんな 矢
先の大ケガだった。
ドイツの医者からは「今 後
２本の足で歩けるかどうか も
わからない。ハンドボール 選
手として復帰するのは諦め な
さい」と言われた。実際、 ハ
ンドボールでは前例のない ケ
ガだったし、じん帯の再建 手
術は大がかりなものだった 。
しかし落ち込む櫛田に、 ピ
ルナの仲間が声をかけた。
「現役復帰が無理という の
は医者が言うことであって 、
クシがハンドボールに戻り た
いのであれば、戻ってきた ら
いいんじゃないか」
その言葉は、櫛田にとっ て
日本球界への復帰をめざす櫛田亮介（写真はホンダ熊本時代）

その甲斐あって、翌年には
５部のチームから「ジュニア
のコーチをしながら、実戦復
帰をめざさないか」とのオフ
ァーが届いた。残念ながらビ
ザの関係で契約には至らなか
ったが、自分の起こした行動
がひとつの形となって返って
きたと、櫛田は感じている。
「そこまでやってこそのコ
ミュニケーションですよ」
自分が生き延びるために、
必死になって身につけた力は
本物である。

思い込む力

の心の支えとなった。
日本に戻ってからのリハビ
リでは、母校の中部大でトレ
ーナーを務める大西貴幸がメ
ニューを作ってくれた。その
中のひとつが、冒頭で紹介し
た、左足の指でタオルをつか
むトレーニングだ。
リハビリを始めた当初、櫛
田はその動きさえ満足にでき
なかった。左足でタオルをつ
かむメニューだけを８時間続
けたこともあった。集中力が
途切れそうになったらサプリ
メントを飲んで、また同じ動
きを延々と繰り返す。気の遠
くなるような毎日だった。
今は左ヒザの状態も７割程
度まで回復し、大西が付きっ
きりでリハビリを見ることも
なくなった。大西からは「ハ
ンドボールの動きの中で気に
なる痛みがあったら、言って
くれ」と言われている。櫛田
は、大西の大らかなやり方を
気に入っている。「大西さん
は結構アバウトなんですよ」
と口にしながら、内心では、
大西のリハビリが正しいこと
を自分の体を通じて証明した
いと思っている。
左ヒザを痛めてからの２年
間は長かったが、大西やピル
ナでの同僚、執刀医をはじめ、
多くの人たちに支えられた２
年間でもあった。人の温かさ
に触れるうちに、櫛田は「も
はや自分ひとりの左ヒザでは
ない」と思うようになった。
昨今のスポーツ界では、実

才を過ぎたら、い

体を伴わない「感謝」という
言葉が横行している。櫛田自
身も、以前はそんな言葉が好
きではなかった。だが、ケガ
を乗り越えつつある今となっ
ては「ありがたい」と素直に
思えるようになった。
「僕は高尚な人間でもない
し、ドロドロした部分もある
ひとりの男ですよ」と櫛田は
照れる。それでも自分の左ヒ
ザを見るたびに、櫛田の脳裏
には、多くの人たちへの思い
がよぎるのだった。

死ぬ気でコミュニケー
ションを取ってきた
母校の中部大でリハビリを
続けるうちに、櫛田はハンド
ボール部以外の学生とも知り
合うようになった。とあるラ
グビー部員と話をするように
なったいきさつを、櫛田は説
明してくれた。
「あの子はね、僕をラグビ
ー部のＯＢだと勘違いしてあ
いさつしてきたんですよ。そ
れからいろいろと話をするよ
うになって」
才以上も年が離れた大学
生とも、櫛田は普通になじん
でいる。「僕の精神年令が低
いから」と櫛田は笑うが、そ
のコミュニケーション能力も、
櫛田の武器と言えるだろう。
子供のころからガキ大将
で、中学時代は野球部のエー
スで４番。典型的な「お山の
大将」で育ったかに見えるが、
櫛田の雰囲気を察する能力は

かんがん

手になれると、今でも思える。
でも、蒲生さんはとっくに忘
れているみたいで」
振り返れば、思い込みひと
つでここまでやってきた。い
い選手になれる日を思い描い
ていたから、下積みも苦では
なかった。大ケガをして、日
常生活に戻れる保証のない段
階から、もう一度ハンドボー
ルができると信じていた。現
役復帰にこだわるのは「半分
は意地ですよ」と言うが、こ
こまで意地を張り通せたのは、
櫛田に思い込む力があったか
らとも言える。
ドイツでリハビリをしてい
たころ、東俊介（元大崎電
気）から本が届いた。「櫛
田が好きそうな本だから」と、
東が選んだのは、浅田次郎の
「蒼穹（そうきゅう）の昴」だ
った。馬糞を拾って生計を立
てていた中国の少年が、思い
込みひとつで宦官となり、人
生を切り開いていく物語だが、
今の櫛田と重なる部分は多い。
「でもね、全４巻の本なの
に、東さんは最後の１冊だけ
送ってこなかったんですよ。

高い。 年の人生で 回以上
引っ越すうちに、自然と空気
を読むことを覚えたという。
例えば多くの人たちと話す
場合、櫛田は会話の流れを読
んで、自分に求められている
役割を考える。笑いを求めら
れているのであれば、時には
自分の頭髪をネタにしてでも
笑いを取る。聞き役に回った
方がいいと判断すれば、静か
に耳を傾ける。
ハンドボールでも同様だ。
トライアウトを受けるチーム
を分析し、若手が多いチーム
であれば、リーダーシップを
アピールする。小柄な選手が
多いチームであれば、フィジ
カル面で自分を売り込む。
元来のサービス精神もある
が、とくにドイツに行ってか
らは、相手の求めるものを提
供しようという意識が高まっ
た。
「ピルナに行った最初の年
に、攻撃では右サイド、守備
では５ １ＤＦのトップを求
められました。右サイドも本
職じゃないし、トップＤＦな
んて日本でもやったことがな
いから、悩みましたよ。でも、
ドイツでは自分は小さいから、
そこで生きていくしかない。
言葉も通じない国で、いかに
自分の居場所を作るかを考え
るうちに、自分に求められて
いる役割を突き詰めるように
なりました」
ヨーロッパはプロの世界だ。
実力がなければ生きていけな

だからラストはまだ読んでい
ないんですけどね」
そんなオチもまた櫛田らし
いが、いつか櫛田にもハンド
ボールの星をつかむ日がやっ
て来るだろう。当面の目標は
２年ぶりの現役復帰になる。
◇
この原稿を書いている８月
９日現在、櫛田の所属は決ま
っていない。現在は国内のチ
ームと交渉を続けているとの
こと。「個人でのスポンサー
を集めて競技を続けたい」と
いう櫛田の意向もあり、細部
の調整は残っているが、９月
からの日本リーグで櫛田がプ
レーする可能性は充分にある。
しかし、櫛田の夢は現役復
帰だけでは終わらない。
「２０１６年の東京オリン
ピックで、 才の僕が日本代
表になっているんですよ。自
分の子供ぐらい年の離れた選
手といっしょに、日の丸を背
負って戦うのもおもしろいで
しょ」
櫛田亮介が綴る「送球の
昴」、とてつもなく長い物語
になりそうだ。

もって代えます。

たまに『人数が少ないか
ら』と言って、早めに練習を
終えるチームがあるけど、も
ったいないですよね。人数が
少なければ、その分、１対１
や２対２をたくさんやれるの
に」
左ヒザはまだ万全とは言え
ない。 ％の状態には戻らな
いかも知れない。それでも総
合力では、自分が伸びている
という実感がある。「ブラン
クがあるから」「もう 才を
過ぎたから」といった固定観
念は、櫛田には通用しない。
大学から本格的にハンドボ
ールを始めた櫛田にとって、
忘れられない言葉がある。中
部大の４年生の時、当時監督
だった蒲生晴明（現部長）に
い選手になる」と言われた。
「その言葉がずっと僕の中

「櫛田は
いますけど、その分、１対１

「丸２年間実戦から離れて

テンの石渕勝也を相方に指名
する。練習相手の選び方にも
ぬかりがない。
１対１では、最初からボー
ルを持たずに、センターから
のパスをもらってスタートさ
せる。ボールをもらう前の動
きから揺さぶりをかけて、執
拗にカットインを仕掛けてい
く。かと思うと、わざと間合
いを取って、突然１歩のロン
グシュートを打ったりもする。
２対２でも、基本に忠実な動
きでＤＦを引きつける。フィ
ジカルを売りにしていたホン
ダ熊本時代と比べても、攻撃
は多彩になっている。
「意外とテクニシャンです
ね」と声をかけると、櫛田は
屈託のない笑みを浮かべた。

や２対２は死ぬほどやりまし

（９月末日締め切り）。当選は発送を

い。しかし力だけでは契約 は
更新されない。仲間と溶け 込
み、なおかつコート上で自 分
の役割を果たせる選手だけ が
生き残る世界なのだ。
試合では求められる役割 に
徹し、休日にはドイツ人や チ
ェコ人と酒を酌み交わす中 で 、
櫛田は生き残るすべを身に つ
けていった。ピルナで２年 目
の契約を勝ち取った際、櫛 田
は「ヨーロッパは実力半分 、
人柄半分なのかな」と思っ た 。
左ヒザのケガのあと、ピ ル
ナとの契約が更新されない と
知った時、櫛田はチームに 断
りを入れて、ドイツのあら ゆ
るチームを見て回った。知 り
合いのつてをたどって、各 チ
ームの監督と話す機会を作 り 、
連絡先を交換した。本来は 代
理人がやることかも知れな い
が、代理人がいないのであ れ
ば、自分でやるしかない。
現在、所属チームを模索し
ている櫛田は、中部大やかつ
て所属していたＨｏｎｄａの
練習に参加しながら、現役復
帰をめざしている。
全体練習のあとは率先して
個人練習に取り組む。櫛田に
とってもっとも大切な時間だ。
「これからが本番やで」と言
いながら、攻撃の１対１や２
対２を繰り返す。
「付き合わされるやつらは
『早く帰りたいのに』って思
っているでしょうけど」と笑
いながらも、練習相手を捕ま
えては勝負を挑む。
練習相手は誰でもいいとい
うわけではない。１対１は、
する。中部大で練習する時は、

チームで一番強い相手と勝負
チーム一のフィジカルを誇る

にあるんですよ。だからＨｏ
ｎｄａでの下積みにも耐えら

氏名、電話番号とともに「ウィグライ

ハンドボールライターとして活躍する久保弘毅さんが毎月
徹底取材を行なう本誌でも大人気の連載。ハンドボール界の
さまざまな声を久保さん独特の切り口でお届けする。今月は
Honda、ホンダ熊本を経て、ドイツ３部リーグで活躍し、大
ケガを乗り越え、日本球界への復帰をめざす櫛田亮介の素顔
を追った。

れたし、自分がもっといい選
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プロ希望」
と明記し、応募してください

〜櫛田亮介（元ドイツ・ピルナ）が星をつかむまで〜

たからね。自分の中では、以
前より攻撃がうまくなった手

キ、
メール、
ＦＡＸをご利用の上、住所、
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るスポーツイベント連絡先まで、ハガ

送球の昴
応えがあるんですよ。

Pro(ウィグライプロ)」
を５人の方に
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プレゼントします。77ページ左下にあ

text by Hiroki Kubo
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久保 弘毅

今元勇輝が相手だ。ポストを
絡めた２対２ならば、ライン

日清ファルマより、櫛田選手も愛用

個人練習では１対１を何度も繰り返す

VOICE OF HANDBALL
際の動きを知っているキャプ

しているスポーツサプリメント
「WGH
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読者プレゼント
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ハンドボールパークの講演で、吉田耕平（中）、
石黒将之（左）らとともに海外の経験を語る

