
アカイイト新章・神の化身の少女

後日談・フェンシング世界選手権大会（前編）

１．フランスへの旅路

　とても良く晴れた、６月の清々しい土曜日の朝。 

　フェンシング世界選手権大会に出場する事になった遥と雨音、そして遥と雨音のマネージャーと

して（というか遥の応援の為に）同行する事になった渚と、他の出場選手たちを見送る為に、多くの

人々が成田空港へと詰め掛けていた。 

　梢子、桂、綾代、ナミ、美咲、烏月・・・そしてファルソック青城支部の社長や先輩たち、マスコミ関

係者（柚明とサクヤ含む）、美咲の祖父、その他モロモロ。 

　大勢の人たちの期待の眼差しが、一斉に遥たちに注がれる。 

　青城警察署の幹部数名が贈賄の容疑で逮捕されたあの一件から、１週間後に行われたフェンシ

ング日本選手権大会。 

　その大会の女子サーブル部門で遥と雨音は圧倒的な強さを見せつけ、遥は優勝、雨音は準優

勝に輝き、あまりの強さ故に２人共選考会をすっ飛ばして表彰式の場で即決で、世界選手権への

出場選手として選ばれる事になったのだ。 

　普通は選考会によって実力だけでなく実績や経験、メンタル面なども考慮され、綿密な検討が

行われた上で世界選手権の出場選手が決まる物なので、それさえも免除された遥と雨音は極め

て異例のケースだと言える。 

　２人共一部の専門家から、『伝説の女剣士・星崎栞に匹敵する強さ』という評価まで出ている程な

のだ。 

　それ故に２人が周囲に寄せられる期待は半端ではなく、遥と雨音に 

　『勝て』 

　『勝たねばならない』 

　『最低でも銅メダルを』 

　などと、過剰な重圧を浴びせる者も多い。 

　一部の専門家によって『遥と雨音は栞と対等』という評価が出てしまった事から、メダル獲得は当

たり前・・・いや、『義務』だと・・・周囲はそう考えているのだろう。 

　そんな中で美咲の祖父は、とても穏やかな笑顔で２人を見つめていた。 

　松本グループの傘下である警備会社ファルソックに勤める、大切な社員・・・そして孫娘である美

咲の、かけがえの無い友人たちの事を。 

　「遥君。雨音君。結果は気にしなくてもいいから、悔いだけは残さないように全力で戦って、思う

存分大会を楽しんでいきなさい。」 

　「そうですね。世界中の強敵たちと戦える機会なんて、滅多に無いですからね。この際だから存

分に楽しませて貰う事にしますよ。」 



　フェンシングの本場・フランスで開催される、フェンシング世界選手権大会。その名の通り世界中

の凄腕の剣士たちが集結するこの大会は、出場するだけでも大変な名誉だと言われている。 

　フェンシングをやっている者なら、誰もが憧れる最高の舞台なのだ。 

　遥も周囲のメダルへの期待に応えなければという義務感よりも、むしろ１人の剣士として、強敵と

の試合を存分に楽しみたいという気持ちの方が強かった。 

　「くれぐれも怪我だけはしないようにね。私は君たちがどんな無様な結果を残そうとも、無事な姿

で元気な顔をして帰ってきてくれれば、それだけで満足だから。」 

　「私は無様な結果を残そうなんて、これっぽっちも考えていませんよ。やるからには優勝を目指

すのみです。」 

　「はっはっは。頼もしい限りだな。」 

　ファルソック青城支部の社長から『会社のＰＲになるから絶対に活躍しろ』と言われているが、遥

は言われなくても最初から優勝だけを見据えていた。 

　世界中の猛者たちが集う、まさにフェンシングの祭典・・・だからこそ『優勝』『金メダル』という結果

には、他の大会とは比べ物にならない至高の価値があるのだ。 

　『間もなく１番ゲートより、ＪＡＸ３６便・パリ行きの機体がフライト致します。搭乗予定のお客様は速

やかにご搭乗下さいますよう、お願い申し上げます。繰り返しお伝えいたします。間もなく１番ゲー

トより・・・』 

　「・・・おっと、そろそろ行かないとまずいですね。」 

　「遥君、雨音君・・・それから渚君も、気をつけてな。」 

　「はい。それでは会長、行って来ます。」 

　「うむ。行ってきなさい。」 

　美咲の祖父や沢山の人々に見送られ、カメラのフラッシュを沢山浴びながら、遥たちはチケットと

パスポートを手に飛行機へと向かっていく。 

　世界選手権大会、そして遥と雨音への取材の為に、マスコミも何人か同行するようだ。 

　そしてその中には、遥たちがよく知る人物も。 

　「よう遥。世界の強豪たちと戦う事になったわけだが、今のアンタの心境はどうだい？」 

　「サクヤさん・・・何故貴方まで一緒についてくるんです？」 

　「フォトグラファーとしての仕事でねぇ。アンタらの勇姿を写真に収めてほしいっていう、依頼主か

らの要望があったんだよ。」 

　「成る程。そういう事なら、余計に無様な醜態を晒す訳にはいかなくなりましたね。」 

　「はははっ、悪いねぇ。プレッシャーを掛けちまって。」 

　とても穏やかな笑顔で会話をする遥とサクヤ。 

　桂や柚明の知り合いだという事で、遥たちは必然的にサクヤとも仲良くなったのだ。 

　そしてサクヤは、遥たちがその身に宿す『神の血』に関しての、数少ない理解者の１人でもある。 

　「心配しなくてもアンタと雨音の実力なら、間違いなく世界でも充分に通用するさ。」 

　お世辞などではなく、サクヤは本気でそう思っているのだ。 

　経観塚で梢子を一度は破り、馬瓏琉とマタムさえも退けたという遥の実力にサクヤは興味を持ち、



先日行われた日本選手権大会での遥と雨音の全ての試合を生で観戦し、実際にその凄まじい戦

いぶりをその目で見たのだから。 

　「あぅ・・・本当に私なんかが・・・世界の皆さんに・・・通用するのでしょうか・・・」 

　「雨音。アンタは敗れたとはいえ、決勝戦で遥とあれだけの戦いをしたんだから、もっと胸を張っ

て自信を持てばいいんだよ。」 

　「そ・・・それは・・・そうなんですけど・・・」 

　「それに美咲のおじいさんにも言われたろ？結果は気にせず、存分に楽しんでこいってさ。」 

　「あ・・・ぅ・・・」 

　ますます萎縮して、顔を赤くしてうつむいてしまう雨音。 

　それを見た遥も渚もサクヤも、思わず苦笑いしてしまう。 

　どこからどう見ても警備員には見えない、この小柄で内気で可憐な少女が、遥に匹敵する程の

フェンシングの達人なのだ。見た目とのギャップがこれ程凄まじい人物は本当に珍しい。 

　だからこそ彼女は、青城女子大学の学生たちにとても人気があるのだろう。 

　『お待たせ致しました。ＪＡＸ３６便・パリ行き、間もなくフライト致します。』 

　そして遥たちを乗せた飛行機が、皆に見送られながらフランスへと旅立って行った。 

　世界中の強豪たちがひしめき合う、フェンシングの世界一を決める決戦の地へと・・・。 

２．歓迎パーティーにて

　世界選手権大会前日・・・大会関係者を一斉に招待しての歓迎パーティーが、会場の近くの高

級ホテル・・・遥たちが数日間寝泊りする事になる場所で、派手に行われた。 

　ヨーロッパ・・・特にフランスでは、フェンシングは圧倒的な人気を誇る格闘技である。 

　競技人口が日本と比べて圧倒的に多く、プロのリーグまで存在している程なのだ。 

　フランスにおいてフェンシングは、まさに『国技』と言ってもいい程なのだ。 

　それ故にこの歓迎パーティーには、国内外から数多くの豪華なゲストも招待されている。 

　誰もが皆、明日行われる世界選手権大会の話題で持ちきりだった。 

　遥たちも英気を養う為に、その歓迎パーティーに参加する事になった。 

　パーティーの会場には世界中の強豪たちが多数集まり、他国の選手やゲストたちと通訳を交え

て談笑しながら、交友を深めている。 

　「あそこにいるのはイタリア代表の『イタリアの女王』カトリーヌ・グラチェス・・・それにドイツ代表の

『女帝』エトワール・エル・シュタイナー・・・ス ウェーデン代表の『白夜の女騎士』シェリー・マルク

ス・・・それにスイス代表の『白銀の女神』イザベラ・ランドルフまでいるな・・・」 

　いずれもフェンシングをやっている者なら誰もが憧れる、これまで数多くの大会で大活躍をしてき

た、世界レベルの強豪ばかりだ。 

　遥が名前を読み上げる度に、雨音は必要以上に萎縮してしまう。 

　「わ、私・・・本当に、こんな所にいても・・・その・・・いいのでしょうか・・・」 

　「やれやれ。相変わらずだな、雨音は。」 

　「だ、だって・・・す、凄いメンバーですし・・・」 



　「サクヤさんも言っていただろ？お前は実力でここまで辿り着いたんだから、もっと胸を張ってい

いんだよ。」 

　「あ・・・ぅ・・・」 

　本当にこのザマで、大会で活躍出来るのか・・・ちょっと心配になった遥だったが、その時だ。 

　「コンバンワ、ハルカ・ホシザキ。ナギサ・ホシザキ。ゲンキデスカ？」 

　片言の日本語で、中年の女性が１人の少女を引き連れて、遥と渚に話しかけてきた。 

　彼女の姿を見て、とても穏やかな笑顔を見せる遥。 

　「フランス語なら話せますよ。フランシェスカ・ストダート。」 

　「・・・そうなの。でも嬉しいわ。私の事を知ってくれているなんて。」 

　「貴方の事は、フェンシングの世界では凄く有名ですからね。それに母も生前は、貴方の事をよ

く話していましたし。」 

　フランシェスカ・ストダート・・・元フランス代表の４０歳の女性で、これまで『伝説の女剣士』星崎栞

と数多くの壮絶な死闘を繰り広げた、栞がライバルと認めた数少ない剣士の１人だ。 

　栞と同様、彼女も数多くの大会で凄まじいまでの戦績を残しており、勝ち取ったトロフィーやメダ

ルの数は計り知れない。 

　現在は現役を引退して指導者となり、フェンシングの発展と成長の為に、日々精力的に活動して

いる。 

　「シオリの事故に関しては、私は本当に残念に思っているわ。彼女は私の生涯のライバルだと、

心の底から思っていたから。」 

　「その言葉だけでも、母は天国できっと喜んでくれると思いますよ。フランシェスカ。」 

　「私の事はフラニーって呼んで頂戴ね。ハルカ。」 

　フランス語を全く理解出来ないサクヤに、渚が２人のやり取りを通訳する。 

　遥も渚も雨音も、幼少時に数年間フランスで暮らしていた事があった為、日常生活に支障が無

い程度ならフランス語を話す事が出来るのだ。 

　全く想像してしなかった３人の一面に、サクヤは正直驚いていた。 

　「そうだ、ハルカとナギサに紹介するわね。私の一人娘のエミリエル・ストダートよ。エミリーって呼

んで頂戴ね。この子もハルカと同じで、サーブル部門に出場する事になっているの。ほらエミリー、

ハルカとナギサにご挨拶しなさい。シオリの娘さんよ？」 

　母親に促されて、先程まで彼女に寄り添っていた一人の少女が、遥と渚の前に進み出た。 

　彼女は凛々しさと鋭さを秘めた蒼白の瞳で、遥をじっ・・・と見据えている。 

　「・・・エミリエル・ストダートです。順当に勝ち進めば、貴方と当たるのは決勝になりますね。ハル

カ・ホシザキ。」 

　「ああ、お手柔らかにな。エミリー。」 

　穏やかな笑顔で握手を求める遥だが、エミリーは遥を見据えたまま、握手を返そうとしない。 

　そのエミリーの冷たい態度に、戸惑いを隠せない遥。 

　「私はフェンシングの名門・ストダート家の長女として、絶対に負けるわけにはいきません。例えシ



オリ・ホシザキの血を引く貴方であろうとも。」 

　「おいおい、随分と無愛想だな。せめて握手くらいは返して貰いたいんだけどな。」 

　「これから敵となる貴方と握手など・・・」 

　遥から視線を逸らしたエミリーだったが、その時だ。 

　「フランシェスカ。エミリエル。こんな所で一体何をやっている？」 

　１人の中年の男性が、フラニーとエミリーに話しかけてきた。 

　「お兄様・・・」 

　「叔父様・・・」 

　２人同時にそう呟くフラニーとエミリー。 

　レオンハルト・ストダート。彼はフラニーの兄に相当する人物だ。 

　彼もまた、現役時代に凄腕の剣士として世界中に名を轟かせた実力者だ。 

　「お兄様・・・どうして貴方がここに？」 

　「私もストダート家の系列の者として、このパーティーに招待されていてな。そんな事より何だこい

つらは？もしかして日本人か？」 

　「ああ、お兄様にも紹介しておきますね。彼女たちはハルカ・ホシザキ、そしてナギサ・ホシザキ。

２人共シオリの娘さんなの。そしてこの女の子が・・・」 

　レオンハルトは遥たちの姿を確認すると、随分と不満そうな表情になった。 

　とても汚らわしい物を見るかのように、彼は遥たちを一瞥する。 

　「・・・フン、あのシオリ・ホシザキの娘か。だが所詮はフェンシング後進国・日本・・・精鋭を誇る我

等フランスチームの敵では無いわ。」 

　「お兄様・・・フェンシング後進国だなんて、そんな酷い事を・・・」 

　「お前たちがこんな下等な連中と親しげに話をする必要は無い。ましてこいつ等は大会が終わる

までは、お前たちの敵なのだぞ？」 

　周囲が皆、とても和やかな雰囲気で交流を深めているというのに・・・いや、遥たちもさっきまでは

そうだったのだが、彼のせいで遥たちだけが、その和やかな空気をぶち壊されてしまった。 

　わざわざこんな事まで通訳しなくてもいいのに、渚に一部始終を通訳されたサクヤが不満そうな

表情を見せている。 

　フェンシング後進国というのは確かに否定出来ないが、それでも『下劣な連中』『敵では無い』と

いう言葉が気に入らないのだ。 

　「おいアンタ、さっきから黙って聞いてれば、遥と雨音の事を知りもしないで、随分と気に入らない

事を言って・・・」 

　「下劣な連中かどうかは、私と雨音の試合を実際に観てから判断されたらどうです？」 

　「な・・・遥！？」 

　サクヤを庇うように、遥が威風堂々とレオンハルトの前に立ちはだかった。 

　何の迷いも無い力強い瞳で、遥はレオンハルトをじっ・・・と見据えている。 

　レオンハルトもまた、そんな遥に怯む事無く、遥の事を睨みつけている。 



　「・・・まあよかろう。そこまで言うのであれば、貴様等の試合を存分に楽しませて貰おうではない

か。とは言え、たかがフェンシング後進国・日本・・・貴様が決勝でエミリエルと戦う事など、絶対に

あり得ないと思うがな。」 

　「た・・・確かに、遥さんが決勝でエミリーさんと戦う事なんて、その、絶対に無いです・・・」 

　雨音もまた、少しためらいながらもレオンハルトの前に立ちはだかる。 

　相変わらず内気な態度は変わらないが、それでも強い意志を秘めた瞳で。 

　「は、遥さんと決勝で戦うのは私です・・・エミリーさんは、その・・・準決勝で私が倒しますか

ら・・・」 

　「あん？何だこのチビは？」 

　「私は公式の試合で、もう１度遥さんと戦いたい・・・そう思ったから、その・・・遥さんと同じサーブ

ル部門に出場する事にしたんですから・・・だから、これだけは絶対に・・・譲れないです・・・」 

　たどたどしく頼りないが、それでも自分の想いを正面からレオンハルトにぶつけた雨音。 

　普段はとても内気で気弱な女の子だが、それでも雨音は有事の際はとても頼りになる。それに１

度心に決めた事は絶対に曲げない、とても強い心を持っているのだ。 

　雨音のこういう所は、本当に桂にそっくりだ。 

　だからこそ雨音は青城女子大学の学生たちに可愛がられ、人気があり、そして警備員としても信

頼されているのだろう。 

　「やれやれ、日本というのは本当に人材不足なのだな。まさかこのようなチビが、選手として出場

する事になろうとは。そこのナギサ・ホシザキの方が余程頼りになるんじゃないのか？ん？」 

　「し・・・新堂雨音です・・・その、よ、よろしくお願いします・・・」 

　「アマネ・シンドウ・・・聞いた事の無い名前だな。貴様のような無名選手が、我等フランスが誇る

最強の剣士であるエミリーと、張り合おうなどと・・・」 

　「あ、あの、私・・・日本選手権大会で、その・・・準優勝しました・・・遥さんに負けましたけど・・・」 

　「それがどうした！？たかがフェンシング後進国・日本での大会だろうが！！」 

　雨音の必死の主張を一笑に付し、レオンハルトはその場を去っていく。 

　たかがフェンシング後進国・日本など、相手にする価値も無い・・・そう言わんばかりに。 

　「フランシェスカ！！エミリエル！！そんな連中に構うな！！行くぞ！！」 

　「待って下さいお兄様！！幾ら何でも暴言が過ぎます！！ハルカたちに謝って下さい！！」 

　あっという間に姿が見えなくなった兄の醜態に、心を痛めるフラニー。 

　遥や雨音の事を知りもせずに、何故あのような暴言を平気で吐けるのか。自惚れにも限度と言う

物がある。 

　「ごめんなさいね。４人共、気分を害したでしょう？本当にお兄様ったら・・・」 

　「だ、だったら・・・その・・・実力であの人を黙らせれば済む事だと・・・思います・・・」 

　「・・・アマネ・・・貴方・・・」 

　「私と遥さんの事を二度と馬鹿に出来ないように・・・大会で活躍すれば・・・そうすれば、あの人も

きっと・・・分かってくれると・・・思います・・・」 

　強い者は勝ち残り、弱い者は敗れ去る・・・結果が全てを物語る、世界選手権大会。 

　だからこそ、その『結果』でレオンハルトを見返してやろうと・・・雨音は心の中で燃えているのだ。 



　雨音も大切な友達である遥の事を侮辱されて、レオンハルトを許せないと思ったから。 

　そして公式の大会で・・・決勝戦で、もう１度遥と戦う・・・雨音もそれだけは、絶対に譲る事は出来

ないのだ。 

　だから誰が相手だろうと、ねじ伏せてみせる・・・雨音は強い意志を胸に秘めていた。 

　先程まで世界レベルの強豪たちが集結している事に、萎縮していたというのに・・・いや、今も実

際に萎縮してはいるのだが、それでも今の雨音は『負けたくない』という気持ちの方が強かった。 

　「そうだな。私と雨音が活躍すれば、それだけサクヤさんの仕事も増えるだろうしな。」 

　「そ、それもそうですね・・・言われてみれば・・・」 

　「それに私も決勝で、お前ともう１度戦いたいからな。」 

　「は、はい・・・それは私も同じです・・・だから・・・」 

　雨音はエミリーに向き直り、はっきりと宣言した。 

　順当に行けば準決勝で戦う事になる・・・レオンハルトが『フランス最強の剣士』と自慢していた、

自分の前に立ち塞がる事になるであろうライバルに向かって。 

　「わ、私・・・エミリーさんには絶対に負けません・・・決勝で遥さんと戦うのは・・・私です・・・」 

　「アマネ・シンドウ。私も負けるつもりはありません。ストダート家の誇りにかけて。」 

　凛々しさと鋭さを秘めた蒼白の瞳で、エミリーは雨音を睨みつける。 

　雨音もまた、１歩も引かずにエミリーをじっ・・・と見据えている。 

　エミリーにも負けられない理由はあるのだろうが、それは雨音とて同じ事だ。 

　遥と決勝でもう１度戦う・・・それだけは絶対に譲るわけにはいかないから。 

　だから雨音は、負けられない。 

　火花を散らす雨音とエミリーを、遥たちは神妙な表情で見つめていたのだった。 

３．それぞれの快進撃

　そして翌日の朝・・・いよいよ大会が始まった。 

　今回の大会は男子、女子のそれぞれフルーレ、エペ、サーブルの計６部門が行われ、遥と雨音

は女子サーブル部門に出場する事になっている。 

　組み合わせ抽選会は既に終わっており、順調に勝ち進めば遥と雨音が戦うのは決勝だ。 

　大会を効率よく進める為に、今回の大会ではベスト８までは同じ会場で複数のフィールドを使い、

数試合が同時に行なわれる事になっているのだが・・・。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

　★１回戦：星崎遥（日本）　ＶＳ　レイチェル・クライセス（オランダ） 

　「はっ、伝説の女剣士の娘だか何だか知らないが、所詮はフェンシング後進国・日本・・・この私

のパワーフェンシングで黙らせてやるよ！！」 

　彼女もまた、遥の事を『フェンシング後進国・日本』と馬鹿にしているようだ。　 

　とてもニヤニヤしながら、遥を見下したような目で睨みつけている。 



　「Rassemblez Saluez（気を付け、礼）！！」 

　「よろしくお願いします。」 

　「はっ、返り討ちにしてやるよ！！」 

　「En garde（構え）！！」 

　審判に促され、遥とレイチェルは一礼して剣を構える。 

　「Etes-vous Prets（準備はいいか）？」 

　「Oui （いつでも大丈夫です）。」 

　「Oui （つべこべ言わずに、さっさと始めな）！！」 

　『伝説の女剣士』星崎栞の娘・・・それ故に遥は、観客や他の選手から凄まじいまでの注目を浴

びていた。 

　誰もが遥の事を、栞を物差しにして見ようとする。 

　栞と比べてどれ程の物なのか・・・栞の娘に恥じない活躍を見せられるのか・・・と。 

　それは栞が『伝説の女剣士』と呼ばれているが故の宿命・・・有名税のような物なのだろうか。 

　栞の血を引く遥にとって、どうしても避ける事が出来ない事だ。 

　遥もそれは自覚していたが、あくまでも自分のフェンシングを貫き通すまでだ。 

　例え周囲がどう思おうとも、それでも遥は星崎栞ではない。星崎遥なのだから。 

　「Allez（始め）！！」 

　審判が高々と試合開始を告げる。 

　その瞬間、遥はレイチェルの胴に一撃を加えていた。 

　「・・・え？」 

　電光掲示板で、遥のポイントゲージが加算されている。 

　一体何が起こったのか・・・と言うか、いつの間に遥が自分からポイントを奪ったのか・・・呆然とし

ているレイチェル。 

　まさに神速。レイチェルは遥の剣閃を目で捉える事すら出来なかった。 

　「な・・・な・・・な・・・！？」 

　「千羽妙見流奥義・・・縮地法。」 

　「何だ・・・！？何が起こった・・・！？私は今、こいつに何をされた・・・！？」 

　観客もまた、いきなりの出来事に驚きを隠せない。 

　一瞬の静寂・・・どよめき・・・ざわめき・・・そして凄まじい歓声が遥を包み込む。 

　「さあ・・・油断せずに行こう。」 

　「ぬ・・・ぐ・・・！！」 

　涼しい表情でスタートラインに戻り、剣を構える遥。 

　その力強い瞳には、一片の迷いも油断も感じられなかった。 



――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

　★同時刻・・・１回戦：新堂雨音（日本）　ＶＳ　セオドラ・レフトウィッチ（フランス） 

　「おやおや、こんな可愛らしい子が選手だなんて・・・日本も随分と落ちぶれたもんだねぇ。」 

　「よ・・・よろしくお願いします・・・」 

　とても内気で可憐で、少し力を入れれば折れてしまいそうな・・・傍目にはとても警備員には見え

ない雨音の姿を、セオドラはとてもニヤニヤしながら見つめている。 

　明らかに彼女は、雨音の事を完全に見下していた。 

　世界中の強豪が集う世界選手権大会の舞台・・・そこにこうして自分が立っている事に、雨音は

正直緊張を隠せなかったが、それでも『絶対に勝つ』という気迫の方が上回っていた。 

　公式の試合で・・・決勝戦で遥ともう１度戦う・・・その想いだけは絶対に譲れないから。 

　だから雨音は緊張はしても、絶対に気圧される事は無かった。 

　深呼吸をして落ち着いて・・・強い意志を秘めた瞳で、まっすぐにセオドラを見据える。 

　「お嬢ちゃん。今からこの私が貴方の事を、じっくりと可愛がってあ・げ・る♪」 

　「・・・大丈夫・・・私はやれる・・・！！私の事を見守っていてね、汐音ちゃん・・・！！」 

　「貴方を徹底的に屈服させてあげるわ。圧倒的な実力差を思い知らせてね。」 

　「・・・・・。」 

　「これは予言よ。貴方は今から５分以内に、『許して下さいお姉様！！』と、私に対して土下座す

る事になるでしょうね！！おーーーーーっほっほっほっほっほ！！」 

　「・・・・・。」　 

　お互いに一礼し、剣を構える。 

　２人の準備が出来た事を確認し、審判が高々に宣言する。 

　「Allez（始め）！！」 

　次の瞬間。 

　「・・・あぁん！？」 

　「・・・・・！？」 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

　『勝者、ハルカ・ホシザキ！！５－０！！』 

　フェンシングは剣道と違って９ラウンド制で、先に５ポイントを先取した方が勝者となる。 

　遥は相手にほとんど何もさせない圧倒的な強さで、難無く２回戦へと進出した。 

　対戦相手のレイチェルは、あまりの遥の強さに呆然としてしまっている。 

　凄まじいまでの大歓声が、一斉に遥に浴びせられる。 

　そして遥に殺到する、沢山のマスコミ関係者（サクヤ含む）。 

　無数のカメラのフラッシュが遥に降り注ぎ、矢継ぎ早に質問を浴びせられる。 

　物凄い笑顔で渚に抱きつかれながら、終始穏やかな笑顔で質問に応える遥。　 



　さすがは『伝説の女剣士』と呼ばれた栞の娘というだけあって、遥は日本のみならず、世界各国

のマスコミからも相当注目されているようだ。 

　「さてと・・・雨音の試合は一体どうなって・・・る・・・！？」 

　ようやく一息ついた遥は、隣のフィールドで行われている雨音の試合を観戦しようと思ったのだ

が・・・そこで起こっていた出来事に唖然としてしまった・・・。 

　『勝者、アマネ・シンドウ！！５－０！！』 

　「ゆ、許して下さいお姉様～～～～～（泣）！！」 

　「あ、あのあの、汐音ちゃんがやり過ぎちゃって・・・その・・・本当にごめんなさいっ（泣）！！」 

　対戦相手のセオドラが何故か雨音に対して土下座しており、そんなセオドラに何故か雨音が頭

を深々と下げていたのだ。 

　一体全体何が何だか、状況を把握出来ない遥と渚。 

　（フン・・・ザコが。） 

　「し、汐音ちゃん！！幾ら何でもやり過ぎだよ～～～～（泣）！！」 

　（悪いね雨音。あそこまで言われて黙っていられる程、アタシはお人好しじゃ無いんだよ。） 

　「だ、だからって・・・セオドラさんにあんな酷い事・・・」 

　（何言ってるんだい。ちゃんとルールの範囲内だろうが。アタシだって失格なんかで負けにされた

くないからね。） 

　「そ・・・それはそうなんだけど・・・」 

　観客も雨音（汐音）の凄まじい戦いっぷりに、呆然としてしまっている。 

　小柄な雨音からは想像も出来ないような、あまりにも暴力的というか、派手というか・・・ 

　対戦相手のセオドラは可哀想に、雨音（汐音）に物凄い勢いでガンを飛ばされながら、全く抵抗

する暇も無いまま敗れ去ってしまったのだ。 

　土下座するセオドラと、深々と頭を下げて謝る雨音に殺到する、沢山のマスコミたち。 

　その様子を遥と渚は、唖然とした表情で見つめていたのだった・・・。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

　「どう？エミリー。ハルカ・ホシザキとアマネ・シンドウの試合を見た感想は？」 

　「・・・・・。」 

　「しかし凄いわね。ハルカもアマネも、日本の古武術をフェンシングに取り入れてるなんて。」　 

　「確かに・・・彼女たちはとても強いです。」 

　遥と雨音の試合をフラニーと一緒に観戦していたエミリーは、とても厳しい表情で２人の事を見つ

めていた。 

　確かに遥と雨音は強い。出場者全員の中でもトップクラスの実力者だ。 

　間違いなく２人共、準決勝まで勝ち進む事になる・・・エミリーはそれを確信していた。 

　「幾ら強かろうが、たかがフェンシング後進国・日本如きに負ける事など、絶対に許されんぞ。エミ

リエル。」 

　「叔父様・・・」 



　これから試合に赴こうとするエミリーに、とても厳しい表情でレオンハルトが話しかけてきた。 

　彼の姿を見たエミリーは、とても強張った表情になる。 

　「忘れるなよエミリエル。お前は名門ストダート家の末裔の１人なのだぞ。お前にはこの大会で優

勝し、金メダルを獲得する義務があるのだ。ストダート家の名を汚さない為にもな。」 

　「お兄様！！試合直前だというのに、エミリーに余計なプレッシャーを与えないで下さい！！」 

　「何がプレッシャーな物か。私は当然の事を言っているまでだ。」 

　「お兄様・・・！！」 

　とても厳しい表情で兄を睨むフラニーだが、レオンハルトはそんな妹の態度を気にも留めない。 

　彼のその瞳からは、血の繋がった姪であるはずのエミリーに対して、少しの愛情も感じられな

かった。 

　負ける事は許さないとか、優勝する義務があるとか。一体エミリーの事を何だと思っているのか。 

　「行け。エミリエル。フランス最強の剣士であるお前の実力を、存分に見せ付けてやるのだ。」 

　「・・・分かりました。」 

　「エミリー・・・。」 

　自分の背中に浴びせられる叔父の声に、エミリーはどこか怯えているように見えた。 

　――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

　★１回戦・エミリエル・ストダート（フランス）　ＶＳ　リン・チェイミン（中国） 

　『勝者、エミリエル・ストダート！！５－０！！』 

　まさに圧倒的な・・・いや、圧倒的過ぎて、まともな試合にすらならなかった。 

　エミリーの、まるでダンスでも踊っているかのような美しく可憐な戦いぶりに、観客の誰もが圧倒さ

れてしまっていた。 

　無様な惨敗を喫してしまったリンの表情は、深い絶望に満ちてしまっている。 

　どうあがいても超えられない、圧倒的な実力差・・・リンはそれを思い知り、その場にしゃがみこん

だまま立ち上がる事さえ出来ないでいた。　 

　フェンシングの本場・フランスにおいて、『最強』と呼ばれているだけの事はある。 

　「さすがに強いな・・・エミリーは間違いなく準決勝まで勝ち進むぞ。」 

　「ですが、私は負けられないです・・・その・・・決勝戦で遥さんと戦うのは・・・私・・・ですから・・・」 

　遥と一緒にエミリーの試合を観戦した雨音は、強い決意を秘めた瞳で彼女の事を見つめていた。

 

　このまま順調に勝ち進めば、雨音とエミリーは準決勝で当たる事になる。 

　だが誰が相手だろうと、どんなに強い相手だろうと、雨音は負けるわけにはいかない。 

　世界選手権大会の決勝戦という、これ以上無い最高の舞台で、もう１度遥と戦いたいから。 

　「それにしても・・・」 

　「ん？どうした？雨音。」 



　沢山のマスコミに囲まれるエミリーを見て、雨音はどこか寂しそうな表情をしていた。 

　「エミリーさん・・・勝ったのに嬉しくないんでしょうか・・・？こんなに凄い選手なのに・・・フェンシン

グが楽しくないんでしょうか・・・？」 

　「・・・雨音・・・」　 

　雨音の指摘通り、エミリーは試合に勝ったというのに、何故か全然嬉しくなさそうだった・・・。 

４．戦う理由

　さすがは世界の強豪が集う世界選手権大会。日本選手権大会とは出場選手のレベルが段違い

で、遥も雨音も勝ち進む毎に、徐々に苦戦を強いられるようになっていた。 

　翌日のベスト８の試合からは、これまでのように数試合をまとめて行うという物ではなく、１試合毎

に順番で行われる事になっている。 

　遥も雨音も苦戦しながらも、どうにか準決勝まで勝ち進み・・・そして・・・ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

　★準決勝第１試合・・・星崎遥（日本）　ＶＳ　エトワール・エル・シュタイナー（ドイツ） 

　「ちいっ・・・！！」 

　エトワールの斬撃を避け切れずに、遥はポイントを奪われてしまう。 

　２人の試合は両者互角・・・互いに３ポイントずつ取り合い、お互いに１歩も引かない好勝負に

なっていた。 

　白熱した試合に、観客が一斉に遥とエトワールに声援を浴びせる。 

　「日本の古武術をフェンシングに取り入れたのが、貴方とアマネ・シンドウだけだと思ったら大間

違いよ。ハルカ・ホシザキ。」 

　「・・・随分日本語が上手ですね。エトワール。」 

　「こう見えても私、昔は沖縄に住んでいた事があったから。」 

　「成る程・・・。」 

　さすがはドイツ最強の女剣士・・・『女帝』と呼ばれているだけの事はある。 

　だがそれでも遥は、負けるわけにはいかなかった。 

　遥は雨音と約束したのだ。互いに必ず決勝まで勝ち上がり、もう１度真剣勝負をするのだと。 

　諦める事無く立ち上がり、スタートラインに戻って剣を構える。 

　「見せてあげるわハルカ・ホシザキ。私が沖縄で会得した舞踏剣術の真髄を。」 

　そして審判の合図と共に、エトワールが姿勢を低くして遥に斬りかかる。 

　普通のフェンシングの動きだけでは、絶対にあり得ないエトワールの体捌き。 

　だが遥は、エトワールが繰り出したこの技に見覚えがあった。 

　「守天応身流が舞の手・・・竜ま・・・」 

　「悪いがその技なら、既に梢子と汀に見せて貰っている！！」 



　「な・・・！？」 

　エトワールの薙ぎ払いを遥は的確に剣で弾き返す。 

　体勢を崩したエトワールに、遥のカウンターが襲い掛かる。 

　「はっ！！」 

　「・・・っ！？」 

　遥の一撃がエトワールの右胸に直撃し、遥のポイントが追加される。 

　これで４－３。遥のマッチポイントだ。 

　勝負も大詰めに入り、観客の声援が一層大きくなる。 

　まさに準決勝に相応しい好勝負。渚と雨音も興奮と不安が入り混じった複雑な気持ちで、２人の

戦いを心配そうに見つめていた。 

　「何故なの・・・！？貴方は守天応身流を知っているの・・・！？まさか貴方・・・」 

　「鬼切り部ではありませんが、守天党と千羽党に何人か知り合いがいるんでね。」 

　「・・・成る程・・・そういう事だったの・・・ミギワ・キヤンは今も元気でやっているの？」 

　「さあ・・・最後に会ったのが今年の２月ですから。今頃あいつは何やってるんだか・・・」 

　「そう・・・。」 

　そして再び繰り広げられる、遥とエトワールの死闘。 

　２人の周囲に糸状の閃光が走る。遥もエトワールも１歩も引かない。 

　「私はドイツ代表として、私の事を応援してくれる大勢の人たちの為に・・・そしてドイツ選手権で

私に敗れ、代表に入れなかった他の選手の分まで・・・負けるわけにはいかない！！」 

　「くっ・・・！！」 

　「貴方は強い。それは認めるわ。だけど私情で戦っている貴方と私とでは、背負っている物が違

うのよ！！」 

　エトワールの斬撃を、遥は後方への縮地法でどうにか避ける。 

　「確かに私は、国の為に戦おうだなんて大それた考えは持っていませんよ！！雨音ともう１度戦

いたいから・・・その為に私は今こうして貴方と戦っている！！」 

　「そんな私情で、国の代表として戦おうなどと！！」 

　「それと、こうして世界の強豪を相手に戦うのが、私は凄く楽しくてね！！」 

　「・・・っ！？楽しい・・・！？」 

　「貴方は楽しくないんですか！？エトワール！！」 

　とても真剣な、しかし充実した笑顔で、まっすぐにエトワールを見据えている遥。 

　そう、遥は今、フェンシングを心の底から楽しんでいる。 

　世界の強豪が一斉に集まる大舞台・・・だからこそ遥はワクワクして、ドキドキして、凄く楽しい。 

　そして国の威信などという余計な物を背負っていないからこそ、今の遥はとても伸び伸びと戦っ

ており、自分の実力を存分に発揮する事が出来ているのだ。　 

　「はああああああああああっ！！」 

　「その高速移動術は、私には通用しないと何度言えば・・・っ！？」 



　縮地法によって一瞬でエトワールとの間合いを詰める遥だったが、突然エトワールの数歩手前

で、遥がいきなり右足を踏ん張って急停止した。 

　タイミングよく遥にカウンターを浴びせようとしたエトワールの剣が、遥の目前で空振りする。 

　「な・・・！？」 

　「もらったぁーーーーーーーーーーっ！！」 

　そこから再び左足だけで繰り出される縮地法。 

　強靭な足腰と驚異的な体のバランスの良さを持ち合わせている遥だからこそ、出来る芸当だ。 

　そして遥の渾身の一撃が、遂にエトワールの右肩に直撃した。 

　『勝者、ハルカ・ホシザキ！！５－３！！』 

　審判が試合終了を告げ、観客が一斉に大歓声を送る。 

　観客の声援に応える遥を見据えながら、呆然とした表情で立ち尽くすエトワール。 

　遥は遂に、決勝戦まで勝ち上がったのだ。 

　「負けた・・・この私が・・・」 

　負けたというのに、この清々しい気持ちは一体何なのだろう。 

　こんな気持ちを味わったのは、一体いつ以来だろう。 

　「・・・負けたのに清々しいだなんて・・・何だか不思議な気分だわ。」 

　「貴方は強かった・・・とても楽しかったですよ。エトワール。」 

　「楽しかった・・・か・・・そう言えば私も、昔はフェンシングを心から楽しんでいたはずなのに・・・い

つからそんな余裕を無くしてしまったのかしら・・・。」 

　審判に促されて、互いに一礼して握手をする遥とエトワール。 

　とても穏やかな笑顔で、２人は互いに見つめ合っていた。 

　「決勝戦・・・私の分まで頑張ってね。ハルカ。」 

　「ええ。全力を尽くして頑張りますよ。私が倒してきた多くの選手たちの分まで。」 

５．２人で一緒なら

　遥の勝利を見届けてから、雨音は決意に満ちた表情でフィールドに上がった。 

　準決勝第２試合・・・この試合の勝者が、決勝で遥と戦う事になる。 

　この試合に勝てば・・・あと１つ勝てば、雨音は遥と戦える。 

　雨音の対戦相手は、遥の予測通りここまで勝ち進んだ、フランス最強の剣士・・・エミリー。 

　彼女は地元フランスの期待の星なのだろう。凄まじい大歓声が会場内を包み込む異様な雰囲

気・・・この試合に限っては、雨音は完全にアウェーだった。 

　それでも雨音は負けられない。決勝で遥と戦うと約束したのだから。 

　そして世界選手権大会の決勝戦という最高の舞台だからこそ、遥との戦いは何物にも代えがた

い至高の価値がある。だからこそ雨音は負ける訳にはいかないのだ。 



　そしてこの試合は・・・誰もが予想もしなかった、凄まじい結末を迎える事になる・・・。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

　★準決勝第２試合・・・新堂雨音（日本）　ＶＳ　エミリエル・ストダート（フランス） 

　「くそが・・・くそが・・・くそがあっ！！」 

　エミリーの一撃をまともに食らい、汐音は片膝をついてしまう。 

　これで４－０。エミリーのマッチポイントだ。 

　全く無駄の無い凄みのある、それでいて美しく可憐ですらある、エミリーの圧倒的な舞踏剣術。 

　汐音はエミリーの前に必死に粘るものの、それでも完全に押されていた。 

　必死に声援を送る遥と渚。 

　心配そうな表情のフラニーと、当然だと言わんばかりに腕を組むレオンハルト。 

　「アマネ・シンドウ・・・貴方、性格が変わりましたか？」 

　「細かい事をいちいちうるさいんだよ！！このお嬢様がぁっ！！」 

　「私はストダート家の誇りに賭けて、貴方などに負けるわけにはいかない。」 

　「何がストダート家の誇りだ・・・自分の剣くらい、自分のエゴで振るえってんだよ！！」 

　審判に促され、立ち上がる汐音。 

　だがエミリーの巧みな舞踏剣術の前に、汐音は勝機を見出せないでいた。 

　全く隙の無い、凄みのある動き。まるでエミリーにリードされながら、ダンスでも踊らされているよう

な感覚を汐音は感じていた。 

　それはエミリーと戦った他の選手が、マスコミのインタビューで口を揃えて語っていた事。 

　「こんな所で・・・こんな所で負けるのか・・・アタシは・・・！！」 

　（・・・汐音ちゃん。） 

　「うるさいよ雨音！！こんな大事な時に、アンタはしゃしゃり出てくるんじゃないよ！！」　 

　（汐音ちゃん。落ち着いて。） 

　「黙れって言ってるんだよ！！極限状態で本来の実力を出せない弱虫のアンタに、こんな大事

な試合を任せられるか！！」 

　（そうだね。だけど今の汐音ちゃんじゃ、１００％エミリーさんには勝てないよ。） 

　「何だと・・・！？」 

　審判にタイムを告げ、汐音はマスクを外してタオルで汗を拭う。 

　エミリーにいいように踊らされて翻弄され、頭に血が上っている汐音は対照的に、こんな緊迫した

状況でも雨音は冷静さを失ってはいなかった。 

　（汐音ちゃんはエミリーさんの柔の動きに翻弄されてムキになって、その心の乱れをエミリーさん

に的確に突かれてる。） 

　「・・・っ！？」 

　（エミリーさんは汐音ちゃんにとって、相性が悪すぎるんだよ。） 

　「だからアンタがあの女と戦うってのかい！？言っただろ！？こんな極限状態でアンタに任せて

なんかいられるか！！」 



　ポイントは既に４－０。エミリーの攻撃をあと１発食らえば敗北になってしまう。 

　だからこそ汐音は、こんな追い詰められた状況で弱気な雨音になど任せておけない・・・そう言っ

ているのだ。 

　だがそんな汐音に、雨音は決意に満ちた声ではっきりと告げた。 

　勝つ事を諦めていない・・・希望を捨てていない、はっきりとした口調で。 

　（だから汐音ちゃん。『私も汐音ちゃんと一緒に』戦う。） 

　「何だと・・・！？」 

　（確かに私１人だけだと不安だけど・・・それでも汐音ちゃんと一緒なら怖くないよ。） 

　「・・・雨音・・・」 

　（大丈夫。勝てるよ汐音ちゃん。私だってさっきまで汐音ちゃんの試合を黙って見てただけじゃな

い。エミリーさんの動きは、この４ラウンドで大体分かったから。） 

　追い詰められた汐音に希望を与えるかのような、雨音の強い意志を秘めた励まし。 

　そう、雨音はまだ諦めていない。そして汐音に任せっきりだった４ラウンドの間にエミリーの剣術を

冷静に分析し、『勝てる』という確信を持っているのだ。 

　この冷静さ、判断力こそが、汐音が持ち合わせていなかった物・・・それ故に汐音は、エミリーの

舞踏剣術に翻弄されてしまっているのだ。 

　だが今の汐音に、雨音の冷静さと判断力が加われば、きっと・・・。 

　（行こう、汐音ちゃん。必ず勝って、決勝でもう１度遥さんと戦おう。） 

　「フン・・・泣き虫のくせに、随分と偉そうな事を言ってくれるじゃないか。」 

　（確かに私は泣き虫だよ。だけど汐音ちゃんと一緒なら頑張れる。２人で一緒なら大丈夫。） 

　雨音と汐音は同じ存在。２人で１つ。 

　同じ存在だからこそ、性格は正反対でも心は通じ合っている。 

　確かに雨音も１人だけでは心細いが、それでも汐音がいてくれれば頑張れる。 

　そしてそれは、汐音とて同じ事。 

　今の２人は、どちらかが欠けても成り立たない・・・互いに足りない所を補っているのだ。 

　雨音に足りない剛直さと気の強さを、汐音が。 

　汐音に足りない柔軟さと冷静さを、雨音が。　 

　「・・・まあいいだろう。こうなったら駄目元でアンタを頼ってやるよ。」 

　（もう、素直じゃないんだから・・・） 

　「そう言えばあの女、試合前に『本物のフェンシングという物を教えてあげます』などとほざいてい

たが・・・」 

　マスクを被り、汐音は自信に満ちた表情でエミリーに向き直った。 

　「・・・ならアタシらも、あの女に見せてやろうじゃないか・・・本物の『実戦剣術』って奴をさ！！」 

　（うん！！行こう、汐音ちゃん！！） 

　審判に促され、雨音とエミリーは剣を構える。 

　「もうインターバルはよろしいのですか？アマネ・シンドウ。」 



　「・・・ええ、もう大丈夫です。ここからはさっきまでのようにはいきませんよ。エミリーさん。」 

　「・・・！？」 

　雨音の雰囲気が変わった事に、怪訝な表情をするエミリー。 

　先程までは感じられなかった、今の雨音の落ち着いた表情。それがエミリーを戸惑わせる。 

　「無駄なあがきを・・・いずれにしても、これで終わりにします！！」　 

　そして５ラウンド目が始まると同時に、エミリーが雨音に斬りかかる。 

　だがここからが、雨音と汐音の反撃の始まりだった。　 

　「汐音ちゃん・・・左からの薙ぎ払いが来る・・・おうよ！！避けてみせるさ！！」 

　「な・・・！？」 

　エミリーの左からの斬撃を、汐音は必要最小限の動きで避け・・・ 

　「そこから突きが来るから弾いて・・・おらよっ！！」 

　「くっ・・・これは・・・！？」 

　「エミリーさんはここで右に避ける・・・よっしゃあっ！！」 

　「・・・っ！？」 

　雨音の予測通り、汐音の太刀筋を先読みしたエミリーが右に避けた。 

　それを狙っていたかのように、汐音の斬撃がエミリーの右肩にクリーンヒットする。 

　その瞬間、電光掲示板に灯った雨音のポイント。 

　そしてこれは、この大会を通してエミリーが初めて奪われたポイントでもある。 

　会場内が一斉にどよめき、フラニーもレオンハルトも驚きを隠せない。 

　「ば・・・馬鹿な・・・！？」 

　「言っただろ！？もうさっきまでのようにはいかないってな！！そうだろ！？雨音！！」 

　「くっ・・・何を訳の分からない事を・・・！！」 

　「雨音の奴が、アンタの動きはもう見切ったんだとよ！！・・・だからここからはもう、格闘ゲームを

やってる人たちがよく言ってる、『ずっと俺のターン』という奴です。はい。」 

　ポイントは未だに４－１。圧倒的にエミリーが優位な状況だ。 

　だがそれでも今現在追い詰められているのは、逆にエミリーの方だった。 

　それは雨音の自信に満ちた、そしてもう１度遥と戦うんだという強い意志を秘めた表情が物語っ

ていた。 

　「そうさ！！雨音の言う通り、ここからはずっとアタシらのターンだ！！」 

　「何を・・・世迷言を・・・っ！！」 

　６ラウンド目・・・雨音の豹変振りを警戒したエミリーは、一旦雨音から間合いを離して様子を見よ

うとするのだが・・・ 

　「このアタシに間合いで勝負を挑もうなんざ、身の程知らずにも程があるんだよおっ！！」 

　「な・・・！？」 



　一瞬にして汐音がエミリーとの距離を詰める。そして雨音の斬撃がクリーンヒット。 

　そして再び点灯する雨音のポイント。これで４－２。 

　「馬鹿な・・・今のはハルカ・ホシザキの・・・！？」 

　「縮地法を使えるのが遥だけだとでも思ったか！？・・・美咲さんから教わりましたから。」 

　７ラウンド目。今度は雨音が先に攻勢に出た。 

　エミリーは先程までと同じように、まるでダンスでも踊っているかのような舞うような動きで、雨音を

巧みに翻弄しようとする。 

　先程までの汐音は、まるでのれんに腕押しの如く、エミリーにリードされてダンスを踊らされている

かのように、次々と攻撃を受け流されていたのだが・・・ 

　「汐音ちゃんが言っていたでしょう！？貴方の動きはもう見切ったと！！」 

　「こんな・・・こんな事が・・・っ！？」 

　そう・・・いつの間にかエミリーが、逆に雨音によって翻弄されてしまっていたのだ。 

　まるで雨音にリードされて、ダンスでも踊らされているかのように。 

　「・・・せやっ！！」 

　「・・・っ！？」 

　雨音の突きがエミリーの右胸にヒット。これで４－３。 

　エミリーがポイントを奪われる度に、観客のどよめきが大きくなる。 

　「な・・・何をやっているのだエミリエル！！相手はフェンシング後進国・日本なのだぞ！？」　 

　レオンハルトがエミリーに罵声を浴びせる。エミリーへの怒りがどんどん増していく。 

　その怒気を背中から敏感に感じ取り、身体を震わせるエミリー。 

　「おいおい隙だらけだぜ！？どうしたっていうんだい！？お嬢様よぉ！！」 

　８ラウンド目。全く無抵抗のエミリーの右肩に、汐音の一撃がヒット。 

　これで４－４。雨音は遂に同点に追いついた。 

　４－０という絶体絶命の状況からの、まさかの猛追撃・・・観客の誰もが驚きを隠せなかった。 

　しかもフランス最強の剣士と呼ばれている、今大会優勝候補の筆頭のエミリーを相手にだ。 

　「そうさ・・・アタシらは決勝で、もう１度遥と戦うんだ！！・・・だからエミリーさん、貴方に勝利は譲

らない！！」 

　「・・・嫌・・・嫌・・・！！」 

　「遥さんと決勝で戦うのは私たち・・・そうでしょう！？汐音ちゃん！！」 

　「嫌だ・・・嫌だ・・・！！」 

　今、雨音と汐音は、互いの意識をシンクロし合っていた。 

　雨音と汐音は２人で１つ。雨音と汐音は繋がっている。 

　雨音の足りない所を汐音が補い、汐音の足りない所を雨音が補う。 

　互いの心のシンクロによる連係・・・これこそが雨音と汐音に秘められた真の力なのだ。 



　「エミリエル！！何という醜態だ！！ストダート家の名前に泥を塗るつもりかぁっ！？」 

　「・・・っ！！」 

　レオンハルトの怒鳴り声が、情け容赦なくエミリーに襲い掛かった。 

　怒りの形相で、レオンハルトはエミリーの事を睨みつけている。 

　名門ストダート家の血筋を引く者でありながら、フェンシング後進国・日本・・・しかも世界レベル

では無名の選手を相手に、何と言う失態なのか。 

　レオンハルトはエミリーに対して、憤りを隠せなかった。 

　「負ける事など絶対に許さんぞ！！必ず勝て！！それがストダート家の末裔であるお前に課せ

られた義務なのだぞ！？」 

　「・・・あ・・・あ・・・あ・・・！！」 

　「もし負けるような事になれば・・・その時は分かっているだろうな！？」 

　「嫌・・・嫌・・・嫌・・・！！」　 

　「エミリエル！！」 

　叔父に怒鳴りつけられ、怯えた表情を見せるエミリー。 

　一体全体、何がどうなっているのか・・・一体エミリーは何に怯えているのか・・・訳が分からずに

呆然とした表情の雨音。 

　やがてエミリーは恐怖に身体を震えながら、剣を構えて雨音を睨みつける。　 

　「負けたくない・・・負けたくない・・・負けたくない・・・負けるのは嫌・・・！！」 

　「え・・・！？」　 

　「私は負けられない・・・負けられないの・・・だから負けてよ・・・アマネ・・・お願いだから負け

て・・・！！」 

　一体何を言ってるのか、全然理解出来ない雨音。 

　エミリーの変貌振りに戸惑う雨音だったが、今はこの試合に勝つ事の方が最優先だ。 

　気持ちを切り替えて、雨音は何の迷いも無い力強い瞳で、剣を構えてエミリーを見据える。 

　そして運命の最終ラウンド・・・審判が高々と開始の合図をした。 

　その瞬間。 

　「・・・ぬああああああああああああああああっ！！」 

　「な・・・これは・・・太刀筋が・・・！？」 

　「お願いだから負けてよおおおおおおおおおおおおおおっ！！」 

　先程までの舞踏剣術とは一転した、エミリーの力任せの斬撃が、雨音に襲い掛かる。 

　まさに遥や梢子と同じ、剛直で真っ直ぐな太刀筋。 

　「くっ・・・！！」 

　辛うじてエミリーの斬撃を受け止める雨音。 

　そのまま鍔迫り合いの状態になるが、あまりの威力の前に完全に押されていた。 

　何かに酷く怯え、身体をガタガタと震わせながら、雨音を睨みつけるエミリー。 

　その凄まじい形相に、雨音は一瞬ゾッとした。 



　「そんな・・・エミリーさんが剛剣を・・・！！」 

　（こいつ・・・一体何をこんなに怯えてやがるんだか・・・気をつけろ雨音。この女、これから何をや

らかすか・・・分かったもんじゃないぞ。） 

　「分かってる・・・理由は分からないけど、エミリーさんは負ける事を酷く恐れてる・・・」 

　（だから勝つ為に手段を選んでなんかいられないってか。それでこの女、舞踏剣術から剛剣スタ

イルに切り替えたってのかい・・・） 

　エミリーをどうにか弾き飛ばし、一旦間合いを離して様子を見る雨音。 

　息を切らし、今にも泣きそうな・・・まるで雨音に救いを求めているかのような・・・そんな表情で、エ

ミリーは雨音を見据えていた。 

　「アマネ・・・お願いだから負けてよ・・・お願いだからあっ！！」 

　「エミリーさん・・・！！」 

　一体エミリーにどんな事情があるのかは、雨音にはよく分からない。 

　だがそれでも、どんな事情があろうとも、雨音はエミリーに勝ちを譲るつもりは微塵も無かった。 

　決勝戦で遥ともう１度戦う・・・その想いだけは、絶対に誰にも譲れないから。 

　（・・・汐音ちゃん、行くよ！！） 

　「ああ、決勝で遥と戦うのはアタシらだ！！」 

　（最終ラウンド・・・最後の最後まで、気を抜いたら駄目だからね！！） 

　「はっ！！その言葉、そっくりそのままアンタに返してやるよ！！雨音！！」　 

　強い意志を秘めた瞳で、汐音はエミリーに斬りかかる。 

　雨音に必死に声援を送る遥と渚。 

　怒りの形相でエミリーを睨みつけるレオンハルト。 

　マスコミ用の席から、雨音の勇姿を次々とカメラに収めるサクヤ。 

　試合はいよいよ大詰めとなり、観客のボルテージも最高潮になる。 

　そんな中でフラニーだけは、とても心配そうな表情で２人の試合を見つめていたのだった・・・。 
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