
アカイイト新章・神の化身の少女

後日談・本当に大切な物（前半）

１．大会前夜

　季節はすっかり夏となり・・・１学期を終えて長い夏休みに入った青城女子大学だったが、それで

も梢子たち剣道部は休む暇も無く、剣道の大学選手権の関東大会に向けての最後の追い込みに

入っていた。 

　そして大会まであと３日・・・練習が終わった後に、監督が部員たちに召集をかけた。 

　まさに運命の時・・・関東大会のレギュラー発表の時間だ。 

　「え～、それでは今度の大会の先発メンバーを発表するぞい。名前を呼ばれた者は元気よく返

事をするように。」 

　青城女子大学剣道部の監督を務める老人・・・沢田久志。 

　とても物静かで心優しく、学生たちの誰からも慕われている老人だ。 

　学生たちの自主性を重んじ、滅多な事では学生たちを怒鳴り散らす事は無い・・・とても穏やか

な人物だと、学生たちから評判を受けている。　　 

　「先鋒・・・１年、羽藤桂。」 

　「は・・・はいっ！！」 

　穏やかな声で沢田監督に呼ばれた桂が、慌てて返事をする。 

　まさか１年生である桂がレギュラーに選ばれるとは・・・部員たちの間でどよめきが起こった。 

　だが沢田監督のサプライズは、これだけに留まらない。 

　「次鋒・・・１年、佐竹加奈子。中堅・・・２年、山本知子。副将・・・２年、本庄明日菜。大将・・・１年、

小山内梢子。以上５名が先発メンバーじゃ。」 

　どよめきが一層大きくなる。そして３、４年生たちの間で一斉に落胆の声が。 

　無理も無いだろう。剣道の強豪である青城女子大学において、レギュラーに抜擢された全員が

低学年という、前代未聞の事態になってしまったのだから。 

　そして残念ながら綾代はレギュラーには選ばれず、控えに回る事になった。 

　だが沢田監督は部員たち全員の実力を考慮した上で、この５人をレギュラーに抜擢したのだ。 

　この５人がこの大学の中で最強のメンバーだと・・・沢田監督はそう判断しただけに過ぎない。 

　強い者が試合に出て、弱い者は控えに回る・・・この勝負の世界の現実において、学年など何の

判断材料にもならないのだから。 

　「ワシらの今回の目標は、打倒・北斗院女子大学・・・そして関東大会の初制覇じゃ。とはいえ、

武術の本道とは『勝つ』事が全てでは無い。試合を通じて互いを高め合い、充実した心身を築き

上げる事・・・それこそが武術の本来あるべき姿じゃ。」 

　とても穏やかな表情で話す沢田監督の言葉を、部員全員が神妙な表情で聞き入っている。 



　「それを忘れ、ただ相手を倒す事のみに囚われ過ぎた剣など、ただの暴力に過ぎん。剣は人の

心を体現する物じゃ。負の感情で剣を振るえば、心まで闇に染まってしまいかねん。その事を忘

れずに大会に臨むように。」 

　想いの無い強さなど、ただの暴力。沢田監督は部員たちにそう諭しているのだ。 

　それは高校時代、桂が美咲から何度も言われた言葉。 

　今は敵同士になってしまった美咲の事を思い出し、感慨に耽（ふけ）ってしまう桂。 

　そして、同時刻・・・北斗院女子大学剣道部。 

　「先鋒・・・２年、御門夕菜。」 

　「はいっ！！」 

　監督に名前を呼ばれた御門が、何の迷いも無い力強い瞳で、元気良く返事をする。 

　「次鋒・・・４年、斉藤和美。中堅・・・１年、高橋綾香。副将・・・１年、松本美咲。大将・・・２年、千

羽烏月。以上５名が先発メンバーだ。」 

　沢田監督とは対照的に、学生たちに対して厳格なオーラを漂わせているのは、北斗院女子大学

剣道部の監督・・・鬼塚雄一郎。 

　前任者が今年の３月をもって定年退職した為、後任として監督に選ばれた中年の男性だ。 

　彼から発せられる威圧感によって、練習場の空気が緊張で張り詰められている。 

　青城女子大学剣道部の和やかな雰囲気とは、まるで正反対だ。 

　「常勝軍団である我々にとって、関東大会など所詮は踏み台に過ぎん。目指すのはあくまでも全

国大会での優勝・・・負ける事など絶対に許されんぞ。レギュ ラーに抜擢された者も控えに回る者

も、裏方でのサポートに回る者も、全員が緊張感を持って背水の陣の覚悟で大会に臨め。」 

　とても厳しい表情で、鬼塚監督は部員たちに圧力をかける。 

　勝つ事が全て・・・負ける事は許されない・・・沢田監督とは対照的な事を鬼塚監督は語っていた。

　常勝軍団と呼ばれ、毎年のように全国大会で優勝している、『王者』北斗院女子大学剣道部。 

　それ故に、負ける事は許されない・・・王者故の責務のような物なのだろうか。 

　選手に圧力をかける鬼塚監督だったが、そんな彼自身もまた、理事長から『勝て』『勝たねばなら

ぬ』と圧力をかけられているのだ。　 

　勝ち負けよりも試合を通じて部員たちの成長を促す事を重要視する、青城女子大学剣道部。 

　それとは対照的に何よりも勝つ事のみを重要視する、北斗院女子大学剣道部。 

　それぞれの思惑が複雑に絡み合う中、梢子たちの熱い戦いの火蓋が今、切って落とされようとし

ていた・・・。 

２．宣戦布告

　今回の大学選手権の関東大会は合計６４チームによるトーナメント方式で行われ・・・その中から

関東代表として全国大会に駒を進める事が出来るのは、準決勝に進出した４チームのみ。 

　そして北海道、東北、関東、中部、信越、近畿、中国、九州（沖縄含む）の８地域からそれぞれ４

チームが全国大会に進出し、勝ち上がった３２チームによるトーナメント方式で、全国大会が行わ



れる事になっている。 

　その全国大会への出場枠を賭けた関東大会は滞り無く進行し・・・青城女子大学も北斗院女子

大学も怒涛の勢いで決勝戦に進出し、あっという間に全国大会への出場を決めてしまった。 

　「・・・青城女子大学剣道部の皆さん。ちょっと取材させて貰いたいんだけど、いいかしら？」 

　決勝戦の前の休憩時間・・・梢子たち青城女子大学剣道部の元に、柚明がＩＣレコーダーを手に

取材に訪れた。 

　今回の大会の様子を、週刊誌のコラムのネタにするつもりなのだ。 

　客席ですぐに記事のプロット作成に取り掛かれるように、鞄の中にはミニノートパソコンとデジタル

カメラも収められている。 

　「あ、柚明お姉ちゃん。」 

　「そうね、まずは桂ちゃんにインタビューしちゃおうかしら・・・全国大会への出場は既に決めたけ

ど、北斗院女子大学との決勝戦に向けての、今の心境はどうかしら？」 

　柚明にＩＣレコーダーを向けられた桂は恥ずかしそうにしながらも、可愛らしい笑顔ではっきりと答

えた。 

　「勿論、決勝戦も全力で勝ちに行くよ。全国大会への出場を決めたからと言って、決勝戦を軽く

流そうとか調整目的で戦おうとか、私たちはそんな事はこれっぽっちも考えてないから。」 

　準決勝まで勝ち進めば、全国大会への出場が確定する。 

　それ故に全国大会の前に主力選手に余計な怪我をさせない為に、準決勝まで勝ち進んだ後は

主力選手を全員休ませて控え選手に出場させたりとか、あるいは主力選手の調整の場にしてしま

おうとか、そういう事を考える大学も実際にあるのだ。 

　事実、梢子たちが準決勝で戦った対戦相手は、いかにも勝敗などどーでもいいといった感じで

主力選手を全員休ませ、控え選手だけで試合に挑んできたのだ。 

　それはチームとして先の事を考えれば、決して間違っているとは言えないのだが・・・あからさまな

手抜きをされたという事で、梢子たちはあまり良い気分はしなかった。 

　だからこそ、せめて自分たちは決勝戦も全力で戦おうと・・・それが対戦相手への礼儀になるの

だと・・・明日菜が部員たちにそう呼びかけたのだ。　 

　柚明の取材を受け、桂がその決意を改めて胸に秘めた、その時。 

　「・・・それを聞いて安心したわ。」 

　「・・・っ！？」 

　背後から、聞き覚えのある声がした。 

　それは桂にとって、決して忘れる事の出来ない・・・桂にとっての因縁の相手であり、決勝戦の先

鋒戦で桂が戦う事になる少女が、そこにいた。 

　「・・・御門先輩・・・」 

　「久しぶりね。羽藤さん。元気そうで何よりだわ。」 

　御門夕菜。桂の１年先輩で、高校時代のチームメイト。 

　引退間近の３年の夏にもなってようやくレギュラーの座を勝ち取ったものの、その座をあっけなく



桂に奪われてしまい、桂に逆恨みして暴力を振るってしまった少女だ。 

　その事を思い出し、柚明がとても厳しい表情で御門を睨みつける。 

　無理も無いだろう。理不尽な理由で桂を傷つけた張本人が、こうして再び目の前に現れたのだ

から。 

　だが御門はそんな柚明の厳しい視線にも全く怯まない。何の迷いも無い力強い瞳で、真っ直ぐ

に桂と柚明を見据えていた。 

　北斗院女子大学に進学してから、御門は精神的に相当強くなったようだ。 

　「・・・あれから、もう２年になるのね。」 

　「・・・そうですね。御門先輩。」 

　「長いようで、あっという間だったわ。」 

　高校時代に暴行を受けた張本人が目の前にいるにも関わらず、桂はとても穏やかな表情で御門

を見つめていた。 

　桂自身、自分がレギュラーに選ばれた事で御門を蹴落とす形になってしまった事に負い目を感

じており、自分が蹴落としてしまった御門の分まで頑張ろうという気持ちで、今まで必死に練習に

励んできたのだ。 

　確かに御門が自分に暴行を加えた事は快く思ってはいないが、それでもその原因となってし

まったのは自分だと・・・桂はそう思っているから。 

　「北斗院女子大学に進学してから、１年半・・・私は死に物狂いで練習して、実力でレギュラーの

座を勝ち取ったわ。私のチームメイトは全国から 集められた、それこそ貴方や小山内さんのように

天才だと言われているスター選手ばかりだけど・・・そんなオールスター軍団を押しのけて、私のよ

うな凡才が レギュラーになったのよ。」 

　「・・・御門先輩・・・」 

　「そして今日、貴方を倒す事で、私のような凡才でも天才に勝てるという事を証明してみせる。え

え、そうよ・・・私のこの想いは貴方への憎しみを 超越し、宿命へと昇華したのよ。貴方が私と同じ

先鋒で試合に出る事になったのを知った時は、運命を感じずにはいられなかったわ。」 

　桂に力強く指差しして、御門は桂に対して堂々と宣戦布告をした。 

　柚明の厳しい視線に怯まず、何の迷いも無い力強い瞳で、真っ直ぐに桂を見据えながら。 

　「羽藤さん・・・貴方にだけは絶対に負けない！！」 

　それこそが、御門の桂への強い想い。 

　高校時代に自分からレギュラーの座を奪った桂を倒して、桂を超える・・・その機会を御門はこれ

までずっと待ち望んでいたのだ。 

　先代の監督の後を継いだ鬼塚監督は、選手が他校の選手と馴れ合う事を嫌って、これまで青城

女子大学を含めた他校との練習試合を一切行わなず、対外試合は主に警察や警備会社、剣道

の道場を相手に行って来た。 

　なので、こうして実際に桂と御門が戦うのは、この大会が始めての機会という事になる。 

　「御門先輩・・・互いに悔いだけは残さないように、全力で戦いましょうね。」 

　「・・・貴方との先鋒戦、楽しみにしているわ。」 

　それだけ言い残して、御門はその場を去っていった。 



３．因縁の戦い

　「いよいよ始まりますね。アマネが警護する学院の決勝戦が。」 

　「そうですね、エミリーさん。何だか自分の事みたいにドキドキします。」 

　フランスからはるばる日本まで旅行に来ていたエミリーが、雨音と一緒に手を繋ぎながら、客席か

ら試合を観戦していた。 

　そして２人の傍らでフラニーと父親が、とても穏やかな表情で２人の事を見つめている。 

　今日は大学選手権の関東大会を観戦し、明日は東京ネズミーランドに一緒に行く事になってお

り、その翌日にフランスに帰るという日程になっている。 

　剣道を初めて生で観るエミリーは、フェンシングとは一味違った日本剣術の奥深さに、素直に感

慨しているようだった。 

　「梢子さんたち・・・勝てるかなぁ・・・」 

　「無理ですね。恐らく２勝３敗で青城女子大学は負けるでしょう。」 

　「うぅ・・・（泣）」 

　エミリーは情け容赦なく雨音にそう言い放った。 

　剣道とフェンシング・・・流派は違うものの、それでもエミリーは両校の試合を実際に観た上で、選

手１人１人の実力を正確に見抜いてしまっているのだ。 

　エミリーの予想では桂と加奈子が２連勝するものの、そこから知子、明日菜、梢子が３連敗すると

いう結果になるらしい。 

　それを聞いた雨音が『梢子さんが負けるはずが無いです』と力説し、そんな雨音の力説っぷりに

エミリーは思わず苦笑いしてしまう。 

　そんな２人の和やかな光景など知る由も無く、青城女子大学と北斗院女子大学による関東大会

の決勝戦が、遂に始まった。 

　先鋒戦は、羽藤桂（１年）　ＶＳ　御門夕菜（２年） 

　次鋒戦は、佐竹加奈子（１年）　ＶＳ　斉藤和美（４年） 

　中堅戦は、山本知子（２年）　ＶＳ　高橋綾香（１年） 

　副将戦は、本庄明日菜（２年）　ＶＳ　松本美咲（１年） 

　大将戦は、小山内梢子（１年）　ＶＳ　千羽烏月（２年） 

　「お互いに、礼！！」 

　審判に促され、互いに一礼して竹刀を正眼に構える桂と御門。 

　御門にとっては、これまで首を長くして待ち望んでいた因縁の対決だ。 

　高校時代に、自分をレギュラーの座から蹴落とした桂。 

　真弓譲りの類稀な剣の資質を持ち、剣道を始めてから僅か１年で主力選手へと成長し、周囲か

ら『天才』だと絶賛され・・・そんな桂の才能に、これまで御門は負い目を感じていたのだ。 

　それでも御門は必死に努力し、全国から有力選手が集まったオールスター軍団である北斗院女

子大学において、実力でレギュラーの座を勝ち取った。 

　そう・・・御門は桂と同じように『天才』と呼ばれている者たちを、かつての桂と同じように実力で蹴



落としたのだ。 

　凡才でも、人一倍努力すれば天才に勝てる・・・御門は北斗院女子大学において、見事にそれ

を周囲に証明してみせたのだ。 

　そして今日の試合で桂を倒す事で、それがより確固たる物になる・・・だからこそ御門は桂を相手

に負けるわけにはいかないのだ。 

　互いに真剣な表情で互いを見据える桂と御門を見て・・・審判は遂に試合開始を告げた。 

　「一本目・・・始め！！」 

　「胴ーーーーーーーーーっ！！」 

　試合開始と同時に、御門の渾身の胴打ちが桂に迫る。 

　その威力もスピードも鋭さも、高校時代とは比べ物にならない程までに洗練されていた。 

　「速い・・・！！」 

　辛うじて御門の一撃を受け止める桂だが、それでも御門の猛攻は止まらない。 

　桂に反撃の暇さえも与えず、御門は怒涛のラッシュを浴びせ続ける。 

　羽藤さんに必ず勝つ・・・太刀筋の１つ１つに、御門の信念と桂への想いが込められていた。 

　あっという間に桂は、試合場の端まで追い詰められてしまう。 

　（御門先輩・・・高校の時よりも強くなってる・・・！！） 

　御門の成長ぶりに驚きを隠せない桂。 

　きっと御門は北斗院女子大学で、相当な血の滲むような努力を重ねてきたのだろう。 

　だが、それでも。 

　「・・・はっ！！」 

　「な・・・しまっ・・・！！」 

　追い込まれながらも、一瞬の隙を突いて御門の面打ちを弾き飛ばす桂。 

　高校時代よりも強くなっているのは御門だけではない。桂も同じだ。 

　「小手ーーーーーーーっ！！」 

　桂の渾身の小手打ちが、御門に直撃した。 

　それと同時に、審判の白旗が上がる。 

　「一本！！」 

　「くっ・・・腕を上げたわね、羽藤さん・・・！！」 

　「御門先輩こそ凄いですよ。まさかここまで強くなってるなんて・・・」 

　互いの成長ぶりを認め合い、試合場の中央に戻る桂と御門。 

　少しの油断も許されない。気を抜いたら一瞬で負ける・・・桂にそう思わせる程までに、御門は桂

をギリギリの所まで追い詰めていたのだ。 

　「二本目、始め！！」 

　「うおおおおおおおおおおっ！！」 



　桂に一本を取られてもなお、御門は自らの戦闘スタイルを曲げる事無く、桂に猛攻を仕掛ける。 

　百子や明日菜、汀のような下手な小細工は一切せず、相手に抵抗する暇も与えずに一気に叩

きのめす・・・まさしく遥や夏夜と同じ戦闘スタイルの、超攻撃型の剣道だ。 

　その御門の鬼気迫る猛攻の前に、桂はまたしても防戦一方になってしまっていた。 

　一旦間合いを離そうとするも、御門の猛攻はそれさえも許してくれない。 

　先程と同じように、あっという間に試合場の端まで追い詰められてしまった桂。 

　だがそれでも尚、桂の心は冷静さを失ってはいなかった。 

　「胴ーーーーーーーーーーっ！！」 

　逃げ場が無くなった桂に、御門の渾身の胴打ちが迫る。 

　それを桂は辛うじて受け止め・・・次の瞬間、桂の竹刀が御門の竹刀に絡み付いた。 

　「な・・・巻き技！？」 

　「やああああああああっ！！」 

　「しまっ・・・！！」 

　御門の竹刀が宙を舞い・・・次の瞬間。 

　「面ーーーーーーーーーーーっ！！」 

　「・・・っ！？」 

　桂の渾身の面打ちが、丸腰になった御門の頭部に直撃した直後、御門の竹刀が乾いた音を立

てて床に転がり落ちた。　 

　その瞬間、審判の白旗が勢い良く上がる。 

　「一本！！それまで！！」 

　観客が一斉に桂に対して、惜しみない歓声を浴びせた。 

　安堵の笑顔を浮かべる桂。呆然自失の御門。 

　桂は苦しみながらも、辛うじて御門を相手に勝利を収めたのだ。 

４．王者故の責務

　「お互いに、礼！！」 

　「ありがとうございましたっ！！」 

　御門に向かって勢い良くお辞儀をして、元気に挨拶をする桂。 

　そんな桂に御門は歩み寄り、とても穏やかな笑顔で桂とがっちりと握手を交わす。 

　「・・・素直に認めるわ。私の負けよ。」 

　「御門先輩・・・本気で戦ってくれて、ありがとうございました。」 

　「私も、羽藤さんが手加減抜きで戦ってくれて、とても嬉しかったわ。」 



　桂に負けたというのに、今の御門の心は清々しさで満ち溢れていた。 

　それは、互いに全ての力を出し尽くして、全力で戦い抜いたからこそ。　 

　そして敗れたとはいえ桂と戦い抜いた今だからこそ、御門は心の底から思う。 

　高校時代の桂への嫉妬が、どれだけちっぽけで下らない代物だったのかという事を。 

　天才だとか才能だとか・・・そんな物はただの見苦しい言い訳であり、甘えでしか無かったのだと

いう事を。 

　そして・・・互いに死力を尽くしてぶつかり合い、戦いの中で互いを高め合い、戦いが終わった後

に互いの健闘を讃え合うという事が、こんなにも素晴らしくて清々しい物なのだという事を・・・。　 

　「・・・これで私も、ようやく気持ちの整理をつける事が出来そうだわ。」 

　「御門先輩・・・」 

　「羽藤さん。私はこのまま終わるつもりは無いわよ。これから今以上に強くなって、次こそは必ず

羽藤さんを倒してみせる。」 

　「私だって、負けるつもりはありませんから。」 

　うずうずうず。 

　そんな桂の成長振りを見て、美咲は先程から高ぶる気持ちを抑え切れずにいた。 

　高校時代に自分が手塩にかけて育てた愛弟子が、これ程までの成長を遂げたのだ。嬉しくなる

のも無理も無いだろう。 

　「美咲・・・さっきから何をうずうずしているんだい？」 

　「だって羽藤さんったら私が想像していた以上に、さらに強くなってるんだもの。」 

　「まあ、桂さんは美咲の愛弟子だから、気持ちは分からなくも無いけどね。」 

　「あ～あ、私も先鋒戦で羽藤さんと戦いたかったなぁ・・・」 

　とても穏やかな瞳で、梢子たちに祝福される桂を見つめる美咲。 

　そんな美咲の隣を、御門が穏やかな笑顔で通り過ぎようとしたのだが。 

　「御門！！何だ貴様のその態度は！？負けたというのに何をヘラヘラ笑っておるのだ！？」 

　鬼塚監督が怒りの形相で、御門に詰め寄ってきた。 

　負けてもなお穏やかな笑顔を見せた事で、真剣に戦っていないとでも思われたのだろうか。 

　「続きまして、次鋒戦を開始致します。佐竹加奈子選手、斉藤和美選手、前へ！！」 

　「加奈子ちゃん、頑張ってーーーー！！」 

　「加奈子ーーー！！上級生が相手だからって、気負されたら駄目だからねーーー！！」 

　桂と梢子の声援に、笑顔で手を振って応える加奈子。 

　桂にとっては高校時代から仲のいいチームメイト・・・そして梢子にとってはかつての敵だったが、

今ではかけがえの無い仲間として、心の底から信頼し合える友人だ。 

　とても活気に満ちた、剣道を存分に楽しんでいるという雰囲気が溢れ出ている、青城女子大学

剣道部。 

　「ほっほっほ。」 

　そんな学生たちの活気溢れる姿を、とても穏やかな笑顔で見つめている沢田監督。 



　それとは対照的に鬼塚監督の御門を睨みつける目は、とても冷酷な物だった。 

　「御門！！貴様は伝統ある北斗院女子大学のレギュラーとして選ばれた存在なのだぞ！？それ

なのに真剣に戦わないとはどういう事なのだ！？」 

　「監督、私は羽藤さんを相手に全力で真剣に・・・！！」 

　「負けてヘラヘラ笑う事の、どこが真剣なのだ！？かつてのチームメイトを相手に、私情にでも走

りおったか！？」 

　「いえ、監督、私はそんなつもりじゃ・・・！！」 

　御門が負けて笑顔を見せていたのは、互いに正々堂々と全力で桂と戦い抜いた事、そして戦い

を通じて、桂へのわだかまりが解けて気持ちを整理出来た事への充足感による物だ。 

　当然の事ながら、御門は真剣に全力を出し尽くして、桂を相手に戦い抜いた。 

　間違っても鬼塚監督が言うような、私情に走るなどという愚かな行為などしてはいない。 

　そして結果的に御門は桂にストレート負けを喫したものの、それでも本当にどちらが勝ってもお

かしくない程までに、御門は桂をギリギリの所まで追い詰めていたのだ。 

　だがそれでも鬼塚監督は、そんな御門の気持ちなど少しも理解してはいなかった。 

　どんな理屈があろうとも、負けて笑顔を見せているというのが気に入らないのだ。 

　そんな御門の態度が、真剣に戦っていないと鬼塚監督に誤解される事になってしまったのだ。 

　自分の気持ちが鬼塚監督に伝わらない事に、御門は戸惑いを隠せない。　 

　「いいか！？我々北斗院女子大学剣道部が、周囲から『王者』と呼ばれている事を忘れる

な！！それ故に我等はこんな下らない地方予選などで、負けるわけにはいかないのだ！！」 

　「監督・・・言いたい事は分かりますが、しかし・・・」 

　「剣道を『楽しむ』など言語道断だ！！我々にとっては『勝つ』事だけが全てだ！！それが我等

北斗院女子大学剣道部の、『王者』としての責務なのだ！！その事を今ここにいる全員が・・・」 

　言いかけた、その瞬間。 

　「一本！！それまで！！」 

　「・・・なん・・・だと・・・！？」 

　鬼塚監督が御門や部員たちを相手に説教している間に、既に次鋒戦が決着していた。 

　充実した笑顔をチームメイトに見せている加奈子と、悔しそうな表情で座り込んでいる対戦相手。 

　「馬鹿な・・・斉藤が負けたというのか！？試合が始まってから１分も経っていないのだぞ！？」 

　信じられないといった表情の鬼塚監督だったが、電光掲示板にはしっかりと加奈子が勝った事

が記されていた。 

　あっという間の電光石火。そして先鋒と次鋒が２連敗。『王者』北斗院女子大学にとって、到底受

け入れられない『屈辱』とも言える内容だ。 

　とても青ざめた表情で、加奈子の対戦相手がチームメイトの下に戻ってくる。 

　同学年の控え選手が彼女の事を慰める姿を見て、鬼塚監督の怒りがさらにヒートアップする。 

　「斉藤！！貴様は下級生を相手に何をやっているのだ！？このまま奴等を勢いに・・・」 

　「勢いには乗らせませんわ。鬼塚師範。」 



　北斗院女子大学の中堅・高橋綾香・・・桂と加奈子の高校時代のチームメイトである彼女が、とて

も厳しい表情で青城女子大学の部員たち・・・特に桂と加奈子を見据えていた。 

　「私と松本さんで、彼女たちの勢いを断ち切ってみせます。」 

　「高橋！！『神童』と呼ばれている貴様の実力を、奴等に思い知らせてやるのだ！！」 

　「ええ、羽藤さんと佐竹さんに後悔させて差し上げます・・・私と共に歩む道を捨て、私に敵対す

る道を選んだ事を・・・！！」 

　綾香が試合場に上がり、対戦相手の知子をじっ・・・と見据える。 

　知子もまた準備体操を済ませ、面を被って明日菜に向き直った。 

　「では明日菜様、行ってまいります。」 

　「知子！！このまま勢いに乗ってズバーーーッとバシーーーッと決めちまいな！！」 

　「はっ！！明日菜様の従者として、必ずや明日菜様に勝利を授けてみせます！！」 

　竹刀を手に、チームメイトからの応援を背に、ゆっくりと試合場に歩み寄る知子。 

　この試合に勝てば明日菜や梢子の試合を待たずして、青城女子大学の関東大会優勝が決ま

る・・・それ故にいつも冷静沈着な知子が、ガラにも無く闘志を燃やしていた。 

　審判に促されて互いに一礼し、竹刀を正眼に構える。 

　「高橋さん。君の情報は羽藤さんと佐竹さんから貰っている。君の『三種の神技（しんぎ）』・・・残

念ながら既にデータ分析済みだよ。」 

　「あら、そうですか。ならば私は山本先輩が分析したデータとやらを、徹底的に捻り潰して差し上

げましょう！！」 

　試合開始の合図と共に知子と綾香の竹刀が、派手な音を立ててぶつかり合った。

 

５．壮絶なる死闘の果てに

　「どりゃどりゃどりゃーーーー！！面！！面！！うりゃー！！胴！！胴！！おりゃー！！」 

　明日菜の凄まじい怒涛の連撃が、容赦なく美咲に襲い掛かる。 

　その止まる事の知らない猛攻の前に、美咲は防戦一方だ。 

　あっという間に美咲は、試合場の端まで追い詰められてしまう。 

　だがそれでも、美咲の心は冷静沈着だった。 

　「貰ったーーーーーーっ！！面ーーーーーーーっ！！」 

　「・・・うふふ、甘いですよ！！本庄先輩！！」 

　「な・・・！？」　 

　次の瞬間、明日菜の竹刀が巧みに受け流される。 

　まるで明日菜を相手に、華麗なるダンスを踊っているかのように。 

　その美しくもある鋭い体捌きは、まるでエミリーの舞踏剣術を再現しているかのようだ。 

　「しまっ・・・！！」 

　「小手ーーーーーーーーーーーっ！！」 



　体勢を崩した明日菜に、美咲の小手打ちが直撃する。 

　その瞬間、審判の赤旗が勢い良く掲げられた。 

　「一本！！それまで！！」 

　「くっ・・・やるじゃないか、みさっち。アタシの負けだよ。だが次はこうはいかないからな。」 

　「ええ。とても素晴らしい試合でしたよ。本庄先輩。」 

　互いに充実した笑顔で、がっちりと握手を交わす明日菜と美咲。 

　知子が綾香に、明日菜が美咲に敗れ・・・これで２勝２敗となり、決着の行方は大将戦・・・梢子と

烏月の試合に委ねられる事になった。 

　この試合に勝った方が、関東大会優勝の栄冠を手にする事が出来る。 

　別に無理して勝たなくても、既に両校共に全国大会への出場自体は決めているのだが、それで

もやはり勝ちたい所だろう。 

　「それでは大将戦を開始します。小山内梢子選手、千羽烏月選手、前へ！！」 

　そもそも梢子も烏月も、勝たなくても全国大会出場が既に決まっているとか、そんな甘い考えは

微塵も持ち合わせていない。 

　それどころか青城女子大学の関東大会初制覇が懸かっているとか、北斗院女子大学の関東大

会１０連覇が懸かっているとか、そういうチームが抱えている事情さえも、今の２人にはこれっぽっ

ちも頭の中に入っていなかった。 

　『烏月さんに（梢子さんに）だけは、負けられない』 

　今の２人の頭の中にあるのは、ただそれだけだ。 

　互いに好敵手だと認めている相手・・・対抗意識を燃やすのも無理も無いだろう。 

　審判に促され、一礼して竹刀を正眼に構える梢子と烏月。 

　「・・・・・。」 

　「・・・・・。」 

　今この瞬間において、余計な会話など２人には必要無い。 

　互いに剣の道に進む者同士・・・ならば剣を交える事こそが、今の２人にとって最高の語り合いに

なるのだから。 

　互いに竹刀を握る手に力を込め、互いの一挙一動から目を逸らさない。 

　「一本目・・・始め！！」 

　「・・・はっ！！」 

　その瞬間、烏月が一瞬にして梢子との間合いを詰めた。 

　千羽妙見流奥義・縮地法。梢子が何度も目にしている技。 

　それに烏月の縮地法など、根方の神速の斬撃や夏夜の『飛車』の如き凄まじい動きに比べれば、

別にどうという事は無い。 

　それ故に梢子は、いきなり間合いを詰められた事にも全く動じずに、冷静にカウンターを浴びせ

ようとした・・・のだが。　 

　「メェーーー・・・っ！？」 



　梢子の斬撃が届くギリギリの間合い１歩手前で、烏月は突然右足を踏ん張って急停止した。 

　カウンターを繰り出そうとした梢子の竹刀が、あっけなく空振りする。 

　（世界選手権大会で、遥が準決勝でやったのと同じ事を・・・！！） 

　「貰ったぁっ！！面ーーーーーーっ！！」 

　「くっ・・・！！」 

　梢子は烏月の面打ちに瞬時に反応し、そのまま最小限の動きで烏月の太刀筋を受け流す。 

　まるで烏月を相手に、華麗なるダンスでも踊っているかのように。 

　（・・・遥さんから聞かされた時は半信半疑だったが・・・） 

　「小手ーーーーーーーっ！！」 

　梢子の小手打ちを、烏月は辛うじて竹刀で受け止めた。 

　そのまま鍔迫り合いの状態のまま、睨み合う２人。 

　（今の動きは雨音さんの・・・梢子さんが１度戦った相手の技を全て自分の物にしてしまうという遥

さんの話は、本当だったのか・・・！！） 

　一旦間合いを離し、２人は体勢を立て直す。 

　（それだけじゃない・・・梢子さんの太刀筋自体も、以前よりもさらに鋭くなっている・・・！！） 

　（烏月さんの太刀筋が、以前よりもさらに威力を増している・・・！！） 

　（まさかここまで成長するとは・・・！！） 

　（それに烏月さんの剛剣に、遥と雨音の精密さが加わってる・・・！！） 

　（梢子さん・・・！！） 

　（烏月さん・・・！！） 

　 （（強くなった・・・！！））

　互いの成長振りを感じ取り、思わず笑みを浮かべてしまう梢子と烏月。 

　そして烏月は、鬼切り部千羽党の鬼切り役という重役についている自分が、こうして呑気に大学

に進学して未だに剣道をやっているという今の境遇に、思わず苦笑いをしていた。 

　烏月が大学に進学したのは、学費は若杉の方で全て面倒を見るから、せめて大学くらいは行っ

ておきなさいと・・・そう葛が命じたから。 

　大学を卒業するまでは、鬼切りの任務よりも学業を優先させなさい・・・と。 

　鬼切りの任務よりも学業を優先しろなどと言い出す葛の真意は、烏月は未だに分からない。 

　実際に烏月の祖父も孫娘の大学進学に猛反対し、高校を卒業してからは烏月を本格的に鬼切

り役として働かせるべきだと、そう葛に進言したりもした。 

　だが今の烏月は、こういうのも悪くは無いのではないかと、心の底から思い始めている。 

　鬼切り役としての血塗られた剣などではなく、練習や試合を通じて仲間や対戦相手と互いを高

め合い、心の底から笑い合えるような・・・そんな清々しさに満ち溢れた、烏月の祖父が言う所の

『お遊びの剣術』を、烏月は心の底から『楽しい』と感じつつあるのだ。 

　そして烏月は剣道を通じて沢山のかけがえの無い、心を通じ合える仲間を得る事が出来た。 



　高校や大学のチームメイトもそうだが、高校時代の剣道の大会で美咲と知り合わなければ、烏月

はこうして美咲と結ばれ、愛し合い、生涯を誓い合うような仲になる事は無かっただろう。 

　そして烏月が認めた、素晴らしい好敵手である梢子・・・ 

　「てえええええええええいっ！！」 

　「おおおおおおおおおっ！！」 

　梢子と烏月の竹刀が何度もぶつかり合う。 

　互いに互いの手の内を知り尽くした者同士。力も技も気迫も全くの互角。 

　それ故に互いの一撃が、中々決定打にならない。 

　まだ一本目だというのに、試合時間は既に４分が経過していた。 

　この関東大会では１試合の制限時間は５分、それ以内に決着が付かなければ延長戦は行わず

に引き分けという規定になっている。 

　梢子も烏月も互いにポイントを奪っておらず、このまま時間切れで引き分けになり、優勝の行方

は優勝決定戦まで持ち込まれてしまうのか・・・誰もがそう思った瞬間。 

　「・・・一本！！」 

　審判の赤旗が、勢い良く上がる。 

　一瞬の隙を突いた烏月の渾身の胴打ちが、見事に梢子にクリーンヒットしたのだ。 

　残り時間は、もう２６秒しか残されていない。 

　「千羽ぁ！！このまま時間切れまで逃げて逃げて逃げまくれぇっ！！」 

　鬼塚監督からの指令が、背後から烏月に届いた。 

　残り時間を考慮すればこのまま無理に二本目を奪いに行くよりも、徹底的に守りを固めて安全策

を取るべきだと・・・それが『勝つ』為には最良の策だと・・・鬼塚監督はそう判断したのだが・・・。 

　（・・・逃げる？） 

　鬼塚監督の指令を聞いて溜め息を付いた烏月が、竹刀を上段に構えた。 

　防御を無視した、攻撃重視の構え。それは鬼塚監督の指令とは正反対の、残り２６秒の間に何と

してでも二本目を取りに行く・・・そんな烏月の決意の表れだ。 

　それを見た鬼塚監督が、途端に怒りの形相になる。 

　「な・・・千羽ぁ！！貴様一体どういうつもりだぁっ！？」 

　「冗談じゃない・・・そんな姑息な戦い方をするなど、私の誇りが許さない！！」 

　「何だと！？貴様・・・！！」 

　「はあああああああああっ！！」 

　試合再開の合図と共に、烏月が梢子に怒涛の連撃を浴びせた。 

　烏月の猛攻の前に、防戦一方の梢子。 

　自分の命令を無視し、無理をして二本目を奪いに行くなどという危険を冒す烏月の態度に、鬼

塚監督は怒り心頭だった。 

　そのまま守りを固めれば、烏月の実力なら梢子を相手に逃げ切る事くらい出来るはずなのに。 

　「何をやっている！？無理に攻めるな！！逃げまくれ！！守りを固めろ！！」 



　「烏月さん、その調子！！ガンガン行っちゃえーーーー！！」 

　「な・・・！？」 

　鬼塚監督の思惑とは裏腹に、美咲が笑顔で烏月に精一杯の声援を送る。 

　いや・・・美咲だけではない。北斗院女子大学の選手全員が揃いも揃って、とても清々しい笑顔

で烏月に熱烈な声援を送っていた。 

　「千羽さん、そこだーーーっ！！」 

　「小山内さんなんか、捻り潰しちゃえーーーー！！」 

　「それでこそ千羽さんよ！！」 

　「頑張れーーーーっ！！行けーーーーっ！！」 

　北斗院女子大学の誰もが皆、梢子を相手に二本目を奪って完膚なまでに叩きのめせと・・・烏月

に対してそう呼びかけているのだ。 

　時間切れまで逃げるなんてセコい方法で勝つのではなく、胸を張って堂々と梢子を打ち破れと。 

　「ほっほっほ。」 

　そんな北斗院女子大学の学生たちを、沢田監督はとても穏やかな表情で見つめている。 

　それとは対照的に鬼塚監督は、完全に頭に血が上ってしまっていた。 

　「な・・・貴様等・・・どいつもこいつも・・・！！」 

　チームメイトからの声援が、烏月に力を与えてくれる。烏月を勢いに乗せてくれる。 

　だがそれは烏月だけではない。梢子とて同じ事だ。 

　桂が・・・綾代が・・・加奈子が・・・知子が・・・明日菜が・・・そして他のチームメイトたちが、一斉に

梢子に声援を送る。 

　その声援が、梢子に力を与えてくれる。烏月に追い込まれた梢子に希望を与えてくれる。 

　残り時間は、あと５秒。 

　試合場の端まで追い込まれた梢子に、烏月の渾身の面打ちが迫る。 

　「貰ったぁっ！！面ーーーーーーーー！！」　 

　「・・・突きーーーーーーーーっ！！」 

　「な・・・！？」 

　だが烏月の面打ちと同時に梢子が繰り出したのは、防御を無視した極限なまでの『突き』。 

　苦し紛れの一撃ではない。この時を、このタイミングを、梢子は先程からずっと狙っていたのだ。 

　烏月がとどめの一撃を放つ一瞬・・・そこに生じる僅かな隙を。 

　（零距離からのライジングフォースでカウンターを・・・！！） 

　烏月の竹刀が梢子に迫り、梢子の竹刀が烏月に迫る。 

　剣速は互角。だが身体を伸ばして片手で放てる分だけ、梢子の突きの方が烏月の面打ちよりも

リーチがある。 

　２人の竹刀が同時にぶつかり合うが・・・それでも梢子の突きの方が僅かに早かった。 

　「・・・一本！！」 



　審判が白旗を揚げると同時に、試合終了を告げるブザーが鳴り響く。 

　試合を終えて面を外した梢子と烏月は、息を切らしながら呆然とした表情をしていた。 

　『・・・以上をもちまして只今の試合は大会規定により引き分けとし、只今より優勝決定戦を行いま

す。両チームは速やかに出場選手を選抜して下さいますよう、お願い致します。繰り返し申し上げ

ます。以上をもちまして只今の試合は・・・』 

　未だにざわめきが収まらない会場に、運営委員からの場内放送が響き渡っていた・・・。 

６．本当に大切な物

　「あのまま逃げ切れば勝てた試合だったはずだ。私は守りに入って逃げまくれと命じたはずだぞ。

それなのに何故無理をして攻めに行ったのだ！？」 

　梢子との試合を終えて戻ってきた烏月を、鬼塚監督は厳しく叱責した。 

　その怒気に怯む事なく、烏月は真っ直ぐな瞳で鬼塚監督をじっ・・・と見据えている。 

　「・・・言ったはずですよ、監督。そんな姑息な戦い方をするなど、私の誇りが許さないと。」 

　「つまらないプライドなど捨ててしまえ！！貴様の愚かな行為が、チームの勝利を優勝決定戦ま

で先延ばしにしてしまったのだぞ！！」 

　「・・・・・。」 

　「いいか！！千羽１人だけではない！！これは貴様等全員に言っている事だ！！」 

　怒りの形相で、鬼塚監督は部員たちを厳しく怒鳴り散らした。 

　烏月が守りを捨てて強引に攻めに行くなどという愚劣な行為に賛同し、烏月を後押しするが如く

凄まじい声援を送り続けた部員たちを。 

　「勝利の為に何が必要かをよく考えろ！！己は捨てろ！！全てはチームの為に！！」 

　チームの為に優先すべきなのは、何よりも『試合に勝つ事』であって、誇りなど二の次・・・剣道部

の監督に就任してから、鬼塚監督が部員たちに何度も口酸っぱく言っている事だ。 

　そして烏月は勝てる試合を自分からむざむざと引き分けにしてしまい、鬼塚監督が言う所の

『チームに迷惑をかけた』のだ。 

　だが烏月は、自分の行為を少しも後悔などしてはいない。自分の信じるままに、１人の剣士として

の誇りをもって、正々堂々と梢子と戦い抜いたのだ。 

　そしてそんな烏月の事を責めようとする部員は、今この場に誰一人としていなかった。 

　誰もが烏月の戦いぶりを、剣士として誇るべき事だと思っているのだ。 

　ただ１人、鬼塚監督を除いて。 

　「・・・・・。」 

　「何だ千羽・・・貴様のその反抗的な目は・・・私の言っている事がまだ分からぬかぁっ！？」 

　「・・・・・。」 

　「もういい！！この話は後だ！！優勝決定戦は松本を使う！！さっさと準備を・・・」 

　鬼塚監督に言われるまでもなく、既に美咲は試合場へと歩き出していた。 



　いや・・・試合場を通り越して・・・美咲が向かった先は・・・ 

　「・・・お、おい待て松本！！貴様、一体どこまで行くつもりだ！？」 

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

　「やっぱり向こうは、みさっちが出てくるか・・・姫。アップしておけ。アンタの出番だ。」 

　「・・・は、はい！？私がですか！？」 

　いきなり明日菜から名指しされて、ガラにも無く慌ててしまう綾代。 

　無理も無いだろう。まさか控え選手の自分が指名されるとは思わなかったのだから。 

　「実力と相性を考慮したんだよ。さすがにズッキーと試合したばかりでヘロヘロのオサを連戦させ

るわけにはいかないし、アンタの柔剣ならみさっちの太刀筋と相性が良さそうだからな。」 

　「わ、分かりました！！すぐに準備をします！！」　　 

　慌てて準備体操を始めた綾代だったが、そこへ美咲が青城女子大学のベンチに現れた。 

　いきなりの出来事に、その場にいた誰もが唖然とした表情をする。 

　そんな美咲の行動を見た客席からも、ざわめきの声が聞こえる。 

　そんな周囲の視線に気取られる事無く・・・美咲はいきなり桂の前までやってきた。 

　「・・・・・へ？」 

　一瞬、何が起こったのか理解出来なかった桂。 

　そんな桂に美咲は優しく微笑み・・・とても穏やかな表情で右手を差し出した。 

　「羽藤さん。私と一緒に踊りましょう。私との華麗なる円舞曲を。」 

　「え？・・・えええ！？」 

　一緒に踊る・・・こういう表現をする所が、何とも美咲らしい。 

　要するに美咲は桂に、優勝決定戦で戦って欲しいと言っているのだ。 

　とても穏やかな瞳で、美咲は桂をじっ・・・と見つめている。 

　「この時をずっと待っていたわ。羽藤さんと真剣勝負が出来る、この時を。」 

　「み・・・美咲ちゃん・・・」 

　鬼塚監督が他校との馴れ合いを嫌っている為に、大学に進学してから美咲は桂と一度も試合を

していない。 

　だからこそ美咲はこの時を、心からずっと待ち望んでいたのだ。 

　自分の愛弟子・・・そして大切な親友である桂と、真剣勝負が出来るこの時を。 

　「・・・・・。」 

　美咲に差し出された右手。それに桂はそっ・・・と手を伸ばそうとする。 

　桂とて、美咲と戦いたいという気持ちは同じだ。自分をここまで鍛えてくれた大恩ある師であり、

大切な親友でもある美咲・・・だからこそ桂は自分の力を美咲にぶつけたい。 

　だが、それでも。 



　「・・・だけど・・・チームの為には、私よりも綾代ちゃんに出て貰った方が・・・」 

　控え選手だとはいえ、綾代の実力そのものは桂と大して変わらない。 

　それに綾代の柔剣なら、美咲の太刀筋と相性がいいと・・・明日菜はそう判断したのだ。 

　それを分かっているからこそ、桂は美咲の右手を取る事をためらっているのだ。 

　だが相性という点においては、桂が綾代よりも優れている面がある。それは・・・　 

　「・・・はとっち。アンタは高校時代、みさっちからの指導を３年間も受け続けて、ずっとみさっちの

傍にいて、ずっとみさっちの太刀筋をその目で見続けてきたんだろ？」 

　「それは・・・確かにそうですけど・・・」 

　「つまりアンタはうちの剣道部の中で、誰よりもみさっちの事を知り尽くしてるって訳だ。そういう点

では確かにアンタは、みさっちと相性がいいのかもしれないな。」 

　そう・・・美咲のデータを知り尽くしている・・・これは桂だけが持っている強みなのだ。 

　桂の背中を後押しするかのように、明日菜は先輩としての力強い笑顔で、桂にはっきりと命じた。 

　「行ってきな、はとっち。みさっちからの直々のご指名だ。優勝決定戦・・・アンタに任せたぞ。」 

　「・・・明日菜先輩・・・」 

　「それに顔に書いてあるぞ、はとっち。『美咲ちゃんと戦いたい』ってな。」 

　「・・・・・。」 

　「大体はとっちが負けたとしても、全国大会には出れるんだ。だから負けてもいいから思う存分、

みさっちとの試合を楽しんで来い。」 

　明日菜が・・・いや、梢子も加奈子も綾代も知子も、他の剣道部員たちも、皆が力強い笑顔で『頑

張れ』と無言の励ましを送っている。 

　そんな皆の笑顔と励ましと、明日菜の言葉に後押しされ・・・桂は力強い笑顔で頷く。 

　桂は意を決して美咲に向き直り・・・差し出された右手をそっ・・・と握り返した。 

　「・・・美咲ちゃん・・・その・・・ご指名ありがとうございます・・・なんてね。えへへ。」 

　「優勝決定戦なんか抜きにして、存分に試合を楽しみましょうね。羽藤さん。」 

　「うん！！美咲ちゃんが相手だからって、負けるつもりは無いからね！！」 

　美咲に手を引かれて、試合場まで足を踏み入れた桂。 

　そして審判に促されて一礼し、竹刀を正眼に構えて・・・桂と美咲による優勝決定戦が始まった。 

　とても真剣な、しかし充実した笑顔で、竹刀をぶつけ合う２人。 

　観客も精一杯の声援を、桂と美咲に送る。 

　「な・・・何を考えているのだあいつは！！わざわざ対戦相手を自分から指名して、しかもあんな

にヘラヘラ笑いながら試合をするなどと・・・！！」 

　剣道を『楽しむ』というのは、『勝つ』事を重要視する鬼塚監督が最も忌み嫌う行為である。 

　今の美咲は、桂との試合を無茶苦茶楽しんでいた。それが鬼塚監督には許せないのだ。 

　「松本！！何をヘラヘラ笑っておるかあっ！！もっと真剣に試合をせんかぁっ！！」 

　「羽藤も松本も到って真剣に試合をしておるよ。お前さんはそれに気付かないのかの？」 

　「な・・・！？」 



　いつの間にか沢田監督が、鬼塚監督の隣に穏やかな笑顔で立っていた。 

　いきなりの出来事に、その場にいた誰もが驚きの表情になる。 

　「沢田監督・・・！！」 

　「武道とは本来、己の高みを目指して充実した心身を作り上げる事こそが、本来の道のはず。そ

れなのに大人たちの身勝手なエゴのせいで、どこの学生たちも試合に勝つ事だけを強要され、武

道の本来の志から外れた道を歩まされてしまっておる。」 

　「・・・だから勝敗よりも大切な物があると・・・そうおっしゃりたいのですか！？我々を万年２位の貴

方がたと一緒にして頂きたい！！我々にとっては『勝つ』事が全てなのですよ！！」 

　『王者』北斗院女子大学剣道部・・・全国大会で何度も優勝しており、全国から有力選手が集結

したオールスター軍団。それ故に周囲から寄せられる期待は半端ではない。 

　大学剣道界最強の女剣士と呼ばれ、『皇帝』との異名を持つ烏月。 

　そして今年はその烏月に匹敵する実力を持つ美咲、『神童』と呼ばれる綾香が加入し、さらに御

門の急成長もあり、北斗院女子大学はさらに隙の無い強さを誇るようになった。 

　それ故に鬼塚監督も、理事長や関係者から関東大会はもちろん、その先の全国大会でさえも優

勝を厳命・・・いや、むしろ『優勝して当たり前』だと思われているのだ。 

　だから、勝たなければならない。剣道を楽しむなど言語道断。勝つ事が『王者』としての義務なの

だと、鬼塚監督はその信念で就任してから３ヶ月もの間、部員たちを厳しく指導してきたのだ。 

　そんな鬼塚監督を厳しく責める様子も無く、沢田監督はとても穏やかな表情で、桂と美咲の試合

をじっ・・・と見つめている。 

　まるで孫娘の成長を見守るかのような、そんな優しい瞳で。 

　「ただひたすらに勝つ事だけを強要させられた、志を持たぬ強さ・・・そんな物はもはや武道では

無い。ただの暴力に過ぎんよ。」 

　「何を・・・！！」 

　「武道において本当に大切なのは、勝つ事では無い。鍛錬を通じ、試合を通じ、互いに精進し

合い、互いの心身を高め合う事・・・それこそが武道の本来の道じゃ。」 

　「そんな物は、所詮は弱者の遠吠えですよ！！そんな物は・・・！！」 

　美咲の猛攻の前に、防戦一方の桂。 

　それでも明日菜の思惑通り、桂は美咲を相手にかなりの粘りを見せていた。 

　美咲の太刀筋を次々と読み切り、決定打を与えさせない。 

　梢子たちが必死に桂に声援を送り、それに必死に応えようとする桂。 

　今の桂はとても生き生きとした、充実した表情をしていた。 

　そんな桂を見て、思わず胸がキュン・・・ってなってしまう美咲。 

　「お前さんはあの２人の表情を見て、まだ勝つ事だけが全てだと思っているのかの？」 

　「何度も言わせないで頂きたい・・・我々は万年２位の貴方がたとは立場が違うのですよ！！」 

　「・・・そうか・・・そこまで己の立場と信念を貫き通すというのであれば、ワシの方からは最早何も

言うまい・・・。」 

　桂と美咲の試合を見ながら、沢田監督は少し寂しそうな表情で呟いた。 

　勝つ事が全て・・・勝たなければならない・・・それもまた、ある意味では正しい事なのだろう。 

　沢田監督も大学の剣道部を率いる立場として、鬼塚監督の主張も立場も理解はしていた。 



　「だが、鬼塚監督・・・勝つ事だけにこだわりすぎて、本当に大切な物を見失わないようにな。」 

　「本当に大切な物ですと・・・！？何を馬鹿な事を！！」 

　鬼塚監督が反論している間に、美咲の胴打ちが桂に直撃していた。 

　審判の赤旗が勢い良く上がり、客席から凄まじい声援が桂と美咲に送られる。 

　息を切らしながら、それでも生き生きとした表情を美咲に見せる桂。 

　さすがに美咲は強い。いかに素晴らしい資質を秘めている桂といえども、簡単に勝たせてくれる

相手では無い。 

　それでも美咲を相手にここまで長時間粘ったのは、この大会では桂が初めてだった。 

　「本庄先輩は、羽藤さんが私の事を知り尽くしているって言っていたけど・・・それは裏を返せば

私だって同じ事よ？羽藤さんに剣道を教えたのは他でも無い、この私なんだから。」 

　「・・・こうしていると、何だか昔に戻ったみたいだね。美咲ちゃん。」 

　「ええ、そうね・・・あの頃の思い出が、今でも鮮明に思い出せるわ。」 

　高校時代、桂やチームメイトを相手に、何度も竹刀をぶつけ合う日々。 

　剣道部の練習はとても厳しい物だったが、それでも桂も美咲もチームメイトも、とても充実した表

情で練習に取り組んでいた。 

　こうして桂と試合をしていると、あの時の光景が今でも鮮明に、美咲の頭の中に浮かんでくる。 

　別々の大学に進んだ今では、桂と美咲は敵同士。 

　だがそれでも桂と美咲の心は繋がっている。２人の絆はあの時のままだ。 

　だからこそ２人はこうして充実した表情で、試合を通じて互いの想いを存分にぶつけ合う事が出

来ているのだ。 

　「羽藤さんとは、もう少しこうやって思い出に浸っていたいけど・・・」 

　「だけど美咲ちゃん。何事にもけじめをきちんと付けないと駄目だよ。」 

　「そうね・・・試合時間は残り２分・・・そろそろ決着を付けましょう。羽藤さん。」 

　竹刀を正眼に構える美咲に対して、桂の構えは上段。 

　防御を無視した、攻撃重視の構え。 

　美咲を相手にこのまま守勢に回っていても勝ち目は無い。ならば無理矢理にでも反撃の糸口を

切り開こうと・・・桂はそう考えているのだ。 

　「二本目・・・始め！！」 

　「だああああああああああああああっ！！」 

　審判の合図と共に、物凄い勢いで美咲に突進する桂。 

　その凄まじい気迫を前にして、美咲は思わず笑みがこぼれてしまう。 

　よくぞここまで成長してくれた物だと・・・美咲は本当に心の底から嬉しく思っていた。 

　そして自分が桂の元から去った後も、桂の事をここまで鍛えてくれた梢子たちと沢田監督に、美

咲は感謝の気持ちで一杯だった。 

　「面ーーーーーーーーーーーーーーっ！！」 

　桂の渾身の面打ちを、美咲は竹刀で受け止める。 



　高校時代よりもさらに威力を増した、桂の魂の一撃。美咲の竹刀がギシギシと悲鳴を上げる。 

　だが、それさえも美咲には通用しない。 

　桂の竹刀を美咲は力任せに押し返し・・・思い切り弾き返す。 

　明日菜との試合の時のように華麗に受け流すのではなく、桂の気迫と想いを真正面から受け止

めてみたいと・・・美咲はそう思ったのだ。 

　これ程の成長を遂げた桂と公式試合で戦える喜びを、心の底から噛み締めながら。 

　桂への精一杯の想いを込めた胴打ちを、美咲は思い切り桂に打ち込む。 

　「胴ーーーーーーーーーーーーっ！！」 

　「・・・っ！？」 

　体勢を崩した桂に、美咲の胴打ちを防ぐ余力は残されていなかった。 

　とても乾いた心地良い音を響かせながら、美咲の竹刀が桂の胴に直撃していた。 

　「一本！！それまで！！」 

　審判の赤旗が勢い良く掲げられる。 

　桂にストレート勝ちした美咲。この瞬間、北斗院女子大学の関東大会１０連覇が決まった。 

　優勝が決まり、喜びを爆発させる北斗院女子大学の部員たち。 

　互いに全力を出し尽くし、心からの笑顔で握手をする桂と美咲。 

　その様子を烏月が、とても穏やかな笑顔で見つめている。 

　「美咲ちゃん、ありがとう。凄く楽しかったよ。」 

　「私もよ。羽藤さん。」 

　負けたというのに、桂の心は不思議と清々しさで満ち溢れていた。 

　それは、互いに全力を出し尽くして戦い抜いたからこそ。 

　負けた悔しさも勿論あるが、それ以上に美咲と公式戦で全力でぶつかり合えた事の喜びの方が、

今の桂には大きかった。 

　「全国大会・・・お互いに頑張ろうね。美咲ちゃん。」 

　「ええ。全国大会で青城女子大学ともう 1度戦える日が来る事を、心から願ってるわ。」 

　「御門先輩や美咲ちゃんと、それに綾香ちゃんとも・・・私はもう 1度戦いたいから。」 

　「私もよ。羽藤さん。」 

　とても穏やかな笑顔で、桂と美咲はそっ・・・と抱き合ったのだった。 

７．戦いが終わって

　こうして剣道の大学選手権の関東大会は、北斗院女子大学の１０連覇で幕を閉じた。 

　大会ＭＶＰには全試合ストレート勝ちを収めた美咲が選ばれ、優秀選手賞には梢子と烏月が、

敢闘賞には美咲を相手に奮闘した桂と明日菜が選ばれた。 

　そして関東代表となった青城女子大学と北斗院女子大学は、そのまま全国大会へと進み・・・両

校は決勝戦で再び激突し・・・そして・・・ 



　「・・・はい、今週号の原稿終わり。良くやったわ私。うふふ。」 

　夜１１時・・・週刊誌に載せるコラムを書き終えた柚明は、とても充実した表情でう～ん、と背伸び

をした。 

　原稿のデータをＵＳＢメモリにコピーし、デスクトップパソコンの電源を落とし、柚明は桂と梢子が

眠る寝室へと向かっていく。 

　２人共、余程疲れていたのだろう。全国大会から帰ってきてから、桂も梢子もすぐにお風呂に

入って寝てしまったのだ。 

　大きなベッドの中で身を寄せ合いながら、とても幸せそうな表情で眠っている桂と梢子。 

　そんな２人の寝顔を、柚明はとても幸せそうな微笑みで見つめている。 

　この可愛らしい２人の妹たちと、幸せな日々を過ごせているという喜びを噛み締めながら。 

　「・・・本当によく頑張ったわね。桂ちゃん、梢子ちゃん。」 

　眠っている桂と梢子に寄り添い、２人のほっぺにそっ・・・と口づけをし、柚明は穏やかな笑顔で

風呂場へと向かっていく。 

　寝るには少し早い時間だが１人で起きていてもつまらないし、今週号の原稿も既に出来上がって

いるので、柚明はお風呂に入ってから桂や梢子と一緒に寝てしまう事にした。 

　明日は剣道部の練習は休みで、２人共特に出かける用事は無いそうなので、久しぶりに３人で

のんびり出来る時間を作れそうだ。 

　ふと、柚明はデスクトップパソコンの傍らに置かれた写真立てに視線を移した。 

　写真立てに収められているのは、全国大会を制した梢子たちの記念写真。 

　そこに写っていたのは優勝トロフィーを手にした梢子を中心に、青城女子大学の部員たちと沢田

監督が、とても充実した笑顔を見せている姿だった・・・。 
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