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★妬み

１．明と暗

　時が経つのは本当に早い物で、いつの間にか夏も終わりを告げてすっかり肌寒くなり、秋のイン

ターハイが間近に迫っていた。 

　桂が所属している剣道部でも、インターハイへの出場枠を掛けた県大会に向けて、最後の追い

込みに入っていた。 

　打倒・青城女学院。誰もがその目標を目指して汗を流していた。 

　ここ５年間の公式大会での県大会において、桂の学校はいずれも決勝まで駒を進めながら青城

女学院を相手に敗退しており、全国への切符を断たれているのだ。 

　あの卯奈坂での出来事の直後に開かれた前回の夏の大会でも、２勝２敗で大将戦にまでもつれ

込んだのだが、結局は当時の大将が壮絶な死闘の末に梢子に敗北し、全国大会への出場を逃し

ていた。 

　だからこそ、誰もが『今年こそは』という強い思いを抱いているのだ。 

　そして練習が終わった後、顧問の先生が部員たちに召集をかけた。 

　まさに運命の一時・・・県大会の先発メンバー、即ちレギュラーの発表の時間だ。 

　「それじゃあ、今度の県大会に出場してもらう先発メンバーを発表するから、名前を呼ばれた人

は元気に返事して頂戴ね。」 

　桂は、県大会など自分には縁が無い物だと思っていた。 

　最強の鬼切り役と賞賛された真弓の血を引いているためなのか、凄まじいまでの上達ぶりを発揮

してはいるのだが、剣道を始めてから１年しか経っていないのだ。 

　桂の高校は全国大会の常連である青城女学院の影に隠れがちだが、それでも県内では有名な

強豪だ。 

　それ故に桂と違って小さい頃から剣道を習っている者が多く、また部員の数も多かった。 

　だからこそ、レギュラーの獲得は並大抵の事では出来ないし、桂もまたレギュラーの座には全く

興味が無いのだ。 

　そもそも桂がレギュラーの座に関心を示さない理由は、桂が剣道部に入った経緯にある。 

　桂が剣道を始めたのは、経観塚で皆に守られてばかりで何も出来なかった自分の無力さを呪い、

少しでも強くなりたいと思ったからだ。 

　強くなる為の修練の場が欲しい。自分の身を自分で守れるだけの力が欲しい。桂が剣道部に入っ

た理由は、ただそれだけだ。 

　だからこそ桂は他の部員と違ってレギュラーの座になど全く興味が無いし、大会に出て活躍した

いという考えは微塵も持ち合わせていないのだ。 



　それ以前に、私なんかが選ばれるはずがない・・・そう桂は思っていた。 

　思っていたのだが・・・。 

　「先鋒、羽藤桂さん。」 

　「・・・・・へ？」 

　一瞬。呆気に取られる桂。他の部員たちも驚き、一斉にざわめく。 

　「聞こえなかった？羽藤さん、貴方が先鋒だと言ったのよ。」 

　「・・・え？・・・えええ！？」　　 

　「どうしたの？返事は？」 

　「あ、あああ、あの・・・本当に私がレギュラー・・・なんですか？」 

　「ええ、ここ最近の羽藤さんの成長ぶりには目を見張る物があるわ。私は実力を考慮した上で羽

藤さんを先鋒に選んだのよ。」 

　「・・・そんな・・・私が・・・先鋒・・・！？」 

　「頑張ってね、羽藤さん。期待してるから。」 

　まさか自分がレギュラーに選ばれるなんて。 

　剣道を始めてから１年しか経っていないのに。 

　信じられない出来事、そして望んでもいないのにレギュラーになってしまった事に、桂は戸惑い

を隠せなかった。 

　そんな桂の戸惑いなど置いてけぼりで、先生は次々と他のレギュラーメンバーを発表していく。 

　「次鋒、佐竹加奈子さん。中堅、吉田恵子さん。副将、高橋綾香さん。大将、松本美咲さん。以

上５名が先発メンバーよ。」 

　未だに部員たちのざわつきが収まらない。 

　それだけ桂のレギュラー抜擢は、信じられないサプライズなのだ。 

　他の部員たちも桂の成長ぶりは認めていたが、まさかレギュラーに選ばれるとは思っていなかっ

たようで、誰もが驚きの表情を隠せなかった。 

　そして桂に蹴落とされた形になってしまった少女が、信じられないといった表情で先生に詰め寄っ

た。 

　「せ、先生！！ちょっと待って下さい！！」 

　「どうしたの？御門さん？」 

　「私が外されるってどういう事なんですか！？だって私は前の大会では・・・！！」 

　「今回は羽藤さんが先鋒よ。悪いけど御門さんには控えに回ってもらうわ。」 

　「そ・・・そんな・・・！！」 

　驚愕の表情で、その場に崩れ落ちる御門。 

　そんな御門の傍らで、桂が同級生の部員たちから次々と祝福の言葉を浴びせられる。 

　「大会まであと３日。私たちの今回の目標は打倒・青城女学院だけど、当たるのは決勝よ。戦う相

手は青城女学院だけじゃないわ。青城女学院の事ばかりを気にし過ぎて足元をすくわれないよう

にね。それじゃあ今日の練習はこれまで。解散！！」 

　お疲れ様でした～。 



　先生に挨拶をした後、部員たちは様々な想いを巡らせながら、談笑しながら充実した表情で後

片付けを行う。 

　そんな中、桂と御門だけは未だに信じられないといった表情をしており、その場から動けなかっ

た。 

　まさに明と暗。 

　望んでもいないのにレギュラーに選ばれてしまった桂。 

　あっさりと桂にレギュラーの座を奪われてしまった御門。 

　「羽藤さんどうしたの？何ボーッとしてるの？」 

　「あ・・・な、何でもないよ！！」 

　「レギュラーになれて本当に良かったね。そのお祝いと言っては何だけど、今から皆と一緒にハッ

クにでも行こうか？」 

　「・・・ごめんね加奈子ちゃん。柚明お姉ちゃんに寄り道しないで早く帰りなさいって言われてるか

ら。最近物騒な事件が多いからって。」 

　「そっか。それならしょうがないよね。妹思いの優しいお姉さんがいて、羽藤さんがうらやましいな

～。」 

　「えへへ、嬉しいなあ。」 

　「私にもお姉ちゃんがいるんだけどさ。柚明さんと違ってガサツだし料理は全然出来ないし、それ

に・・・」 

　和やかな表情で会話をする２人の傍らで、御門だけはレギュラー降格のショックから未だに立ち

直れずにいた。 

２．抑えきれない妬み

　翌日の夜、部活動が終わってから桂は御門に呼び出され、学校の裏庭に来ていたのだが・・・ 

　「きゃあっ！！痛い！！何するんですか！？」 

　御門に殴る、蹴るの暴行を受けていた。 

　桂を睨む御門の目は、桂に対する妬みに満ち溢れていた。 

　自分からレギュラーの座を奪った目の前の女の事が、憎くて憎くて仕方が無かった。 

　「何で・・・何であんたみたいな鈍くさい女に、私がレギュラーの座を奪われないといけないの

よ！？」 

　御門は自分からレギュラーの座を奪った桂に対して、憎しみの感情を抱いているのだ。 

　桂の胸ぐらを掴み、御門は桂を睨みつける。 

　既に多くの生徒が学校を後にしており、また薄暗い裏庭で起こっている出来事だ。今の桂の様

子に気付いて助けてくれる者は、誰もいない。 

　それでも桂は目に涙を浮かべながらも、心だけは決して折れなかった。 

　「・・・あんた、剣道初めてどれ位だって言ってたかしら？」 

　「ううう・・・１年ちょっとですけど・・・」 

　「そうでしょ！？たった１年でしょ！？私なんか小学生の頃から剣道を習ってるのよ！！それな



のに何で私じゃなくて、あんたなんかが選ばれないといけないのよ！？何で私がレギュラーから落

とされないといけないのよ！？」 

　御門は桂を壁に叩きつけ、抑えきれない憎しみの感情を全て桂にぶつけていた。 

　「私はね！！この学校の剣道部に入ってから必死で練習して、それでも全然レギュラーになれな

くて！！だけど前回の夏の大会で、やっとレギュラーの座を掴 み取ったのよ！！３年間一生懸命

頑張って、３年生の夏にもなって、やっと！！受験を控えた私にとって、今度の秋の大会が最後の

大会なのよ！？」 

　桂に対して殴る、蹴るの暴行を加え続ける。 

　桂の服が泥まみれになり、身体中が痣だらけになり、綺麗な髪がぐちゃぐちゃになる。 

　「それなのに！！何で剣道を始めて１年そこそこのあんたなんかに、私がレギュラーの座を奪わ

れないといけないのよ！？納得がいかないわよ！！こんなの！！」 

　全国大会は冬にもあるが、大学への受験を控えた御門にとっては、今度の秋の大会が最後の大

会だった。 

　いや、御門だけではない。桂の高校の剣道部員の３年生の半数が御門と同じ境遇であり、今度

の秋の大会を最後に引退する事になっていた。 

　そして御門は、県内有数の強豪である桂の高校の剣道部の、激しいレギュラー争いにずっと敗

れ続け、３年生の夏になってようやくレギュラーの座を 勝ち取ったと思ったら、剣道を始めて１年そ

こそこの桂にその座を奪われたのだ。桂に対して憎しみの感情を抱くのも無理も無いだろう。 

　だが、それでも桂の心は決して折れない。 

　あの経観塚や卯奈坂での出来事に比べたら、この程度の事など全然大した事は無いのだ。 

　逆に言うと、あの出来事を乗り越えたからこそ、桂は精神的な強さを身につける事が出来たのか

もしれない。 

　だから桂は決してくじけずに、強い意志を込めた澄んだ瞳で御門の事を睨み返していた。 

　だが皮肉にも、逆に桂のその態度が、御門の心を逆なでしてしまっていた。 

　「むかつくのよ！！あんたのその目がぁ！！」 

　御門が桂に竹刀を振り下ろす。 

　だがそこへ。 

　「桂！！」 

　騒ぎを聞きつけて慌てて駆けつけてきた梢子が、御門の一撃を竹刀で受け止めた。 

　自分の前に現れた梢子を見て、御門は苦虫を噛み締めた表情になる。 

　「くっ・・・小山内梢子・・・何でこんな所に！？」 

　「大会が終わった後に練習試合をしてほしいって美咲に頼まれたから、打ち合わせをするために

来たんですけど・・・一体何のつもりなんですか！？御門先輩！！」 

　「うるさいわね！！あんたも羽藤さんも松本さんも！！天才だとか１０年に１人の逸材だとか周り

に騒がれて！！」 



　突然スタンガンを取り出した御門に、梢子は驚きを隠せなかった。 

　周りから天才だとか１０年に１人の逸材だとか、最強の鬼切り役の娘だとか特練の飛車の従妹だ

とか必要以上に騒がれ、ちやほやされる桂と梢子。 

　しかも梢子に至っては、中学生の頃から全国大会で輝かしい実績を残しており、早くもいくつか

の大学から推薦入学の誘いが来ている程なのだ。 

　それに比べたら御門は、これまでの公式大会の成績は勝ったり負けたりの平凡。その他大勢で

しか無い。 

　平凡な資質しか持たない御門は、天才的な資質を持つ桂と梢子に対して、憎しみの心を顕わに

していた。 

　憎い、憎い、憎い・・・！！ 

　御門の桂への妬みは、いつの間にか桂と梢子への殺意へと昇華してしまっていた。 

　「そうよ、あんたさえいなくなれば、私はレギュラーになれるのよ！！あんたさえいなくなってしま

えばぁ！！」 

　スタンガンを桂と梢子に突きつける御門。 

　だが、突然現れた無数の月光蝶に弾き飛ばされてしまった。 

　「きゃあっ！！」 

　「桂が『絶対に出てくるな』って言うから黙って見てたけど・・・そこまでするというのなら、私も黙っ

てはいないわよ？」 

　いつの間にか具現化したノゾミが、桂と梢子を守ったのだ。 

　呆気に取られる梢子を尻目に、ノゾミは桂を痛めつけた御門を睨みつける。 

　その赤い冷酷な瞳を見て、御門は背筋が凍った。 

　「全く・・・桂も梢子も、本当に私がいないと駄目なんだから。」 

　「な、何なのよあんた！？一体どこから沸いて出てきたのよ！？大体何なのよ！？さっきの青い

蝶は！？」 

　「私はノゾミ。桂を守護する守り神とでも言っておこうかしら？」 

　「ま・・・守り神ですって・・・！？」 

　「さっきからずっと見てたけど、本当に情けない娘ね。桂は実力で『れぎゅらー』の座を勝ち取っ

たのよ？逆恨みもいい所だわ。」 

　「何よ！！あんたなんかに何が分か・・・」 

　「悔しかったら実力で桂から『れぎゅらー』の座を勝ち取ってみなさいな。それも出来ないくせに、

偉そうに。」 

　「ぐっ・・・！！」 

　「それにしても、今思い出しても本当に笑っちゃうわ。あなたが剣道を始めて半年も経っていない

百子にボロ負けした、あの試合が。」 

　「うるさい！！うるさい！！うるさい！！」 

　ノゾミの言葉責めで、御門の怒りが頂点に達してしまった。 

　物凄い形相で再びスタンガンをノゾミに向ける御門だが、桂がヨレヨレになりながらも、ノゾミと梢

子を庇うように前に出る。 

　桂の周囲に現れる、無数の月光蝶。 

　その非日常な、ありえない光景を見た御門は、怯えた表情で後ずさった。 



　「ひ、ひいっ・・・！！」 

　「み、御門先輩・・・私はともかく、梢子ちゃんやノゾミちゃんまで傷つけようとするなら・・・私だっ

て・・・私だって、黙ってはいませんよ！！」 

　「ば・・・ば・・・ば・・・化け物・・・！！化け物！！あんたは化け物よ！！」 

　後ずさりながら、必死にスタンガンを桂に向ける御門。　　 

　「こっちに寄らないでよ！！私に近づかないでよ！！この化け物！！ひいっ！！ひあああああ

あっ！！」 

　まるで魔物か何かを見るような怯えた瞳で桂を見る御門。 

　そして泣き叫びながら、御門は桂の前から逃げ出してしまった。 

　泣きながらその場に崩れ落ちる桂。 

　また化け物だと言われてしまった。 

　それ自体は別に慣れている。自分の身を守るために月光蝶を発動し、その非日常的な力に怯え

る者たちが、自分の事を化け物呼ばわりする・・・別にいつもの事だった。 

　これまでは桂とは何の面識も無い者たち・・・自分をナンパしようとする愚劣な男たちを相手に言

われていたので、別に桂は何とも思わなかった。 

　だが今回は同じ剣道部の、身内の人間に言われてしまったのだ。これにはさすがに桂も多少は

堪えたようだ。 

　梢子ちゃんや陽子ちゃん、凛ちゃんは、とても綺麗な蝶だって言ってくれたけど。　 

　しかしそれ以上に、御門から暴力を振るわれた事に対するショックの方が、今の桂には大きかっ

た。 

　自分がレギュラーに選ばれた事で、レギュラーから落とされた御門の怒りを買ってしまったのだ。 

　慌てて梢子は桂を介抱するが、御門からの暴行を受け続けた桂の身体は、傷だらけだ。 

　それを見た梢子は顔色を変える。 

　「ちょっと、桂！！大丈夫なの！？」 

　「・・・梢子ちゃん・・・私、レギュラーに選ばれて・・・それで御門先輩がレギュラーから落とされ

て・・・それで御門先輩が私を・・・！！」 

　桂のこの言葉で、梢子は瞬時に状況を理解した。 

　桂が今度の大会のレギュラーに選ばれて、そのせいで御門がレギュラーから降格になり、その腹

いせに御門が桂に暴力を振るったのだという事を。 

　桂がレギュラーに選ばれたというのは梢子も嬉しかったし、また卯奈坂で桂との壮絶な戦いを繰

り広げ、桂の実力を肌で感じている梢子は、桂がレギュラ－に選ばれてもおかしくないと思ってい

た。 

　だがそれが、よりにもよってこんな結果を招いてしまうとは。 

　「桂、あなたは何も悪くない。何も悪い事はしていないから。」 

　「梢子ちゃん・・・私・・・私・・・！！」　 

　そこへ、桂の携帯電話の着信音が鳴り響いた。 



　この着信音は柚明からだ。桂とノゾミが全然帰ってこないので、心配で掛けてきたのだろう。 

　梢子は慌てて桂のポケットから携帯電話を取り出した。 

　今の桂の状態では、まともに柚明と会話など出来ないだろう。 

　「桂、私が出るわ。姉さんには私から事情を説明しておくから。・・・もしもし、姉さんですか？梢子

です。」 

　「梢子ちゃん！？桂ちゃんと一緒なのね！？桂ちゃんが帰ってこないから気になって電話したん

だけど、もしかして桂ちゃんに何かあったの！？」 

　「実は桂が上級生に暴力を振るわれて・・・今ノゾミが桂の傷を治してる所なんですけど・・・」 

　「え！？桂ちゃんが！？」 

　「はい、それで、今からそっちに連れて行きま・・・あ、しまった、私は今から美咲と練習試合の打

ち合わせが・・・」 

　「だったら私が今からそっちに行くわ！！桂ちゃんの学校に行けばいいのね！？」 

　「そうですね、ついでだから美咲と姉さんにも事情を説明しておいた方がいいでしょうし。取り敢

えず美咲とは駐車場で待ち合わせする事になっていますから、姉さんも・・・」 

　「分かったわ！！学校の駐車場ね！？今からそっちに行くから、ちょっと待っててね！！」 

　「はい、よろしくお願いします。」 

３．桂が必要だから

　その後、桂は梢子、ノゾミ、駆けつけて来た柚明、それと本来は梢子と練習試合の打ち合わせを

する予定だった、桂の剣道部の部長・・・大会で大将を務める松本美咲と共に、近くのファミレスま

でやって来ていた。 

　桂はようやく泣き止んだのだが、それでもその表情は暗かった。 

　梢子は今回の件について、柚明と美咲に全てを話した。 

　秋の大会のレギュラーに抜擢された桂が、レギュラーを蹴落とされる形になった御門に妬まれ、

暴力を振るわれたという事を。 

　「まさか御門先輩が、レギュラーから蹴落とされた腹いせに、羽藤さんに暴力を振るうなんて・・・」 

　美咲もまた部長として、今回の一件を重く受け止めていた。 

　本当ならこのファミレスで梢子と楽しく練習試合の打ち合わせをする予定だったのだが、とてもそ

れ所では無くなってしまった。 

　周囲では他の客が談笑して騒がしいというのに、桂たちが座る席だけが完全にお通夜モードだ。

　「ねえ羽藤さん、私がこんな事言うのはおごましいかもしれないけど・・・それでも敢えて言わせて

もらうわね。」 

　「美咲ちゃん・・・？」 

　「こんな事があって、羽藤さんはとても辛いと思うけど・・・それでもお願いだから、羽藤さんには剣

道部を辞めないで欲しいの。私たちの貴重な戦力だし、それに羽藤さんがいなくなると、みんな悲

しいから。」 

　「でも、私・・・」 

　「羽藤さんが来てから、部の雰囲気がとても和やかになったし。みんな羽藤さんの事を慕ってい

るのよ？それに私だって・・・」 

　「私、レギュラーの座なんか、本当はどうでも良かったの！！」 



　桂の身体が震えていた。御門からの暴力、そして化け物呼ばわりされた事へのショックが未だに

深く残っていた。 

　桂は自分の身を自分で守れるようになる為に、強くなる為に、ただそれだけの為に剣道部に入っ

たのだ。 

　大会に出たいとかレギュラーになりたいとか、そんな事は微塵も考えていなかったのだ。 

　だが皮肉にも自分がレギュラーに選ばれてしまった事で、レギュラーから蹴落とされた御門の恨

みを買ってしまった。 

　自分が他の誰かを蹴落とす事になるなど、これまで桂は全く頭に無かったのだ。 

　「羽藤さん・・・」 

　「美咲ちゃんには以前話したけど・・・私は剣道部に入った経緯が経緯だし・・・」 

　「・・・強くなりたいからでしょ？」 

　「だから、大会に出たいとか、レギュラーになりたいとか、そんな事はこれまで少しも頭に無くて・・・

私がレギュラーになった事で、他の誰かを蹴落とす事になるなんて、それで誰かの怒りを買うなん

て、私・・・全然考えてなくて・・・」 

　「あのね、御門先輩は極端なのよ。御門先輩の頭がおかしいのよ。ほら、他のみんなは羽藤さん

を祝福してくれたでしょ？」 

　「だけど御門先輩が、剣道を始めて１年そこそこの私がレギュラーになるなんて、許せないっ

て・・・！！」 

　桂は、御門の３年間の努力を自分のせいで台無しにしてしまい、御門の最後の大会への出場機

会を奪ってしまった事に、負い目を感じていた。　 

　あの御門の憎しみに満ちた目は、今も桂の脳裏に焼きついている。 

　望んでもいないのにレギュラーになってしまい、結果的に御門を苦しめてしまった。それが今の

桂にはつらいのだ。 

　だが、それでも桂が実力でレギュラーの座を獲得した以上は、御門のやった事は完全に逆恨み

だ。しかもスタンガンまで取り出したのだから、絶対に許される事ではない。 

　剣道を始めてから僅か１年でレギュラーになった。これは桂の学校のような強豪においては、確

かに凄まじい事だ。 

　だが、もっと強豪である青城女学院には、さらにその上を行くスーパールーキーがいるのだ。 

　いつも梢子の身近にいる、元気はつらつな少女。 

　「・・・あのね、桂。うちの百子なんか剣道を始めてから半年も経っていないのに、今では立派なレ

ギュラーなのよ？実力で先鋒の座を勝ち取ったのよ？」 

　「・・・え？」 

　「だから桂がレギュラーに選ばれた事だって、何もおかしい事は無いの。だって桂は剣道を初め

てから１年なんでしょう？百子なんか、その半分にも満たないのよ？」 

　また泣き出しそうな桂の両手を、梢子の両手が優しく包み込んだ。 

　とても穏やかな瞳で、じっ・・・と、桂の瞳を見据える。 

　その瞳に、桂は何だかとても安心出来るような気がした。梢子の両手がとても優しくて温かかった。

　「それに私、卯奈坂で桂と実際に戦ったから分かるけど・・・今の桂の実力は百子と同じ位よ？私

は充分にレギュラーとして通用すると思うの。」 

　「でも、私がレギュラーになったせいで、御門先輩は・・・」 



　「それにね、桂が本当に強くなりたいって思うのなら、桂は試合に出て戦うべきよ。」 

　「・・・え？」 

　「桂は練習試合しかやった事が無いから分からないと思うけど、公式試合と練習試合は全然違う

わ。一発勝負のトーナメント方式だから、負けたらそ こで終わりだから、みんな勝つ為に凄く真剣

なの。そういう環境の中で実戦の経験を積むのは、強くなる為にとても重要だと思うのよ。」 

　「梢子ちゃん・・・だけど、私・・・」 

　「それに桂は、実力でレギュラーに選ばれたんだから。レギュラーの座を望んだわけじゃないって

いう桂の言いたい事も分かるけど、チームとして桂は必要とされているんだから。だから桂は試合

に出るべきよ。」 

　「・・・・・。」 

　皆、自分を慕っている。 

　チームとして必要とされている。 

　美咲と梢子のこの言葉で、桂は御門の妬みに負い目を感じながらも、悩み抜いた末に決断した。

 

　確かに御門にとっては残念な事になってしまったけれど、それでも皆が自分を必要としてくれて

いるのなら。 

　「・・・美咲ちゃん、私、試合に出る。剣道部も辞めないから。」 

　「そう・・・良かった。羽藤さんがそう言ってくれて。」 

　「だから私、頑張るから。どれだけ役に立てるか分からないけど・・・」 

　「ええ。期待してるわね。羽藤さん。もし御門先輩のような人が現れても、私が羽藤さんを守って

あげるから。」 

　「うん・・・うん・・・！！」 

　決してレギュラーになりたかったわけじゃない。望んでレギュラーになったわけじゃない。 

　そして自分がレギュラーになったせいで、レギュラーから蹴落とされた御門の恨みを買ってしまっ

た。 

　一時はその事で迷いもした。本気で剣道部を辞めようとも考えた。 

　だけど、それでも皆が自分を必要としてくれているのなら。美咲や梢子が頑張れと言ってくれる

のであれば。 

　御門には申し訳ない気持ちで一杯だが、それでも、いや、だからこそ、自分のせいでレギュラー

から落とされた御門の分まで頑張ろうと桂は思った。 

４．そして、決勝へ

　翌日、桂に暴力を振るったという事で、御門には一週間の停学処分が下された。 

　御門には先発メンバーに何かあった時に、控えとして試合に出るチャンスがまだ残されていたの

だが、停学処分が下された事で完全に御門の大会出場は不可能になってしまった。 

　だが、それ以前に御門の方から剣道部を辞めてしまった。 

　こんなの、やってられない・・・そういい残して。 

　どの道、今度の大会を最後に受験に備えて引退する事が決まっていたので、その大会に出られ

なくなった以上は、これ以上剣道部にいても仕方が無いと思ったのだろう。 



　それに桂、梢子、美咲という３人の天才を目の当たりにし、３年間努力しても報われなかった自分

の資質の無さに、負い目を感じてしまったのだろう。 

　そして、御門の両親が御門を連れて、菓子折りを持って桂のマンションまで謝罪に来た。 

　桂は素直に謝罪を受け入れたのだが、柚明の御門を睨む目はとても冷酷な物だった。 

　無理も無いだろう。大好きな従妹を理不尽な理由で傷つけたのだから、柚明が怒るのも当たり前

だ。いくら心優しい柚明でも、さすがにそこまでお人好しでは無いのだ。 

　桂が『もういいから』と言っていたし、大会も翌日に控えていたので、柚明は桂を試合に集中させ

たいし、可愛い桂ちゃんを泣かせたくないと思い、敢えて柚明は御門の謝罪を受け入れる事にし

た。 

　だが、柚明に頭を下げる御門の胸ぐらを掴み、念を押す事だけは忘れなかった。 

　「今度桂ちゃんと梢子ちゃんを傷つけてごらんなさい。その時は私も容赦はしないわよ。分かっ

た？」　 

　「・・・・・。」 

　「返事はどうしたの？私の言っている事が聞こえなかったのかしら？」 

　「・・・はい・・・分かりました・・・」 

　「なら、さっさと消えなさい。桂ちゃんが『もういいから』って言ってくれて本当に良かったわね。」 

　「・・・・・。」 

　でなきゃ私は、あなたを半殺しにしていたわよ？ 

　本当ならそこまで言いたかったのだが、さすがにそこまで脅してしまうと桂を泣かせてしまうので、

柚明は不本意ながらも言わない事にした。 

　後になってノゾミが『柚明は甘すぎるのよ。もっと酷く言ってやればよかったのに。』と愚痴ってい

たのだが。　 

　とはいえ、もしその場に桂がいなければ、柚明はノゾミの言っていた通り、御門の事を物凄い形

相で怒鳴り散らしていたに違いない。 

　そして、いよいよ大会が始まり・・・桂の学校は順調に、信じられないほどの怒涛の勢いで決勝ま

で勝ち進んだ。 

　桂は梢子から「百子と同レベル」と賞賛された実力を存分に発揮し、決勝戦まで一度も負ける事

なく先鋒の役目を見事に果たし、桂の学校の決勝進出に大きく貢献した。　 

　また桂の実力だけではなく、桂がしょっぱなから怒涛の活躍を見せて、他の選手が勢いに乗る

事が出来、対戦相手を意気消沈させたのだ。この事からも桂の存在はとても大きな物だった。 

　だからこそ、先生は桂を先鋒に抜擢したのだろう。 

　桂の活躍とカリスマ性に導かれ、他の選手が勢いに乗れるから。 

　柚明が客席から物凄い笑顔で桂を応援するので、桂はちょっと恥ずかしかったのだが。 

　しかし翌日に行われた決勝戦だけは、柚明の心境は複雑だった。 

　何しろ対戦相手というのが、可愛い義妹である梢子が所属する青城女学院なのだ。 

　桂は先鋒で梢子は大将、しかも勝ち抜き戦では無いので、２人が直接戦う事は物理的にありえ

ないのだが、それでもどちらかが勝てば、どちらかが全国への切符を逃す事になる。 



　いっその事、この２校の合同チームで全国に行けたらいいのに・・・柚明はそう思っていたのだが、

勝負の世界と言うのは非情な物だ。 

　だが、その非情な勝負の世界においても、戦いが終わった後に友情が生まれる。 

　「美咲、また決勝で戦う事になったわね。」 

　決勝戦を前に、梢子が美咲に話しかけてきた。 

　「ああ、小山内さん。」 

　「凄いじゃない。桂の大活躍。私もまさかあそこまでやるとは思わなかったわ。」 

　「うふふ。そうでしょう？何しろ私たちの切り札なんだから。」 

　「でも、私たちもそう簡単には負けないわよ。」 

　「ええ、私も前回の大会で小山内さんに負けた屈辱、今日こそ晴らして見せるから。」 

　「うん、今日は悔いの無いように、全力で戦いましょう。」 

　がっちりと握手を交わす２人の表情は、とても清々しい物だった。 

　こういう光景が生まれるからこそ、スポーツというのは素晴らしい物なのだ。 

　「どうやらギリギリ間に合ったようだな。桂さんの試合が終わるまでに来れて本当に良かった。出

来れば昨日の一回戦から観戦したかったのだが・・・」 

　「お父さん・・・私はもう剣道部には・・・」 

　御門が父親に連れられて、試合を観戦しにやってきたのだ。 

　剣道部を辞めた今となっては、御門には県大会などどうでもいい物になっていたのだが、御門の

父親がそれを許さなかったのだ。 

　「夕菜。お前の人生だ。お前が剣道部を辞めるのはお前の勝手だし、お前が自分で選んだ道だ。

私に束縛する権限など無い。」 

　「・・・・・。」 

　「だが、それでも桂さんの試合だけは、その目にしっかりと焼き付けておけ。桂さんを傷つけたお

前にはその義務があるはずだ。」 

　「でも・・・」 

　「別に桂さんを応援しろとは言わん。だが桂さんの試合だけは、お前の心に留めておくんだ。」 

　「でも、柚明さんもここに来てるって言うし・・・」 

　「私が全力でお前を柚明さんから守ってやる。だからお前は桂さんの試合をきちんとその目で見

ておくんだ。いいな？」 

　それがお前が桂さんに出来る、せめてもの償いだ。 

　有無を言わせぬ瞳で、御門の父親が愛娘にそう告げた。 

　柚明から守る為に、安心させる為に、愛娘の身体を抱き寄せながら。 

　身体を震わせながら、御門は父親の身体にしがみついた。 

　そして午後３時。決勝戦が遂に始まった。 

　歓声に包まれながら、両校のレギュラー５人が試合会場に姿を現す。 

　「それでは先鋒戦を開始します。羽藤桂選手、秋田百子選手、前へ。」 



　審判に促され、桂と百子が一礼し、竹刀を正眼に構える。 

　「はと先輩！！私がはと先輩の連勝記録を止めてみせますから！！覚悟して下さいね！！」 

　「百子ちゃんこそ、これまでずっと負け無しでしょ？凄いよ。」 

　「ぬっふっふ～。何しろ私は青城のポイントゲッターですから！！」 

　「でも、私だって負けないからね。」 

　「こっちこそ負けませんよ！！何しろ全国への切符が掛かってますから！！」 

　２人の瞳に一片の迷いは無かった。 

　審判の合図と共に、２人は突撃する。 

　「やああああああああああっ！！」 

　「どりゃどりゃどりゃどりゃどりゃ～～～～～！！」 

　桂と百子の竹刀が何度もぶつかり合う。 

　真剣な表情で、しかしとても充実した笑顔で、２人は互いの力と想いを存分にぶつけ合った。 
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