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「トップス広島バレー 

ボール学校」開校式!!! 

4月 20日（土）、猫田記念体育館でトップス広島バレーボール学校の開

校式が開催された。15 名の継続生に加え 14 名の新入生が新たに参加。

「バレーボールを通して多くの先生や仲間と信頼関係を築き成長して

ほしい」と校長から激励の言葉があり、コーチ陣の自己紹介、選手も

交えた記念撮影で開校式は幕を閉じた。開校式では終始緊張ぎみだっ

た中学生たちも、身体測定や練習であこがれの選手に声をかけられる

と自然と笑顔に。選手から直接指導を受けることで生徒たちのバレー

ボールに対するやる気もより強くなったことだろう。トップスバレー

ボール学校を通じて、広島のバレーボールの普及と同時に未来の V リ

ーガー育成にも期待したい。 

 

サンフレッチェ 

4/ 6 ● 1-3 ○横浜Ｆ・マリノス  

4/14 ○ 2-0 ●サガン鳥栖 
 

コカ・コーラ 

4/19 〇 2-0 ● グラクソ・スミスクライン 

4/20 〇 2-0 ● 南都銀行 SHOTTING STARS 

4/21 △ 1-1 △ ソニーHC BRAVIA Ladies 

 

4月 14日(日)、ホームでサガン鳥栖を迎え、2-0で勝利。待望のホー

ム初勝利を挙げた。勝利に導いたのは、エース佐藤寿人選手。後半 4

分に先制点を奪った佐藤選手は、さらに後半 14 分、高萩選手のパス

に反応し、今季 4得点目となるゴールを決めた。試合終了後、佐藤選

手は「待たせてしまった。ここからみなさんと１つになって上を目指

したい」と意気込んだ。今季初のホームでの初勝利に、スタジアム 

内は歓喜にあふれ、選手らはサポーターと共に喜びを分かち合った。 

 

サンフレ、ホーム初勝利！！ 

 

カープ 

3/24 ◯ 5-4 ●ソフトバンク(オープン戦) 

4/ 2 ●3-5 ◯ ヤクルト 

4/ 3 ●2-6 ◯ ヤクルト 

4/ 4 ◯1-0 ● ヤクルト 

4/ 5 ●6-7 ◯ 阪神 

4/ 7 ◯6-1 ● 阪神 

4/16 ●3-6 ◯ DeNA 

 

4/17 ◯1-0 ● DeNA 

4/18 ◯6-5 ● DeNA 

4/19 ●1-8 ◯ 巨人 

4/20 ●0-2 ◯ 巨人 

4/21 ◯5-4 ● 巨人 

 

集まった未来の 

ホッケー選手たち 
 

 4月 21日（日）のソニー戦終了後、広島広域公園第二球技場に

おいてコカ・コーラウエストレッドスパークスの選手による、

キッズスクールが開催された。冷たい風が吹く中、多くの小・

中学生が参加し、学年ごとに分かれたグループに選手が入って

指導した。その中にはチームキャラクター、「スパークイーン」

の姿も見られた。子どもたちは憧れの選手と共にドリブルやシ

ュートを体験し、会場には笑顔があふれた。選手達は、全力で

挑んだ試合の後でも疲れを見せず、子どもたちを優しく指導す

る姿を見てますます応援したいと感じた。 

 



 

＊ロゴマークの意味＊ 広島県の木、広島県の花として県民になじみの深いモミジをモチーフにしました。「新緑のモミ

ジ」はジュニアスポーツの育成を、「紅葉のモミジ」は選手が成長していく姿を表現しています。 
 ジュニア選手がトップを目標とすることを期待し、広島県のスポーツのジャンプアップを図ることを意味しています。 

各チームの１推し選手を紹介します。 

☆選手紹介コーナー☆ 

広ガス 2 回戦進出ならず 
 

メイプルレッズ     

 

バドミントンの大阪インターナショナルチャレンジ 2013 バドミントン

選手権大会は 4月 3日から 5日間、大阪府・守口市民体育館で行われた。

広島ガスからは女子ダブルスに小池・桜井組が出場し、1 回戦で久後・

宮内組（ルネサス）に 0-2で敗れ、初戦敗退に終わった。小池・桜井組

は第 1ゲームを 21-19で落とし、続く第 2ゲームは 21-10で振り切られ

た。序盤、粘り強い攻撃を見せた小池・桜井組だったが、その後思うよ

うに点がとれず、最後まで相手の流れを止めることができなかった。 

 

カープは現在 21試合、9勝、11敗、1

分の勝率 0.45で 4位につけている。3

位の DeNAとは 0.5ゲーム差で、2位

の阪神とは 2ゲーム差と、クライマッ

クスシリーズに向けてまだまだ上位

につける可能性を秘めている。また盗

塁に至っては両リーグ最多の 26盗

塁、盗塁成功率 0.75と丸選手を中心

に足で攻める試合展開を見せている。

4月は月の半分がホームゲームで、マ

ツダスタジアムでは色々なイベント

が開催されており、16～21日の期間

には恐竜ライブ"ウォーキングダイナ

ソー"にのっとり、ジュラシックスタ

ジアムとして４体の恐竜が登場した。

これから交流戦も始まり、ますます盛

り上がりを見せるカープを球場に赴

いてファンと選手一心同体で上位を

目指そう！ 

 

CS に向け球心到来！ 

兵庫リレー 

カーニバル 入賞！ 
4月 20・21日に第 61回兵庫リレーカーニバルが開催された。中国電

力からは、アシックスチャレンジ 10000m とグランプリ 10000m に出

場した。グランプリ 10000m では、岡本直己選手が目標の 27 分台と

はいかなかったが，持ち前の粘り強さで 7 位に入賞した。4 月 28・

29 日には織田記念陸上がエディオンスタジアム広島にて開催され

る。今季，5000mの自己記録を更新して勢いがある 2年目の山崎亮平

選手の走りにも注目したい。 

 1 位 パトリック・ムトゥンガ 27：40：44 

2 位 ポール・タヌイ 27：51：13 

3 位 マーティン・マサシ 27：58：44 

7 位 岡本 直己（中国電力） 28：24：26 

24 位 石川 卓哉（中国電力） 28：56：90 
グランプリ 10000m 

 

 

広島で 3 連戦、 

宿敵ソニーと引き分け 
 

男子・女子  

ベスト 4独占！！ 

平成２５年４月２１日に広島県選手権大会（県知事杯）が広島市中央庭球場

で開催された。男子・女子ともにベスト４を独占した。男子、優勝は村上・中本

ペア、準優勝は堀・ 岩﨑ペア、３位は舘越・原ペア、水澤・長江ペアだった。

女子、優勝は中野・小林ペア、準優勝水間・榎本ペア、３位は佐々木・

黒木ペア、三好・伊東ペアだった。 来週、28・29日に行われる東アジ

ア競技大会日本代表予選会での活躍に期待したい。4月 6日・7日に、第

58回全日本女子選抜大会が東京体育館で開催された。シングルスで水間

は、惜しくも準決勝敗退で、3位という結果であった。ダブルスでは、

佐々木・大庭ペア、小林・中野ペアがベスト 16という結果であった。 

 

4月 6日（土）に開幕したホッケー女子日本リーグ。広島での試合

は 4月 19日（金）から２１日までの 3日間、広島広域公園第二球

技場で行われた。1 日目、2 日目と順調に勝ち進み、3 日目は開幕

４連勝同士のソニーと、互いに譲れない一戦だった。前半開始３

分で先制点を奪われると、試合は相手のペースに、何度か PCを獲

得するがシュートが決まらず、前半０対１で折り返した。後半リ

ズムをつかみ始めたコカ・コーラウエストレッドスパークスだが

なかなか得点まで繋がらない、残り 4分で PCを獲得、小野選手の

強烈なシュートがゴール左隅に決まり土壇場で同点としたが、追

加点をあげることができず、宿敵ソニーと１対１で引き分けた。

リーグは 5月 26日まで３連戦の厳しい試合が続くが、4冠に向け

て勝ち進んでほしい。 

 

宋 海林 

生年月日 1985 年 1月 12日 

身長 /体重 167 ㎝/67 ㎏ 

出身 韓国 

ポジション CP 
〈 担当者のコメント 〉 

昨シーズンの活躍により殊勲選手賞を

受賞した宋選手のさらなる飛躍にこれ

からも注目していきたい！ 

 

                            

                         

                        

 

両チームの新キャプテンからのコメント 
 

ワクナガレオリック今井昭仁選手 
この度はファン感謝デーを開催するに当たり、沢山の

方々にご尽力を賜りまして誠に有難うございます。ま

た応援して下さっているファンの方々には日頃より

感謝しております。少しでも多くの方々にハンドボー

ルの魅力をこういった場でお伝えし続けていければ

と思っております。今シーズンも皆様のご期待にお応

えできるよう日々精進して参りたいと思います。今後

とも湧永レオリックの応援宜しくお願いします。 

広島メイプルレッズ河田早紀選手 

いつも応援して頂いている皆さんと交流ができて、と

ても嬉しいです。今年も良いゲームをお見せできるよ

う、チーム一丸となって頑張ります 

 

初 合同ファン感謝デー！ 

 
それぞれチームの紅白戦も行われた。午後には小・中学生対象に両チームの選手も一緒

に入りミニゲームがあり、ファンと選手の交流の場となった。最後にはサイン会も行わ

れ、朝から夕方まで内容盛りだくさんのファン感謝デーとなった。これからも、応援し

てくれるファンの方々を大切にして一層ハンドボールに精進していってほしい。 

4月 20日(土)の 9時

から 17時、広島市中

区スポーツセンター

でワクナガレオリッ

クと広島メイプルレ

ッズによる初の合同

ファン感謝デーが開

催された。両チーム

の新人を含めた選手

や昨シーズンで引     

退した選手の紹介や 

編集協力 安田女子大学心理学科 SWDゼミ 

 


