
 

 

 

  

コカ・コーラ ウエストレッドスパークスホッケー部 

日本リーグ準優勝！！！ 
 

 

5 月 24 日から 26 日に日本リーグの最終節が日光市ホッ

ケー場にて行われた。24日(金)はグラクソ・スミスクラ

インと対戦。前半 5分に先制すると続いて 16分、19分、

26 分と得点をあげた。32 分に相手に 1 点返されるがそ

こから相手チームに追加点を与えず 34 分に小野選手の

シュートでさらに追加点をあげ前半を折り返した。前半

の勢いのまま後半 25分、30分と得点し 7－1で勝利した。

翌日の 25 日(土)対戦相手は南都銀行 SHOOTING STARS。

両チームとも気合が入っている中、前半 12 分小野選手

のアシストから新井選手が決め先制。後半 17分 19分と

立て続けに得点し、33 分にも追加点をあげ 4－0 で勝利

した。日本リーグ最終日ソニーHC BRAVIA Ladiesとの対 

戦。両チームとも勝ち点 37 で首位に立っており、この試合で日本一が決まる。前半 21 分にセンタリング

をタッチされ先制点を決められた直後にも追加点を許した。前半の中で 1 点は返したいレッドスパークス

は前半 34 分に PC を得るが得点につながらず無得点で前半を折り返した。後半に入り相手に追加点を許し

てしまう。ここから巻き返したいレッドスパークスは後半 25分李選手のボールを駒沢選手がリバースシュ

ートで決め１点を返し反撃にでたが、パスミスを相手に取られ PC を与え追加点を許してしまい 1－4 で敗

れた。この試合で今大会初の黒星となりレッドスパークスは 12勝 1分 1敗で準優勝となり３連覇とはなら

なかった。 

 

日本選手権開催 
 ６月７日から６月９日の３日間、第９７回日本

陸上競技選手権大会（兼 世界陸上代表選考会）

味の素スタジアム（東京都調布市）にて開催さ

れた。目標である世界陸上への切符を手にする

ことは叶わず、男子１００００ｍでは岡本直己

選手(写真左)が２３位、男子１５００ｍ予選で

は田子康宏選手(写真右)が１０位という結果

であった。これから夏の強化期に入る。秋の大

会では成長した姿に期待したい。 

 

 
各チームの１推し選手を紹介します。 

☆選手紹介コーナー☆ 

NTT西日本広島 

ソフトテニスクラブ 
長江 光一 
 

生年月日 1987/10/28 

出身地  岡山県 

血液型  Ｏ型 

出身大  早稲田大学 

趣味   釣り・映画鑑賞 

 担当者からのコメント：国際大会での活躍を期待！ 

 全日本シングルスに続き 

 アベック優勝！ 
 

 

平成 25 年 5 月 26 日、第 45 回中国地区ソフトテ

ニス選手権大会が岡山市総合公園テニスコートで

開催された。男女共に同士討ち決勝となったが、女

子の部は、佐々木・大庭ペアが、男子の部は、水澤・

長江ペアが制した。全日本シングルスに続き、アベ

ック優勝と見事な大会となった。今回の大会を生か

し、次の大会での活躍に期待したい。 
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折り鶴レイで 

ギネス世界記録に挑戦！！ 
 

 

 
 

広島青年会議所は広島の街から一番のものを創り

出し、世界に向けて広く発信することを目的とし

て折り鶴のレイでのギネス世界記録に挑戦する。

平和の象徴であり、広島の象徴でもあることから

千羽鶴を使用していくようだ。この事業は次世代

の広島を担う小学生を中心とした児童らに焦点を

当てておりトップス広島の選手らも各クラブで

100mのチェーンの作製に参加した。今回取材した

NTT の選手らも出来上がったレイを持ち達成感か

らか嬉しそうな様子がうかがえた。また 7 月 13

日(土)10:00～挑戦に向けた準備として折り鶴を

繋げ 8月 25日(日)9:00～折り鶴のレイを制作し、 
ギネス世界記録に加え、折り鶴を使った日本一大きな塔で日本一に挑戦する。なお、参加していただいた方

に折り鶴再生紙を使った認定証を配るようだ。今後もトップス広島は地域の様々な活動に参加していきたい

と考える。 

折り鶴の塔展示のお知らせ 
会場 

広島市立広島特別支援学校  2013年  8 月25日 (日) ～ 8月 30日(金) 

エディオンスタジアム広島          8月 31日 (土)  17:00～21:00 

マツダ スタジアム              9月 4日 (水) 17:00～21:00 

平和記念公園芝生広場                  9月 8日 (日) 11:00～15:00 

旧日本銀行広島支店                    9月 9日 (月) ～ 9月 11日(水) 

広島経済大学                         9月 12日(木) ～ 9月 14日(土) 

(折り鶴を繋げる NTTの選手達) 

ＪＴサンダーズ 

ファン感謝デー開催！ 
 

5月 26日(日)猫田記念体育館にて広島 JTサンダーズファ

ン感謝デーが開催され、当日は約 300 名のファンが駆け

つけた。入場の際には選手が私服で登場、いつもは見る

ことのできない釣り・オタク・ミリタリー・女装・作業

着ファッションなどの姿にスタートから大歓声があが

る。参加者は選手のトークショーやバレーのミニゲーム

など多くのイベントを通し選手とのふれあいを和やかな

ムードで楽しんでいる様子が見られ、終始笑顔が尽きる

ことなくファン感謝デーは幕を閉じた。  



 

 

 

 

 

丸・菊池「アベック満塁弾」

記念プレート設置 
 

広島・丸佳浩外野手と菊池涼介内野手が 11日、マツ

ダスタジアム左翼席後方の壁面にプレートを設置し

た。5月 12日(日)中日戦で丸が 4回、菊池が 6回に

満塁本塁打を放った。１試合 2 満塁本塁打はプロ野

球タイ記録である。 
 

 

ホームタウンふれあい活動を通じて 

６月４日（火）サンフレッチェ広島の選手

１６名とコーチが７組に分かれて、広島県内

の各地域の７小学校を訪問した。まず初めに、

選手たちはデモプレーを披露し、その後、児

童や先生も交えてのミニゲームをしたり、活

動後教室に入り児童たちと一緒に給食をとっ

た。給食をとっている際も、選手たちは児童

たちとさまざまな会話を交わし、児童の輪に

とけこんでいた。児童から選手へ「なぜ、身

長が高くなったのか」という質問があり、選

手は「遺伝もあるが、どんな身長でも健康な

体に産んでくれた両親に感謝しなければなら

いない」と、感謝する気持ちが大切だと児童 
たちに語ってくれた。サッカーを通じてふれあうことで、児童たちの顔にも日頃見られないような笑顔

が溢れ、楽しさを満喫しているようだった。このような活動を通じてサンフレッチェ広島の選手をより

身近に感じてもらい、児童たちへ夢と希望を与え続けてもらいたい。 

 

小池・桜井組ベスト 4！ 
2013日本ランキングサーキット大会が 6月 1日から 6月 5日までさいたま市記念総合体育館で行われ、5

日間に渡る熱き戦いが繰り広げられた。広島ガスからは、女子シングルスに井上春奈、女子ダブルスに小

池温子・桜井みどり、混合ダブルスに前田園美が出場した。シングルスの井上選手は、１回戦目は勝ち上

がったが、2 回戦目の試合は惜しくも敗れた。女子ダブルスの小池・桜井組は 1・2 回戦ともに順調に勝ち

進み、準々決勝も圧勝であった。準決勝では福島・廣田(ルネサス)と対戦。1ゲーム目は、競り勝ったが、

2ゲーム目 3ゲーム目で逆転され惜しくも敗退となった。混合ダブルスの前田・鈴木組は、１回戦で惜しく

も敗れたが、17 位決定戦では布目・井出組に勝利した。今大会は一戦一戦成長がみえた試合であり、次に

繋がる試合でもあった。今シーズンは、大会ごとに成長していく広島ガスを温かく見守り、より多くの声

援を送りたい。そして、次は 7 月 3 日から 7 日まで札幌で行われる全日本実業団選手権大会での飛躍に期

待していきたい。 

 

堂林逆転サヨナラ弾！ 
23日、1点を追う 3-4の 9回 1死二塁。広島堂林翔

太内野手が、自身初のサヨナラ本塁打を放ち、チー

ムの連敗を 4で止めた。この逆転の 3号 2ランは自

身初のサヨナラ本塁打である。今季初のお立ち台に

上がった背番号 7は「最高です！」と左手を突き上

げて絶叫。インタビュアーに「持っていますね」と 

問われると

「やりまし

たー！」と

再び声を張

り上げた。 

その後、梵

選手や松山

選手達から

手荒い大水

の祝福がな

された。 
 

子どもとふれあう！ 
 

６月４日水曜日、広島市東区にある尾長小学校を

湧永レオリックの選手が訪れた。６年生の児童１

１８名とハンドボールを楽しんだ。今回は志水孝

行選手、仁平昌利選手、新名亮介選手が学校を訪

問。７月からはシーズンがスタートするハンドボ

ール。３名の選手の活躍も楽しみだ。また、６月

５日には久知南小学校、７日には伴南小学校を訪

れた。シーズンの始まりは７月３日水曜日から５

日間、山口県周南市で行われる全日本社会人ハン 

ドボール選

手 権 大 会

だ。女子ハ

ンドボール

とともに活

躍が期待さ

れる。初戦

の相手はト

ヨタ自動車

である。 

小学校で 

ハンドボール！！ 
今はオフシーズンのハンドボール。広島メイプル

レッズの選手たちはこの期間を使って、広島の子

供たちとハンドボールで交流した。広島市教育委

員会主催の事業で２１日(金)に五日市小学校を訪

問し、１３２名の児童とともにハンドボールに汗

を流した。また、６月７日(金)には北広島町の大

朝小学校でハンドボール教室を行い、大前選手、

安齋選手、田口選手、川田選手が参加した。１６

日(日)には己斐地区の KoiKoiスポーツクラブにて

ハンドボール教室を行った。７月には、昨年度優

勝した全日本社会人選手権を控え、いよいよシー

ズン到来のハンドボール。２連覇のかかるこの大

会に向け、練習にも熱が入っている。そんなシー

ズン直前の選手たちから子どもたちは熱のこもっ

た、生のハンドボールを感じとってくれたことだ

ろう。 

 告知 
第 3回全日本社会人ハンドボール選手権大会 

(７月３日(水)～7 日(日) 於：山口県周南市：

キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター) 

 

Ｄｏスポーツ特集 

地域の子供たちと交流 
中国電力では、６月１７日(中筋小学校)、１９日(宇品、原南小学校)、２１日(日浦小学校)と全選手が各校

に別れて参加する。また、「こどもたちには、身体を動かすことで新しい発見をしてほしい（石川卓哉）」。

今後各選手が独自のプログラムを組み指導をする予定だ。 

 

広島ガス 
 

▽日本ランキングサーキット大会 

＜混合ダブルス＞ 

１回戦      鈴木（東北マークス）・前田（広島ガス） ● 0-2 ○ 小町谷（東北マークス）・杉山（七十七銀行）            

敗者１７位決定戦 鈴木（東 北マークス）・前田（広島ガス） ○ 2-1 ● 井手（プレミア・パートナー）・布目（住友信託銀行） 

＜女子シングルス＞ 

１回戦  井上（春） ○ 2-1 ● 音田（七十七銀行） 

２回戦  井上（春） ● 1-2 ○ 山本（東海学院大学） 

<女子ダブルス> 

１回戦  小池・桜井 ○ 2-1 ● 三好・穴井（北都銀行） 

２回戦  小池・桜井 ○ 2-0 ● 若田・樋口（関西学院大学） 

準々決勝 小池・桜井 ○ 2-0 ● 大迫・平野（三菱電機）  

準決勝  小池・桜井 ● 1-2 ○ 福島・廣田（ルネサス） 

 

５/２５～６/２５ ＴＯＰＳ広島 試合結果 

コカ・コーラ 
▽高円宮牌 2013女子ホッケー日本リーグ 

5/24 コカ・コーラ ○ 7-1 ● グラクソ・スミスクラウン 

5/25 コカ・コーラ ○ 4-0 ● 南都銀行  

5/26 コカ・コーラ ● 1-4 ○ ソニーHC  

カープ 
▽セ・パ交流戦 
5/25 カープ ●1 – 2 ○ 楽天 

5/26 カープ ○6 - 4 ● 楽天 

5/29 カープ ●1 - 8 ○ 日ハム 

6/5  カープ ●3 - 5 ○ ロッテ 

6/6  カープ ○4 - 1 ● ロッテ 

6/8  カープ ○1 - 0 ● 西武 

6/9  カープ ○5 - 3 ● 西武 
 

サンフレッチェ広島 
▽Jリーグ 2013 

5/29 サンフレッチェ広島 △ 0-0 △ 柏レイソル 

 《※広島で行われた試合のみを記載しています。》 


