
 

 

 

  

各チームの１推し選手を紹介します。 

★選手紹介コーナー★ 

広島東洋カープ 

菊池涼介 

担当者からのコメント 

生年月日 

身 長 

血液型 

出身地 

趣 味 

将来のカープを背負う若きリードオフマン 

1990/3/11 

171cm  

A 型 

東京都 

バス釣り 
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編集協力 広島経済大学 興動館 

日本のエースがサンダーズに加入！ 

越川優選手の入団記者会見が 13 日（金）に猫田記念体

育館で行われ、「JT サンダーズを悲願の初優勝に導く」と

意気込みを語った。入団した越川選手は日本代表でもあ

り、圧倒的な得点力が最大の武器であるため、JTサンダー

ズの決定力不足という課題解消に繋がると期待されてい

る。また、多くのチームからオファーがあった中でも、一

番必要としてくれた JT サンダーズに入団することを決め

たと入団理由を話した。ヴコヴィッチ監督は「海外経験を

生かしてリーダーシップを発揮し、チームを牽引してほし

い」と期待を寄せた。越川選手は 11 月にチームに合流す

る。JTサンダーズの躍進は彼の活躍に懸かっている。 

 8月 30日（金）から 9月 4 日（水）に第 56回全日本社会人バドミントン選手権大会が BODYMAKERコロシアムで

行なわれた。この大会は、ベスト 16 以上に入れば 12 月に行われる日本最高峰大会の全日本総合選手権への出場

権を獲得することができる重要な大会であり、その切符を手にするため広島ガスからも全選手が出場した。女子

ダブルスにて、小池・桜井ペアがベスト 16 入りを果たしたのをはじめ、混合ダブルスにおいても小池・石川(丸

杉)ペアがベスト 16、桜井・鈴木(東北マークス)ペアがベスト 8と、両選手ともに 2種目での全日本総合選手権へ

と出場することになった。そして、9月 28日（土）、29日（日）から日本リーグ 2013高岡大会（開幕戦）がいよ

いよ始まる。年末までの 3ヶ月に及ぶ長期戦ではあるが広島ガスの活躍に期待したい。 

 

全日本総合出場決定！！ 

加入会見をした(左)越川優選手と(右)ヴコヴィッチ監督 

エディスタに雪が降る！？ 

エディオンスタジアムに季節外れの雪が降った。降

ったといえどこれは 9月 21日アルビレックス新潟戦に

行われたイベントで、30℃を超える気温の中、多くの

子供たちが雪だるまや雪のすべり台で楽しんだ。なお、

この日は以前にも行われた、氷を溶かしておもちゃが

もらえる氷柱イベントも行われ、こちらも前回に引き

続き好評を博した。暑さの残るエディオンスタジアム

だったが、このようなイベントで涼を得た子供たちの

声援が、連覇を狙い熱戦を続けている選手たちの背中

を後押ししたのかもしれない。 

ギネス達成の折り鶴エディスタにも！ 

9月 21日(土)に行われたアルビレックス新潟戦は、ファン・ソッコ選手と佐藤寿人選手の得点により 2-0で広

島が 6試合ぶりの勝利を収め、優勝争いに踏みとどまった。このゲームでは「日本一大きな折り鶴の塔」が正

面スロープに展示され来場者を迎えた。この塔は毎年平和公園に贈られてくる千羽鶴を解体・色分けし、更に

繋ぎなおした 7,000m にも及ぶ「世界一長い折り鶴のレイ」を使って製作されたもので、トップス広島も製作

に関わったこの折り鶴のレイは、見事ギネス世界記録に認定された。なお、選手入場通路も色とりどりの折り 

鶴で彩られ、重要な一戦の花道を盛り上げた。 

このイベントについては P.1参照。 
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＊広島からギネス世界記録に認定！トップス広島も参加！＊ 

8 月 25 日（日）に広島市立特別支援学

校で広島青年会議所主催のイベント

「Hiroshima Big PRIDE」が開催され、コ

カ･コーラウエスト レッドスパークスを

始め、NTT 西日本広島ソフトテニスクラ

ブ、ワクナガレオリックの選手ら計 17名

が参加した。このイベントは毎年平和公

園に贈られてくる折り鶴を解体・色分け

し更に繋ぎなおし、折り鶴レイでのギネ

ス世界記録に挑戦しようというものであ

る。この日は選手と一般参加者が協力し

て折り鶴レイの連結作業が行われた。ま

た、24 時間テレビの中継が行われる中、

ギネス記録の認定審査が行われ、みごと

7,000m の折り鶴レイがギネス世界記録に 

認定された。今回のイベントに参加したコカ・コーラウエスト レッドスパークスの吉川由華主将は「広島だ

からできるギネス記録に参加できて嬉しいです。みんなで力を合わせて国体に出ます。」と喜びと今後の抱負

を語った。また、ギネス記録に認定された折り鶴のレイは 7mの折り鶴の塔にされ、各会場に展示された。 

 

 

左上から時計回りに平和記念公園、世界記録達成、マツダ スタジアム、 

エディオンスタジアム、広島経済大学、旧日本銀行広島支店 
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8 月 31 日（土）から日本ハンドボールリーグ

が開幕し、広島メイプルレッズは地元広島で、ソ

ニーセミコンダクタとの一戦に臨んだ。試合開始

からオフェンスチャンスをすべて速攻で攻める

メイプルレッズが試合を優勢に進める。しかしそ

の後、シュートミスや連携ミスから流れをつかむ

ことができず、さらに前半終了間際には大前選手

が退場してしまい、苦しい試合展開となる。1人

少ないメイプルレッズだったが、田口選手の好セ

ーブを追い風に得点を重ねていく。苦しい試合展

開の中、26－22 でソニーセミコンダクタとの接

戦を制し、開幕戦を勝利で飾った。 

9月 7日に行われた第 2週は日本リーグ初参戦

となる飛騨高山と対戦した。立ち上がりから相手

のミスをつき、多彩な攻撃で得点を重ねていく。

後半に入ってもメイプルの勢いは止まらず、石田

選手と加須屋選手のリーグ初得点などで着実に

得点を広げたメイプルレッズが 39－17 で飛騨高

山を下し、2連勝を飾った。 

日本ハンドボールリーグ開幕！ 

9月 8日（日）、広島コカ・コーラウエストレッドスパークス・ホッケースタジアムにて「全日本女子社会人ホ

ッケー選手権大会」の決勝戦が行われた。大会 3連覇を目指すレッドスパークスはソニーHC BRAVIA Ladiesと対

戦した。レッドスパークスは試合開始から積極的に攻撃を仕掛けるが、相手守備に阻まれ得点には至らない。両

チームとも譲らない攻防戦が続き前半は 0-0で終了した。後半に入っても緊迫した展開は変わらず、後半終了間

際に PC を取られてしまうがキーパーのファインプレーで防ぎ、延長戦に突入した。延長戦に入るとソニーHC 

BRAVIA Ladies の猛攻が続いたが守り抜き、レッドスパークスも反撃に出るが得点には至らず延長戦も 0-0 で終

了し、シュートアウト戦に突入した。シュートアウト戦の一巡目は 3-3で勝負がつかずサドンデスとなった。そ

して 9回目で勝負がつき 6-7 で敗れた。レッドスパークスは日本リーグに続き連覇を逃がした。この悔しさをバ

ネに 10月の国体では悲願の優勝を果たして欲しい。 

全日本女子社会人ホッケー選手権大会準優勝 
 

9月 1日（日）に行われた中国・北信越ブロ

ック間決定戦で富山県に 7－0 と圧勝し、見事

国民体育大会に出場することが決定した。これ

でトップス広島加盟 6 チームが出場すること

が決まった。選手たちには大いなる活躍を期待

している。頑張れ！広島！ 

今季の日本リーグも開幕を迎え、各会場で熱戦が始

まった。しかし、ハンドボールの試合をテレビ中継す

ることはほとんどない。そのため、熱戦を味わうには

試合会場に行かなければならない。 

そこで、多くの人に簡単に試合を見ていただくため

に湧永では、湧永の試合と同じ会場で行われる試合の

ネットライブ配信を行っている。湧永では 2シーズン

前からネットライブ配信が行われている。これで、リ

アルタイムでより身近にハンドボールの試合が見る

ことができ、ファン拡大を図りたいところ。 

ファン拡大へ！ 

   試合のネットライブ配信 

 

先発投手陣の中 6 日ローテーションの確立で主力を適度に休ませる余裕

のある選手層。昨シーズンは 8月まで 3位を保つも、終盤に失速した。原因

のひとつに考えられるのは、先発投手陣の強行ローテーションだ。中 4 日・

中 5日などの多発により 9月に失速した。今年は先発 5枚目・6枚目には、

若手のホープ戸田隆矢投手や 9月男、今井啓介投手やキレのある速球が魅力

の中村恭平投手が名を連ねている状態だ。カープはセ・リーグ屈指の先発 4

本柱を有するだけにこの 5番手・6番手でいかに勝利を収めることができる

かが CS 進出に向けての鍵になる。夏の暑さも秋の清涼へと変わる季節には

なったが、カープの熱い戦いは終わらない。 

CS進出に向けて正念場 

 

国
体
出
場
決
定
！ 

中 継 は 動 画 配 信

Ustream「湧永製薬ハン

ドボール中継チャンネ

ル」から視聴が可能。

この中継を機に、ハン

ドボールの魅力や面白

さをたくさん味わって

いただきたい。 

 
ハイタッチで喜ぶ選手達 

悔しさも残るが笑顔を見せる選手達 

熱闘を見せた投手達 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
広島東洋カープ 

▽公式戦 

8/25 カープ ● 4-5  ○ ヤクルト 

8/27 カープ ○ 8-1  ● DeNA 

8/28 カープ ● 0-2  ○ DeNA 

8/29 カープ ● 0-2  ○ DeNA 

9/3  カープ  雨天中止 中日 

9/4  カープ ○ 2-0  ● 中日 

9/5  カープ ● 3-8  ○中日 

9/14 カープ ○ 4-2  ●巨人 

9/15 カープ ○ 10-0 ●巨人 

9/16 カープ ○ 5-4  ●巨人 

9/17 カープ ○ 2-1  ●阪神 

9/18 カープ ● 1-9  ○阪神 

9/19 カープ ○ 3-1  ●阪神 
 

 

サンフレッチェ広島 

▽Jリーグ 2013 

8/31 サンフレ ● 1-2 ○ FC東京 

9/21 サンフレ ○ 2 0 ● アルビレックス新潟 

▽天皇杯全日本サッカー選手権大会 

9/8 サンフレ ○ 1-0  ●福岡大学 

 

コカ･コーラウエストレッドスパークス 

▽全日本女子社会人ホッケー選手権大会 

9/6 CCWレッドスパークス ○ 3-0 ● H.F.C-HANNO 

9/7 CCWレッドスパークス ○ 5-1 ● ｸﾞﾗｸｿ・ｽﾐｽｸﾗｲﾝ Orange United 

9/8 CCWレッドスパークス ● 0-0 ○ ソニー BRAVIA Ladies 

              (6-7） 

ワクナガレオリック 

9/7 ワクナガ △ 29-29 △ トヨタ自動車東日本 

 

広島メイプルレッズ 

8/31 メイプル ○ 26-22 ● ソニーセミコンダクタ 

9/7  メイプル ○ 39-17 ● 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 《※広島で行われた試合のみを掲載しています。》 

8/25～9/25 トップス広島 試合結果 
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9 月 14 日（土）に第 2回中国実業団長距離記録会がみよし運動公園陸上競技

場にて行われた。夏の合宿期を終え、今大会より秋シーズンに入るため、合宿

の成果と選手の成長が試される大会となった。中国電力陸上部からは 5 名の選

手が 5,000mの部に出場し、池淵智紀選手がチーム最高の 14分 09秒 39、7月の

記事で取り上げた中原選手が 14分 13秒 03と続いた。自己記録を更新する選手

はいなかったが、シーズン最初の大会としては、まずまずの結果ではないだろ

うか。今後はこれからが季節の駅伝、マラソンに向けてもう一回り成長した選

手をみてみたい。 

＜5000m結果＞ 

氏名  記録  組 順位 

池淵 智紀 14,09.39 10 13 

中原 大 14,13.03 10 14 

米澤 類 14,14.19 10 15 

刀祢 健太郎 14,15.69 9 4 

清谷 匠 14,25.35 10 19 

秋シーズンスタート 

9 月 7日（土）、8日（日）に男子が野幌総合運動公園、女子が

札幌市円山庭球場で全日本社会人選手権大会が開催された。男

女、4ペアずつ出場したが、（男子：213ペアエントリー）（女子：

103 ペアエントリー）男子は、史上初ベスト４に３ペアで８回目

の優勝であった。優勝は村上・中本ペア、2位が堀・岩﨑ペア、3

位が水澤・長江ペアだった。準決勝・決勝ともにＮＴＴ西日本広

島同士の対決であったが、ファイナルゲームに入る競った試合と

なった。女子は前回大会 3 位の大庭・佐々木ペアがベスト 8、中

野・小林ペアがベスト 16 だった。次の大会では、アベック優勝

を目指して頑張ってほしい。 

全日本社会人選手権大会   

村上・中本ペア優勝！！ 

チームトップの池淵智紀選手。 

笑顔で表彰状を掲げる喜ぶ選手達 

http://livedoor.blogimg.jp/supplements2/imgs/c/2/c25f5fd2.jpg

