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圧倒的な力を見せつけ日本リーグ 11 連覇！

2 の村上選手・長江選手ペアがそれぞれストレートで
勝利を収め、見事に 11 連覇の偉業を達成した。

2020 年 12 月 10 日（木）から 13 日（日）

堀晃大監督は「11 連覇のプレッシャーもあり危機感

の 4 日間、愛知県豊田市のスカイホール

があった時期もあったが自分がチームを引っ張ってい

豊田で開催された「第 38 回ソフトテニス日本リーグ」

かなければという意識があったからこその優勝だった

で NTT 西日本ソフトテニス部がすべての試合を制し前

と思う。少しでも多くの人をプレーで元気づけられれ

人未到の 11 連覇を達成した。今年度の優勝を含めて

ば」とチームを振り返った。

同部にとっては 25 回目の全国制覇となった。

サンフレッチェ広島女子チーム誕生！！
2020 年 10 月 15 日、日本初の女子プ
ロサッカーリーグ「WE リーグ」にサンフ
レッチェ広島が参入することが決定した。サンフレッ
チェ広島は女子プロリーグに初参入のため、
「ゼロから
スタートする愛されるチーム作り」を行っている。
その特徴の一つが女子プロチームの練習場だ。女子プ
ロチームは包括連携協定を提携した広島経済大学のフ
ットボールパークで練習を行う。大学の施設を利用す

大会初日は林
（大）
選手とルーキー内本選手のペア、

ることでプロチームの練習を間近で見学することがで

広岡選手、丸中選手・林（佑）選手のペアが川口市役

き、周辺地域の女子サッカーによる地域活性化や、広

所を全勝で勝利。続く太平洋工業戦は村上選手・長江

島で活躍するアンダー世代の育成が期待できる。

選手ペアがエントリーし、3 試合全てを制するという
抜群の安定感を見せ初日を終えると、続く 2 日目、宇
部興産戦・東邦ガス戦・ワタキューセイモア戦ともに、
初日の勢い・安定感そのままに全ての試合を制し、優
勝に王手をかけて最終日へ。最終日、福井県庁戦は丸
中選手・林（佑）選手のペアが、ダブルス 1 で相手の
エースペアを見事撃破し、チームに勢いをつけると、
続くシングルス、ダブルス 2 も勝利して、ヨネックス
との最終戦へ挑む。昨年、長江選手・広岡選手ペアが
マッチポイントを 8 度もしのぐ大激戦を繰り広げたヨ
ネックス戦だったが、今年は、林（大）選手・内本選
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手ペアが相手のエースペアを撃破すると、チームはそ

このように、サッカーを通じた地域貢献による女性

のまま勢いに乗り、シングルスの広岡選手、ダブルス

活躍社会のシンボルとして「女性の元気を広島の元気に 」
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権大会」に挑むが、これぞ 2020 年の集大成といわんば
かりの試合展開の末 8 年ぶり 2 度目の栄冠に輝いた。
これにより三冠そしてチーム創部以来初となる年間
タイトル制覇という偉業を成し遂げた。

なることを目指している。
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現在は 4 月から開催予定のプレシーズンマッチに向
けた準備が進められており、今後はイベントなどを通
じて選手を知ってもらうなどの活動を行っていく。
広島県はスポーツに対する理解がある県民性で、
女子
プロチーム誕生を歓迎する方も多い。スポーツ王国広
島にサンフレッチェ広島女子プロチームが新たなスト
ーリーを描き始める。

初の公式戦全大会制覇！！
2020 年シーズンのコカ･コーラレ
ッドスパークスは、
「Spirit」という
スローガンを掲げスタートした。選手全員で考えた
「Spirit」には『常にホッケーに対して熱く、１試合
１試合を全力でがむしゃらに戦い抜くという気持ちを
忘れずに、沢山の人に元気や感動を与えられるプレー
をお届けする決意と、個性あふれる２１人の魂を一つ
に、四冠達成に向け戦い抜いていく』という思いを込
めた。

どのような環境であっても掲げたスローガンのもと
戦い抜いたコカ･コーラレッドスパークス。彼女たちの
Spirit にファンや地域社会は勇気づけられた。
2021 年
シーズンも勢いそのままに活躍し、地域社会への貢献
やファン拡大などアスリートとしても企業スポーツチ
ームとしても期待を懸ける。

チーム初の日本代表内定選手
2020 年 12 月 21 日～12 月 27 日の期間、
東京都の町田市立総合体育館で、全日本
総合バドミントン選手権大会が行われた。広島ガスバ
ドミントン部からは、濱北選手と下田選手がシングル
スで出場した。コロナ禍において、様々な大会が中止
になっている中で選手は自分の実力を発揮する機会が
なかなか与えられず、選手も監督も緊張感のある中で
日本代表が選ばれ
るとても大きな大
会となった。
濱北選手は惜し
くも一回戦で敗れ
てしまったが、下田
選手は準決勝まで
勝ち上がるというすばらしい成績を収めた。広島ガス

【全日本選手権 決勝点の瞬間】
新型コロナウイルスの影響により 7 連覇中だった国
民体育大会は延期され年内の開催は断念、国内公式戦
の日程も大幅に変更される中、10 月より公式戦が開始
された。
最初のタイトル戦は「全日本社会人ホッケー選手権
大会」
、
連覇のかかる大会だったが決勝戦では同点の末
シュートアウト戦を勝ち切り優勝。この上ないスター
トを切り続く「ホッケー日本リーグ」では 6 年ぶり 4
回目の優勝を果たした。
チームは勝利の波に乗る一方、
プレッシャーのかかる最終決戦「全日本ホッケー選手

バドミントン部は地域密着型のチームであり社会貢献
を目指している中で、広島出身の下田選手がベスト 4
に入るということは、選手はもちろん監督にとっても
うれしいことだった。
ベスト４に入っ
た翌日に下田選手に
日本代表入りが内定
したという電話が届
いた。これは広島ガ
スバドミントン部で
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は初の快挙であった。この吉報は、広島ガスバドミン

感謝のシーズンに！

トン部から日本代表が輩出したということと同時に、
監督の目標であった“広島ガスバドミントン部から日

王座奪還を狙う新生カープ！

本代表を輩出すること”がかなった瞬間でもあった。
監督は「これからも焦らず結果を求めながら選手

昨年 12 月 16 日、佐々岡監督と選手 7 名が広島市の

をサポートしていきたい」と語った。これからもコロ

舟入市民病院を訪れた。昨シーズン、開幕延期や試合

ナで制限されながらの練習となるが頑張ってもらいた

数縮小などイレギュラーなシーズンとなったが、12 球

い。

団がシーズンを完遂することができた。シーズンを滞

白熱！首位との激戦！

りなく終えることができたのは医療従事者の支えがあ
ったからといっても過言ではない。その感謝の思いを

イズミメイプルレッズは、1 月 11 日

伝えるために選手と

マエダハウジング東区スポーツセンタ

ともに訪れた。選手た

ーにて、日本ハンドボールリーグ現在首位の北國銀行

ちはユニホーム姿で
駐車場から拍手をす
ることで感謝の気持
ちを伝えた。佐々岡監
督は医療従事者へ感
謝の気持ちを忘れず
我々は気を付けて過
ごしていきたいなと
思います。」と言葉を
述べた。
激動のシーズンが明け、今年も将来のカープを担う

との試合でメイプル 29
（14－12.15－13）
25 北國銀行、
で見事勝利し 7 勝 1 敗で勝ち点を 14 に伸ばすことで
首位に浮上して第一巡を終えた。
この試合でファンが選ぶイズミメイプルレッズだけの
MVP を受賞したのは、好セーブを連発した GK の板野陽
（いたのみなみ）選手。試合後のコメントでは「ここ
最近少し残念な試合が続いていたのでチームとしても
う一度やるべきことを見つめ直してチャレンジャーと
いう気持ちで一つの方向を向いて戦った結果が今日の
勝利につながったのだと思います」と語った。
コロナ感染拡大防止集中対策期間のため会場が臨時

選手たちが入団した。中でも注目する選手はドラフト
1 位で入団した社会人№１投手と呼び声高い栗林良吏
選手だ。150 ㎞/h を超える直球とキレのある変化球を
武器に三振を積み重ねるのが栗林選手の持ち味だ。ル
ーキーながらも一軍キャンプ入りを果たし、カープの
スカウト陣からも「1 年目から 10 勝を狙える」と彼に
かかる期待も高い。
昨シーズンは、セ・リーグ 5 位という結果に終わっ
てしまったが新人王、森下暢仁選手を筆頭に若い選手
の活躍が目立った。今シーズンも若きカープ戦士たち
の活躍から目が離せない。

休館となり、無観客試合で開催されたが、ネット配信
は通常通り行われた。多くの人が画面越しにイズミメ
イプルレッズの試合に釘付けになったのは間違いない
だろう。
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医療従事者の方々へ感謝と激励を。

には届かなかった。
今年度は、新型コロナウイ

2020 年 12 月 23 日、JT サンダーズ広島に

ルスの影響もあり、例年通り

所属する選手 6 名と原監督が、日々新型コロナウイル

には練習や試合ができない

ス感染患者に対応している医療従事者の方々へ感謝と

厳しい状況が続いたが、練習

激励を送るため、県立広島病院を訪れた。感染対策予

場所を工夫する等の取り組

防のため、院外から行われたが、選手たちは大きく手

みを行い、今大会に向けて練

を振り
「頑張ってください！」
とエールを送った。日々、

習を積んできた。無観客での

新型コロナウイルスに最前線で向き合い、尽力されて

開催にはなったが、大会前に

いる方々に私たちも感謝を忘れないようにしたい。

もらった応援の言葉や、テレ
ビの前での声援を受け、応援
してくれる方々への感謝の
気持ちを持って、100km を最
後まで走り切ることができた。2021 年の幕開けにふさ
わしいとても力強い選手たちの走りは日本中の人々に
元気を与えただろう。来年のニューイヤー駅伝では、
今年届かなかった８位入賞を目指し、練習を開始して
いる

2021 年初戦！愛媛大会
2021 年 1 月 16 日に愛媛県武道館にて東レアローズと

新体制！新しいワクナガレオリック！
今シーズンから新監督、小薮憲次監督
そして、新キャプテン子安貴之選手とな

の試合が行われた。見事試合に勝利し、2021 年初戦、

り新体制となったワクナガレオリック、新体制でのチ

幸先の良い結果となり JT サンダーズ広島は今シーズ

ームの目標は、１つでも多くのタイトルを取ること、

ン 8 勝利目となった。試合ではエドガー・トーマス選

そして強いワクナガレオリックを取り戻し、目指すは

手がチーム最高得点、続いて、陳建禎選手、小野寺太

リーグ優勝と語っていた。新体制となってすでにたく

志選手が得点を挙げ勝利に大きく貢献した。またこの

さんの試合を重ねてきたなかで昨シーズンと比べ、チ

試合ではブロックでの得点が相手を大きく上回った。

ームとしてまとまってきていたり、試合でも粘り強さ

2021 年初戦を勝利で収めることができ、続く試合でも

を見せられるようになってきたりといい方向に成長し

勝利を積み重ねてもらいたい。

てきているようだ。

多くの声援を背に走り切った 100km!

今年は、新型コロナウイルスの影響もあり、合宿の予

中国電力陸上競技部は、1 月 1 日に行わ

定が立てづらかったりトレーニングが不十分だったり

れた第 65 回全日本実業団対抗駅伝競走

とつらいこともあった。そんなつらい状況でもフェイ

大会（ニューイヤー駅伝）に中国地区代表として挑ん

スブックで選手が自宅でできるトレーニングを紹介す

だ。１、２区で先頭の見える位置で襷リレーをし、３、

る動画を上げるなど、前向きな活動を行っている。

４区で追い上げ８位入賞を目指すレースプランを立て

現在多くの試合がリモートマッチによる無観客での

ていたが、本番では、２区キプルト選手の調子が上が

試合や、観客の人数を制限したものになっているが、

らず、出遅れることとなってしまった。４区の藤川選

取材の中で担当者は、このような状況でも試合ができ

手が、区間７位の好走をし、一時は１９位まで順位を

ることに感謝し、１試合ずつ勝ちにこだわって全力で

上げたものの総合順位は２４位と目標としていた順位

戦うのがワクナガだと語っていた。試合の中でぜひ、
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ワクナガレオリックの選手の熱い表情と得点後の喜ん
でいる表情に注目してほしい

ドラゴンフライズ 18 戦ぶりの勝利！
広島ドラゴンフライズは、1 月 30 日、横浜ビー・コ

B リーグ、後半戦始まる

ルセアーズとアウェーで対戦した。17 連敗中の広島は、
エチェニケ選手ら 3 選手が 2 桁得点をあげた。最後は

バスケットボール、B リーグは、約 3 週間
の中断期間が終わり、1 月 23 日から後半

相手に追い上げられはしたものの、逃げ切り、18 戦ぶ
りの勝ち星を手にした。

戦が始まった。14 連敗中の広島ドラゴンフライズは、
アウェーで三遠ネオフェニックスとの 2 連戦に臨んだ。
23 日に行われた GAME1 は、後半に広島のアイザイア・
マーフィー選手の 3P シュートが決まるなど 9 連続得
点で点差を 3 点につめ、その後、一時は広島が 2 点リ
ードしたが、試合時間残り 9 秒で再びリードされる展
開となり、2 点差で敗れた。

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。

翌日行われた GAME2 は、第 3Q に広島のキャプテン朝
山正悟選手が 3 本放った 3P シュートを全て成功させ
る活躍を見せ、14 連続得点で逆転した。しかし、試合
時間残り 4 秒、勝利は目前という場面で 3P シュート、
さらにファウルによるフリースローを決められ、前日
と同じく、2 点差で敗れた。この 2 連戦には惜しくも
敗れたが西地区最下位と苦しむチームのこれからの巻
き返しに期待したい。

編集協力 広島経済大学 興動館
スポーツによる地域活性化プロジェクト
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