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伝えていきたいと考えている。

「プロサッカー選手としての経験、
スクール生に伝えていく」
2021 年シーズンより、原

今後について、原コーチは「サッカースクールに来た
子どもたちにサッカーを楽しんでもらいながら、今後
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の子どもたちに何かきっかけを

裕太郎コーチがサンフレッ

与えられるようなスクールにし

チェ広島に帰ってきた。

ていきたい。
」と意気込みを話し

原コーチのポジション

てくれた。

は GK で、2008 年高校 3 年生

プロから指導者の道へ。大好き

の時にプロ 2 種登録となり、

な広島の地で、新たなサンフレ

2009 年にトップチーム昇格。

戦士の誕生に向けて日々頑張っ

その後、ロアッソ熊本、愛媛

ていく。

FC でプロサッカー選手とし
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(狩野稜太)

てのキャリアを積んだ。

2020 年シーズンで引退後、現在はサンフレッチェ

2021/22 シーズン新体制始動！

広島のアカデミー普及部コーチ、GK 普及コーチとし

JT サンダーズ広島の新シーズンが始ま

て指導を行なっている。島根県出雲市出身の原コーチ

った。今回は昨シーズン内定した選手

は、サンフレッチェ広島くにびきジュニアユースから

を紹介したい。

ユースチーム、トップチームと昇格した最初の選手で

まずは新井雄大選

ある。そんな原さんには大切にしている言葉がある。

手。ポジションはアウト

「気持ちには引力がある」これは原コーチがサンフレ

サイダーヒッター。昨シ

ッチェ広島ユース在籍時の監督であった、現全日本

ーズン 1 月 24 日のパナ

U-16 日本代表監督である、森山佳郎監督の言葉であ

ソニックパンサーズとの

る。原コーチが高校 3 年生の時、最後の大会での出来

試合に途中出場した。こ

事である。負ければ引退という試合で相手に先制点を

のときを振り返って新井

決められてしまった。森山監督の「気持ちには引力が

選手は「前日悔しい試合

ある」という言葉を選手みんなが信じ、誰一人決して

をしたのでいつ出てもい

諦めない気持ちを持って戦った結果、劇的な逆転勝利

いように準備をしてい

を収めた。原コーチは今、未来のサンフレッチェ戦士

た。（出場するときは）やってやろう！という気持ち

の育成のため

だった。」と語った。試合では渾身のスパイクを決め、

に、自身がサッ

セットを取り返し、チームに勢いをもたらした。しか

カーを通して学

しシーズン途中で怪我をしてしまった新井選手。今シ

んだ「諦めない

ーズンの目標は“怪我をせずにシーズンを終えること

ことの大切さ」

“。力強いスパイクにも注目だ。

を子どもたちに
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続いてはミドルブロッカーの平井海成選手。昨シー
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ズンを振り返っ

団の世界では、身体能力や大まかな技術だけでなく、

て「試合に出るこ

細かい駆け引きや予測力、判断力が求められると感じ

とはできなかっ

たそうだ。また、ケアの面では長いリーグの期間の中

たがリーグをど

でけがをせず、試合でのパフォーマンス維持などのた

うやって戦うの

めに、コンディションをうまく見極めながら体を休ま

か、チームのこと

せることを徹底していると感じたそうだ。

が知れた。」と語った。平井選手がバレーボールを始

今回取材した 4 人の選手から分かったことは、実業団

めたのは高校生の時。「バレー歴は短いが濃厚な時間

の練習は実践を想定したとても内容の濃いものであ

を過ごした。恩師や関わってきた人に恩返しできるよ

り、そこでフィジカルの面や技術力の面で大学時代と

うに。
」と意気込んだ。平井選手の今シーズンの目標

は差が出ているということだ。シーズン開始まではま

は“試合に出場すること、チームの目標に貢献できる

だ時間があるがこれからもリーグ優勝、タイトル獲得

ようにすること”。これからの試合での活躍が楽しみ

を目標に練習を頑張ってほしい。

(高山綾汰)

である。

僅差も競り勝ち優勝へ！！

(竹本早希)

3 月に終わった昨シーズンの反省点

チームの勝利に必要な
実業団の練習とは！？

や現在の様子などをイズミメイプルレ
ッズ監督の中山剛さんに聞きました。
「僅差での競り負け。ゲームを通して最大限のプレ

来シーズンに向けて現在練習中の湧永

ーが引き出せるようなスタミナとプレーも大事だ

レオリック。今回は新しく加入した 4 人の選手を中心

が、頭のスタミナも欠かせないです。現在は段階を

に、練習について取材した。新人選手は 4 人とも大学

追って、目標、目的を明確にすることで選手たちの

から実業団チームに加入したということで、大学と実

モチベーションの向上につなげています。日々たく

業団の練習の違いについて取材した。

さんの方々に支えられて練習ができていることの感

１人目原口宙輝選手は、「練習の質と練習に対する集

謝を、ハンドボールのパフォーマンスで皆様にお届

中力」に違いを感じた。大学では、単調なトレーニン

けしたいと思います。」とメッセージを頂きまし

グが多かったのに対し、実業団では 1 つのメニューに

た。来シーズンは昨シーズンの弱点を克服したイズ

複数の動きを合わせたトレーニングが多く、練習時の

ミメイプルレッズの戦い方に注目です！！

選手の集中力は大学の比べ物にならないくらい高い

(西本涼真)

ようだ。
感じたという。磯田選手の大学時代には週に一回ウェ

広島ガスバドミントン部
新人選手紹介

イトの日が設けられていたが、ウェイトのメニューが

志波 寿奈選手 【身長 165cm 左利き】

次に磯田健太選手は、「ウェイトの質と量」に違いを

決められていなかった。しかし、実業団チームになっ
てからはダンベルを持つ日が増え、毎回メニューが決

「粘りあるプレー」に注目し

められており目的をもってウェイトメニューに励む

て観てください。チーム目標

機会が増えたと感じたという。

は日本一、個人では全日本社

3 人目の福本吉伸選手は、
「フィジカル面」だ。学生の

会人で優勝すること。コロナ

頃は半身抜ければシュートに行けたが、実業団のディ

禍の現在では、「当たり前に

フェンスを相手に 1 対 1 をして半身抜いた状態でも

練習ができる環境に感謝す

腕だけで守られたという。

ることを忘れず、目標に向か

最後に小武蒼太選手が感じた違いは、「細かい技術と

って頑張りたい」と語ってく

専門的なトレーニング、ケアに対する意識」だ。実業

れました。またファンの皆さんに向けては、「実業団
2

選手になるという夢がかなってこれからが楽しみで

方々に向けてメッセージをいただいた。

す。今後たくさんのことを吸収し、力をつけ、人とし

本倉健太郎選手「ルーキーらしくアグレッシブにプレ

ても成長していけるように頑張ります。応援のほどを

ーしていきたいと思いますので応援よろしくお願い

よろしくお願いします。」と話してくれました。

いたします。」
内田理久選手「新入社員らしく元気よく明るく精一杯
頑張りますので応援の程よろしくお願いします。」

鈴木 沙也夏選手 【身長 171cm 左利き】

とルーキーらしいメッセージをいただけた。私たちも
コロナ禍の中でも気持ちを落とさず練習に取り組ん

「高身長とサウスポーを生

でいる NTT 西日本ソフトテニス部の選手のみなさん

かしたガッツあるプレー」

を応援しよう。

(小野山陸人)

に注目して観てください。
チーム目標は中国地区で優
勝、Ｓ/Ｊリーグで上位を目
指すこと、個人では全日本
社会人で日本一を取るこ
と。さらに世界で活躍する
選手になること。コロナ禍
の現在では、練習や試合ができることを当たり前にせ
ず、一日一日を大切にすることを心掛けているという
ことがモチベーションだそうです。また、ファンの皆

内田 理久 選手

本倉 健太郎 選手

様に向けて「皆さんの応援がとても力になっています。
これからも目標に向かって頑張っていくので応援よ

次につながる織田記念陸上！

ろしくお願いします。」と話してくれました。
(濱本夏美)

4 月 29 日に、第 55 回織田幹雄記念
国際陸上競技大会が、広島広域公園陸上競技場で開催
され、中国電力陸上競技部から 11 名の選手が出場し

期待の新人！NTT 西日本
ソフトテニス部をさらなるレベルへ！
今回のトップス記事では、NTT 西日本ソ
フトテニス部の本倉健太郎選手・内田理久選手にアン
ケートに答えてもらった。チームの雰囲気についての
質問に「レベルが高く充実している」「みなさん前向
きでいい雰囲気」と答えられ、良い印象を持たれてい
るようであった。広島の印象についての質問ではお二
人とも「住みやすくて良い」と答えられ、広島の街に
対しても気に入ってもらえているようだ。コロナ禍で
なかなか思い通りにできない現状でも「大会があった
ときに高いパフォーマンスができるように意識して
いる」「今できることに時間をかけてしていく」と高
い意識を持って取り組んでおられ、今シーズンの目標
は天皇杯優勝・タイトルと大会をしっかり見据えられ
ているようだ。最後に、それぞれの選手から地域の

た。この大会は、日本グランプリシリーズ指定大会で
あり、全国的にも注目度が高い。その中で、選手は地
元のチームとしてアピールできるよう、レースに挑ん
だ。あいにくの雨模様だったが、久しぶりに観客の応
援がある中での開催で、自己ベストの選手はいなかっ
たものの、13 分台でフィニッシュした選手が 3 名い
た。中でも、秋山選手は大学卒業後なかなか記録が出
ない苦しい時期が続いていたが、ようやく練習通りの
結果が出すことができ、スランプを抜け出すきっかけ
となった。他の選手も次につながるような良いレース
となった。これから、夏になると試合がほとんどなく
なり、選手は、スタミナ強化や筋力アップのための地
道な練習が多くなるが、目標達成、応援してくれる人
たちのために練習に取り組んでいく。今年も、2 大エ
ース岡本選手、藤川選手をはじめとし、秋山選手や、
新人選手の池田選手、大森選手、菊地選手など注目選
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手が多く目が離せない。
(岩本綾乃)

東京２０２０オリンピック
広島からホッケー女子日本代表に選出！！
コカ・コーラレッドスパークスホッケ
ー部より錦織えみ選手、山田明季選手、浅井悠由選手、
尾本桜子選手、森花音選手、松本夏波選手の 6 名の選
手が東京 2020 オリンピックホッケー女子日本代表に
選ばれた。選手は、自国開催の特別な東京 2020 オリ
ンピックに出場することに喜びと感謝の気持ちで溢
れていると語った。また、スタンドバイプレイヤーと

(小林賢生)

いう枠組みでもコカ･コーラレッドスパークスホッケ

レギュラー奪取へ！
勝負強さ光る中村奨成選手！

ー部より田中秋桜選手と三橋亜記選手の２名が選出
された。

2021 年 5 月、日本の空に鯉が舞う
季節に、若いカープ戦士たちは例年以
上に奮闘してみせた。ルーキーながらカープの守護
神を任された栗林選手、俊足巧打の 2 番打者として
定着した羽月選手。どれもカープの明るい希望だ。
そんな選手たちに負けない輝きを放った選手がい
た。カープの正捕手を狙う中村奨成選手だ。今シー
ズンは開幕 1 軍とはいかなかったものの 2 軍での活
躍が買われ昇格を果たした。4 月には待望のプロ初
安打を放ち、今シーズンにかける思いは計り知れな
い。
これらのことは、東京 2020 オリンピック競技大会
の女子日本代表さくらジャパンのメンバー16 人とい
う限られた枠組みの中で 6 名の選手がオリンピック
選手として選出されたことは、誠に光栄なことであり、
コカ・コーラレッドスパークスというチームを知って
もらえるきっかけにもなり、ホッケーというスポーツ
の魅力をオリンピックという大所帯でたくさんの方
に知ってもらえることも出来る。広島県を代表し、日
本代表としても活躍する選手は一戦一戦全力でプレ
ーをし、観てくれている人々に勇気や感動を与えてく
れる。その頑張りに応えるべく私たちはしっかりと応
援し、金メダルを取ってくることを期待したい 。

中村選手の活躍が最も光った試合がある。5 月 19
日の対巨人戦だ。その日、中村選手はプロに入って
初めてスタメンマスクをかぶった。セ・リーグ屈指
の攻撃力を誇る巨人を相手に、チームの命運は中村
選手に託された。チームは 4 回に先制を許すもの
の、その後は中村選手の巧みなリードがさえわたり
巨人打線を寄せ付けない。同点で迎えた 6 回、無死
満塁のビッグチャンスで中村選手の打席を迎えた。5
球目を叩いた打球は試合の均衡を破り、チームに勢
いをもたらすプロ入り初タイムリーヒットとなっ
た。この打点が決勝点となりチームの勝利に花を添
えた。試合後のインタビューでは「次につなげてい
きたいと思います」と語り、常に明日を見据えるま
なざしは、甲子園で 6 本塁打放った高校時代そのま
まだ。

4

その後も 10 点以上の点差を維持したまま、最終的に
は 84-69 で勝利し、B リーグ 2020-21 シーズンを 2 連
勝で終えた。
9 日の試合後、2020-21 シーズンを終えたことについ
て、田中成也選手は、「色んなことがあり、辛いシー
ズンだった。この経験は次のステップに生きてくると
思う。」とコメントした。今シーズンは B1 からの降
格がないため、来シーズン、B1 の舞台で広島ドラゴ
ンフライズが飛躍することに期待したい。
(蔵本陽輝)

新型コロナウイルスの影響が拭いきれない状況で
はあるが将来を背負って立つ若い力から今後も目が
離せない
(前田健太郎)

ドラフラ、シーズンを 2 連勝で終える
広島ドラゴンフライズは、5 月 8 日、

広島県の木、広島県の花として県民に

9 日に本拠地で信州ブレイブウォリアーズと対戦し

なじみの深いモミジをモチーフにしま

た。8 日の試合は、1Q、2Q ともに信州を 10 点台に抑

した。「新緑のモミジ」はジュニアスポ

え、54-29 で前半を終えた。3Q は信州に 19 連続得点

ーツの育成を、「紅葉のモミジ」は選手

され、点差を 12 点差まで詰められたが、4Q で再び点
差を広げ、100-81 で勝利した。この試合、広島ドラゴ

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、

ンフライズは 5 選手が 2 桁得点し、2 点シュート、3

広島県のスポーツのジャンプアップを図ることを意

点シュート、フリースロー全ての確率が信州を上回っ

味しています。

た。
9 日の試合は、前日の試合とは違い、1Q は 16-15、
2Q は 23-23 で前半は 1 点のリードとなった。3Q、前
半 4 点に抑えられた攻守の要のエチェニケが 13 得点
するなど、このクウォーターで点差を 18 点に広げた。

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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