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「走りだせレジーナ WE リーグ開幕！」 

2021年 9 月、日本初の女子プロサッ

カーリーグ「WE リーグ」がついに始ま

る。WEリーグ参戦チームは全部で 11ク

ラブ。広島からは昨年から新たに始動した「サンフレ

ッチェ広島レジーナ」が参戦する。今シーズンのスロ

ーガンは「共感」である。女子サッカーを通じて、広

島に勇気と希望を与えられる存在になることを目指

している。WE リーグ開幕に先駆け 4 月から 6 月にか

けて行われたプレシーズンマッチでは昨年チャンピ

オンの三菱重工浦和レッズレディースに引き分ける

などして 2 勝 1 分け 1 敗という結果となった。WE リ

ーグ開幕に向け、鹿児島県でキャンプを行うなど、準

備は万全だ。 

サンフレッチェ広島レジーナ初代監督に就任した

のは中村伸監督である。中村監督は 2014 年にサンフ

レッチェ広島男子プロチームのトップコーチに就任

し、2015 年にはサンフレッチェ広島のリーグ制覇を

経験している。 

中村監督は就任時の記者会見で「クラブの歴史を皆

さんと一緒につくっていきたいと思っていますし、そ

う思っていただけるような一体感、躍動感のあるサッ

カーを展開していきたいです。」とコメントしている。 

WEリーグ開幕戦は 9月 12日土曜日、アウェイでち

ふれ ASエルフェン埼玉と対戦する。 

今、初代女王を目指してサンフレッチェ広島レジー

ナが紫の旋風を巻き起こす。  

(狩野稜太) 

広島から翔べ！W杯アジア最終予選への挑戦 

2021 年 8 月 26 日、背番号 19、DF 佐々木翔選手が

「FIFAワールドカップカタール 2022アジア最終予選

（Road to Qatar）」の日本代表メンバーに選出され

た。佐々木選手は 2015 年にヴァンフォーレ甲府から

完全移籍で加入。その年の Jリーグ制覇をかけた明治

安田生命 2015J リーグチャンピオンシップでは得意

のヘディングでゴールを決めるなどサンフレッチェ

広島の 3度目のリーグ制覇に貢献した。しかし、その

後の 2 年間は大きな怪我に見舞われ戦線離脱を余儀

なくされた。そんな状況でも諦めることなくリハビリ

を続け不死鳥のごとく見事な復活を果たしたのだ。 

佐々木選手はこれまで国際 A マッチに 12 試合出場

し 1得点を決めている。 

これから始まるワールドカップ出場への道に広島の

不死鳥が挑む。            （押川梨沙） 

 

チームの新戦力 

JT サンダーズ広島の開幕が近づいて

きた。今回も昨シーズン内定した選手

を紹介していく。 

まずは、坂下純也選手。ポジションはアウトサイド
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ヒッター。昨シーズン 2月

14 日大分三好ヴァイセア

ドラー戦では初出場初得点

した。坂下選手は、試合を

振り返って、「いつでも出て

戦う準備はしていたので緊

張しなかった。これまで自

分が培ってきたことが Vリ

ーグでも通用すると確信し

た。」と語った。また。シー

ズン全体を通しては、「自分に求められているプレー

がなかなかできなかった」。と言う。今シーズンの目

標は“ミスの少ないプレーを心掛け、いぶし銀と言わ

れるように頑張る”こと。 

続いて西村信選手。ポジションは坂下選手と同じア

ウトサイドヒッター。西村選手は昨シーズン地元山口

県で行われた試合に出場した。この時、西村選手は

「（ファンの方々に）応援していただいているなと改

めて実感した。」と答えてくれた。 

今シーズンの目標は“少しでも試合に出られるよう

に頑張る”こと。 

また、両選手ともチームの優勝を大きな目標として

いる。チームの新戦力の活躍から目が離せない。 

(竹本早希) 

 

シーズン開幕！目指すは優勝!! 

 

8 月 28日にワクナガレオリックの開幕

戦が広島のグリーンアリーナで行われ

た。相手は昨シーズンよりリーグに新規加入した「ジ

ークスター東京」だ。結果は 22－30 と相手の補強し

た選手への対応不足もあり苦戦を強いる結果となっ

てしまい、惜しくも開幕戦勝利とはいかなかった。続

く第 2戦の「北陸電力ブルーサンダー」には、31－30

と勝利を収めることが出来た。しかし、僅差での勝利

に「突き放す場面でミスがでてしまった」という。第

3戦では、「ゴールデンウルヴズ福岡」と対戦。この試

合も、32－21で勝利し、連勝することが出来た。この

試合を振り返って、我々の取材にも「いい攻めが出来

た」と、納得のいく試合だったようだ。この勢いのま

ま勝利したい第 4戦だが、監督不在の中、後半のミス

からの失点などにより 25－27 で「大崎電気」に惜し

くも逆転負けしてしまった。取材を行った 9 月 15 日

現在の戦績は２勝 2敗となっている。 

 新シーズンが始まりワクナガレオリックの目標は、

もちろんプレーオフ優勝だ。今シーズンから新しい風

として海外でコーチングを学び帰国した佐藤智仁コ

ーチが着任し、小薮監督とともにシーズンを向かえた。

2012 年から行っている期限付きの海外移籍によって

個人だけでなくチーム全体のレベルアップをアクテ

ィブに行っている。そんなワクナガレオリックのプレ

ーオフ優勝に大きく期待したい。 

（小野山陸人） 

 

シーズン開幕！勝利をつかむ！ 

8月 28 日についに JHL が開幕し、飛

騨高山ブラックブルズ岐阜との試合が

行われた。試合結果は、イズミメイプル

レッズがディフェンスからの速攻というシステムを

駆使し、 イズミ 26（14-8．12-9）17 ブルズでイズ

ミが勝利を収めた。今回は、イズミメイプルレッズの

キャプテン堀川真奈選手にいくつか質問し答えてい

ただいた。 
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先日の試合の感

触を質問したとこ

ろ「チームとして

は、初戦で緊張し

ていたが１番は勝

てたところが良か

った、しかし前半

の立ち上がりが良

くなかった、出だ

しが悪かったのが

課題だった。良か

った点としてはデ

ィフェンスからの速攻というシステムをうまく機能

させていたことが良かった」とコメントした。 今シ

ーズンはどのようにチームに貢献していきたいかと

いう質問に「昨シーズンはキャプテン一年目というこ

とでキャプテンという立場の自分を模索しながらの

一年で、あまりチームを引っ張ることができなかった

が、２年目で心に余裕ができプレーも得意のディフェ

ンスで頑張っていきたい。」とコメントした。次の試

合が１か月後という長い時間がある中どのようなこ

とを強化していきたいかという質問に「今は一度初心

に戻って基礎のトレーニングに力を入れている。自分

は接触の多いポジションなのでパワー系のトレーニ

ングなどを強化し、次のホーム戦に向け力をつけてい

る。」とコメントした。ファンの方々にメッセージを

お願いしたところ「コロナ禍で大変な時期に会場に来

てもらえる人に勇気や元気を与えるプレーをして、応

援にこたえられるようにしたい」とコメントした。初

戦を勝利で飾ったメイプルレッズ、キャプテン堀川真

奈選手の活躍も注目し、今後のイズミメイプルレッズ

の快進撃に期待したい。 

 (西本涼真) 

 

新加入小林コーチとともに！ 

今シーズンより、広島ガスバドミント

ン部に小林寛哉コーチが加入した。“足

が攣ってもやる”ところがアピールポ

イントである小林コーチについて紹介していきたい。 

小林 寛哉（コバヤシ ヒロヤ）/179㎝ 右利き 

広島ガスバドミントン部の選手の印象として、意思を

持ち練習に取り組む姿勢が印象的で向上心の高い選

手たちであるという印象を受

け、日頃の練習から簡単に諦め

ない姿を見てコーチ自身も自

然と熱くなってしまうそうだ。

そんな良い雰囲気のチームで

「選手一人ひとりの個性を尊

重し、どうすれば目標を達成で

きるのか、どのように課題に取

り組むのかをともに考えなが

らサポートしていきたい」と語ってくれた。 

チームの本拠地広島を、地元である鳥取県に比べて人

も車も多いが、路面電車が走り、多くの川が流れてい

るため、都会でありながら都会を思わせないところが

魅力であると感じている。 

ファン・地域の方へ「まず、医療関係者の皆様や日々

の生活を支えていただいている皆様へ心より感謝申

し上げます。コロナ禍で試合の中止が続きますが開催

できる状態になった際には良い成果をお届けできる

よう日々努力していきますので応援よろしくお願い

します。」という言葉をいただいた。コロナ禍で体を

動かすこともよいが、それ以外にもプレーの映像を見

る事で視野が広がるということも教えてくれた。 

菊田監督・江藤コーチ・小林コーチの下で広島ガスバ

ドミントン部の選手の躍進に期待したい。 

(濱本夏美) 

 

激闘！！雪辱を晴らすべく！ 

7 月 23 日から 25 日の 3 日をかけて栃

木県那須塩原市の石川スポーツグラウ

ンドくろいそで「第 66回男子・第 65回

女子全日本実業団ソフトテニス選手権大会」が開催さ

れた。コロナ渦の影響で無観客での開催となったが、

会場は選手の熱気であふれていた。NTT西日本ソフト

テニス部からは 9名の選手が出場した。この大会にお

いて NTT 西日本ソフトテニス部は 4 連覇という功績

を残しており、前回大会では惜しくも 5連覇を逃して

しまった。 

その雪辱を晴らすため堀監督は試行錯誤し、選手ペア

の組み合わせに悩んだと語っている。大会初日は危な

げなく勝ち上がった。しかし、2日目のワタキューセ

イモア戦で苦戦を強いられ勝利は納めるも堀監督は

「この試合、何か違うなと感じていました」と語った。
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準決勝の東京ガス A 戦では堀監督が感じていた違和

感が現実となったのか 2 連敗で 3 番手のペアが登場

することなく敗退となってしまった。 

今大会で NTT 西日本ソフトテニス部は悔しい結果と

なってしまったが、新人選手が奮闘するなど日々変化

し、成長を続ける NTT西日本ソフトテニス部の今後に

期待だ。 

（高山綾汰） 

 

駅伝シーズンに向けて！ 

 中国電力陸上競技部は、秋・冬の駅伝

シーズンに向けて、感染対策を徹底し、

広島県庄原市、北海道などで夏合宿を行った。練習は

チーム全体で行い、起伏の激しいコースを使った筋力

トレーニングや長距離走を中心とした基本練習によ

り、長い距離を走るための土台作りを行った。選手た

ちは一ヶ月 1000km を超える距離を走り、チームの団

結力を高めた。合宿を通して、選手一人一人が駅伝シ

ーズンに向けて着実に力をつけてきている。その中で

も、入社二年目の中島大就選手は、二月に怪我をして

走れない時期が続いていたが、八月からチームの練習

に合流し、今回の合宿ではしっかりと練習を積むこと

ができた。中島選手は明るい性格で、チームの中でも

ムードメーカー的存在である。また秋山雄飛選手は暑

さを苦手としているが、今年は順調に練習することが

できているため、駅伝での活躍が期待される。 

 11 月 20 日に第 66 回全日本実業団対抗駅伝競走大

会（ニューイヤー駅伝）の予選を兼ねた、第 60 回中

国実業団対抗駅伝競走大会が開催される。夏合宿の成

果を発揮し、7年ぶりの優勝で、ニューイヤー駅伝へ

弾みをつけたい。 

 
 (岩本綾乃) 

コカ･コーラレッドスパークス 

2021年シーズン開幕 

2021 年に入り、シーズン開幕に向け

準備を続けてきたレッドスパークス。昨シーズンより

も『強いチーム』を目指し、レギュラー争いも含め強

化を続けてきた。そしてレッドスパークスの 2021 年

シーズン開幕戦である、『高円宮牌 2021 ホッケー日

本リーグ/レギュラーステージ』の初戦が 9 月 4 日に

行われ天理大学ベアーズと対戦した。開始から硬さが

目立ちなかなか得点に届かない時間が続くも、最初に

均衡を破ったのは No.16松本夏波選手、相手に囲まれ

ながらも得点を決めた。その後流れを掴み 4-0で初戦

を勝利で飾った。翌 5日は立命館ホリーズとレギュラ

ーステージ 2戦目が行われ、開始早々No.22森花音選

手が得点を決めると、続く No.17 山田明季選手も得

点、攻撃の手を緩めることもなく、5-0で 2勝目をあ

げた。3戦目は 9月 11日、山梨学院 CROWNING GLORIES

と対戦。相手に得点を与えることなく 3-0で 3勝目と

した。4 戦目は翌 12 日、東海学院大学と対戦。今季

初となる失点を許し 1-1と引き分ける。引き分けの際

行われる(※勝ち点を分けるために行われる)SO 戦で

勝利し、勝ち点２を獲得した。レギュラーステージ 4

戦を終え、3勝 1分け(勝ち点 11ポイント)となった。 
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 レギュラーステージも残り５戦と折り返しを迎

える。ホッケー日本リーグは新型コロナウイルスの影

響により、リモートマッチとなり動画配信によるライ

ブ配信がある。コカ･コーラレッドスパークスの強さ、

そして勝利への執念をこの目に焼き付け、一丸となっ

て応援することが、コカ･コーラレッドスパークス優

勝の後押しをするものと確信している。 

 

 (小林賢生) 

 

世界の頂点！ 

金メダルに導いたカープ選手の活躍！  

 2021年の夏、いまだ衰えを知らない

新型コロナウイルスが猛威を振るう

中、8月 7日、東京オリンピック野球決勝、日本は

アメリカに勝利し、世界の頂点に立った。最後のア

ウトを取り野球日本代表チームの歓喜の輪がマウン

ドから広がる光景が感動を呼んだことは記憶に新し

い。カープからは 12球団最多の 4人が選出された

が、日本が金メダルを獲得した背景にはカープ選手

の奇跡的な力を感じる。 

最後のマウンドを任された栗林良吏投手は東京オ

リンピックが昨年に開催されていれば、代表に選出

されることはなかった。しかし、今回の大会では全

試合に登板し 1年目とは思えないピッチングで大役

を果たした。「感謝しながら恩返しのつもりで投げ

ていました」と語った。決勝戦、先発投手として投

げた森下暢仁投手も 2勝を収めた。新人王を獲得し

た昨年よりもさらにレベルアップし、堂々と投げ抜

いたことが金メダルをぐっと引き寄せた。「勝たな

いといけないという思いと重みがありました」とそ

のコメントにも日本のエースとしての責任が現れて

いる。 

野手では鈴木誠也選手と菊池涼介選手が選ばれ日

本代表の絶対的な精神的支柱を担った。結果が出な

かった試合でも常に明るく前を向く姿勢がチームを

鼓舞させた。決勝戦まで 1安打と苦しんだ鈴木選手

は決勝戦で 2安打を放ち、菊池選手は守備で華麗な

プレーを連発した。東京オリンピックを終え鈴木選

手は「この経験をプラスに変えて、燃え尽きないよ

うに頑張ります」、菊池選手は「後半戦、頑張って

いきたいと思います」ともう視線は日本一へと向い

ている。 

この選手一人ひとりの気持ちが一つでも欠けてい

れば、日本は金メダルに手が届かなかったかもしれ

ない。やはり奇跡的な力を感じずにはいられない。

ペナントレースも後半戦に入り激戦が続く。オリン

ピック優勝を経験し、さらに進化した 4人の選手の

活躍からは今後も目が離せない。 

(前田健太郎) 

ドラフラに 6選手加入 

広島ドラゴンフライズに選手 6 人が

新たに加入した。新加入の選手は寺嶋

良選手、辻直人選手、青木保憲選手、船

生誠也選手、チャールズ・ジャクソン選手、ニック・

メイヨ選手である。各選手について、新入団記者会見

でのコメントを交えながら紹介していく。京都ハンナ

リーズからは昨季新人王ベスト 5 の寺嶋選手が加入

した。寺嶋選手は「スピード、フレッシュさを生かし

てチームの勝利に貢献し、広島とともに成長していき

たい。」と語った。川崎ブレイブサンダースからは青

木選手と東京オリンピック日本代表候補に選出され

ていた辻選手が加入した。青木選手はアグレッシブな

ディフェンスとゲームコントロールで、辻選手はシュ

ート力とチャンスメイクでチームの勝利に貢献した

いと語った。昨季西地区優勝の琉球ゴールデンキング
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スからは船生選手が加入した。船生選手は「オフェン

スでも、ディフェンスでもオールラウンドにプレーし、

チャンピオンチームのマインドなどを共有したい。」

と語った。そして、外国籍選手では、ゴール付近で体

を張れるジャクソン選手がサンロッカーズ渋谷から、

昨季 B1 得点王のメイヨ選手がレバンガ北海道から加

入した。また、2021-22シーズンのキャプテンはエチ

ェニケ選手、副キャプテンは辻選手、オフコートキャ

プテンは青木選手に決定した。 

 (蔵本陽輝) 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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