発行日：12月1日

クールに参加した子どもたちに伝えた。

大迫敬介選手
GK 王国広島への想い
10 月 3 日（日）に開催された J1 リー
グ第 31 節名古屋グランパス戦のホーム
ゴール裏に、「大迫敬介シート」が設置された。今回
の特別シートの設置は「コロナ禍でファミリーの方と
触れ合う時間が減り、プロサッカー選手としてなにか
できないか。」と考えた大迫選手からの申し出から実
現した企画であり、その後の鹿島アントラーズ戦、FC

(c)2021 S.FC

東京戦を含めホーム３試合で実施された。サンフレッ
チェ広島サッカースクールに通っていて GK をしてい
る、または GK に興味のある子供たちを招待する企画
となっており、名古屋グランパス戦でも 2 組 4 名が招
待された。ウォーミングアップから GK の間近で実際
の練習を見学でき、ゴール裏から GK 目線で見る試合
は、GK を目指す子供たちにとって至福の時間になっ

今後の目標として大迫選手は、「広島の顔になり、国
を背負って戦える選手になります。ＧＫ王国サンフレ
ッチェ広島の最前線を走っていきたい。
」と話した。
サンフレッチェ広島の守護神として、日本の守護神と
して、これからの大迫選手に期待したい。
(狩野稜太)

たに違いない。大迫選手は「ピッチ目線で試合をみる
子ども達の輝かしい目や感想を聞くことができやっ
てよかったなと思います。シートに座った子供たちが
GK を好きになって、目指すきっかけになれば嬉しい。」

た。開幕からのこれまでの成績は、3 勝 7 敗。（11 月

また、10 月中旬、大迫

25 日現在）なかなか苦しいシーズンの幕開けとなっ

選手と川浪選手のトッ

た。この状況に小野寺選手は、「現在は負けが先行し

プチームのＧＫ2 選手

ていますが、選手、スタッフがコミュニケーションを

がサンフレッチェ広島

積極的に取りながら、勝利に向けてチーム全員で戦っ

ＧＫスクールに参加し

ています。」と答えてくれた。チーム目標は「ファイ

た。子どもたちにとっ

ナル 3 進出、優勝」。個人目標は、
「チーム目標を達成

て、プロ選手と一緒に

できるように、日々の練習やトレーニングでは課題を

トレーニングできたこ

克服しながら、成長、レベルアップすること」だ。

とは刺激になったはず

そして、金子聖輝選を手今シーズン注目の選手として

だ。ここで大迫選手は、
意識していることをス

10 月 15 日、小野寺大志選手率いる新制
JT サンダーズ広島のシーズンが開幕し

と語った。

基本の大切さや、普段

2021 シーズン JT サンダーズ広島
新始動！

あげてくれた。金子選手は今シーズン副主将に就任し、
(c)2021 S.FC

小野寺選手と共にチームを引っ張っていく存在だ。小
野寺選手は「若い選手が多い今のチームをセッターと
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いう司令塔のポジションから引っ張っている。」と金

攻めの確認などをするそうだ。さらに、チームとして

子選手に注目している。

の課題を分析するなどブレイクタイム後の試合に向
けてしっかりと準備を進めているようだ。

また、今シーズン小野寺選手はプロ選手となり、新
たなキャリアもスタートさせており、ブロック決定本

JHL/INFOTO(amana）

数リーグ 2 位とシーズンスタートから好成績を残し
ている。小野寺選手率いる、新制 JT サンダーズ広島

プレーオフ出場にはまだまだチャンスがある。これ
までの試合を活かして是非勝利を掴んでほしい。

から目が離せない。

(小野山陸人)

(竹本早希)

シーズン折り返し！
巻き返しなるか！

アウェイ戦でも快進撃！
11 月 3 日に日本ハンドボールリーグ第

リーグ戦の約半分の試合が終わり、

5 戦、アランマーレとの試合が富山県で

後半戦に入る第 46 回日本ハンドボールリーグ。湧永

行われた。試合結果は、イズミメイプルレッズ河原畑

レオリックは、これまで 10 戦を行い、3 勝 1 分 6 敗

祐子選手の活躍もあり、 29（17-10．12-12）22、イ

となっており 11 チーム中 7 位となっている。

ズミが勝利を収めた。

10 月 2 日、
佐賀県で行われたトヨタ紡織九州戦では、
うまくペースを握ることができず、
（湧永）20-24（ト
ヨタ紡織）で惜しくも負けてしまった。続いて沖縄県
で行われた琉球コラソン戦、厳しい暑さの中でも（湧
永）33-27（琉球）と勝利を収めることができた。愛
知県で行われた大同特殊鋼戦では前半でリードを奪
ったものの、後半で一進一退の攻防が続き、（湧永）
24-24（大同）で引き分けとなった。2 連戦となった第
9 週、1 戦目のトヨタ車体戦ではシュートミスからの
失点などにより、
（湧永）23-36（トヨタ車体）と点差
のはなれる結果となってしまった。翌日の試合では現
在首位の大崎電気戦だったが、うまく湧永のペースに
持っていくことができず、
（湧永）24-29（大崎）で敗
北してしまった。
ここから 2 週間ほどのブレイクタイムがあり一度
対戦したことあるチームとの試合が行われるのだが、
2 戦目を迎えるにあたって、どんなことをするのか取
材した。まず、選手たちに足りていないことの補強、

今回の勝利に大きな貢献をした、河原畑選手は「今シ
ーズンで一番緊張していた。だが、チームメイトの皆
と話したりすることで緊張の緩和ができた。でも試合
の序盤は思い通りのプレーがあまりできなかったが
中盤から緊張もほぐれいつも通りのプレーをするこ
とができた。」とコメント。河原畑選手は主にオフェ
ンス時、左のバックプレーヤーとしてチームをけん引
しているが、今回は逆の右バックプレーヤーとしてコ
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ートに立った。「いままでハンドボールを続けてきた
中で右バックを正式に担当したのが初めてで、視界が
逆になるのでボールに対する体の向きや使い方にと
まどったのが反省点でもあります。だが、右利きの右
バックの良さを引き出せるように積極的にシュート
し得点に貢献していきたいと思います。」と新しいポ
ジションにも意欲的だ。インタビューの最後には「年
明けからも試合がどんどん始まっていく中で、それぞ
れのチームが対策を取ってくるので一巡目とは違う
試合展開になっていくと思う。とにかく心を熱く燃や
して、見てくださるファンの方々にわくわくできる試
合を届けていきたいと思います」と熱く語ってくれた。
今後の河原畑選手のプレーに期待がかかるイズミメ

これからリーグ開幕に向けてますます広島ガスバド
ミントン部から目が離せない。
(佐藤 遥香)

イプルレッズ。皆さんでリーグ優勝まで応援していき
ましょう！
(西本涼真)

さらなる強みを目指す！
～3 チーム合同合宿～
広島ガスバドミントン部は、緊急事態
宣言が明けた 10 月 26 日から 10 月 30 日の 5 日間、
感染対策を徹底したうえで、北都銀行（秋田）とヨネ
ックス（東京）の 3 チーム合同合宿を山中湖にて行っ
た。練習内容は基本ストロークや試合形式、ロードワ
ークに及び、夕食後も
練習という事で、練習
相手も充実し、日本代
表選手やオリンピアン
を肌で感じることがで
き、選手たちにとって
良い経験となったと同
時に充実した合宿とな
った。また、標高が
1000m 以上ある環境下
での合宿だったため、
息苦しさもある中での合宿となった。
「久々の外部のチームとの交流ということもあり、新
鮮な気持ちで取り組むことができ、体はボロボロでし
たが”チーム全員”で乗り越えることができた。来年
2 月に開幕する S/J リーグに向けて良いきっかけにな
ればと思います」という言葉を監督から頂いた。

広島に届ける主将の思い！
今回、NTT 西日本ソフトテニス部の主将
である長江光一選手にアンケートに答
えてもらった。
現在新型コロナウイルス感染拡大の影響で大会が中
止になるなど苦しい状況であるがその中でのチーム
の雰囲気についてお伺いすると「良い雰囲気で練習が
できており、モチベーションを維持するのが大変な時
期もありましたが、今は各選手が自分の問題解決に取
り組んでいます」とチーム内の雰囲気は良い状態であ
るそうだ。しかし、チームの雰囲気作りというのは主
将としてやっていく中で大変だったそうで「練習の厳
しさと競技を楽しむバランスを維持することが難し
かったです」と答えていただいた。
そんな雰囲気作りと
モチベーションの維持
が難しい現在の状況で
あるが、長江選手自身
は練習をしていく中で
意図的に変化を楽しむ
ことをモチベーション
にしていると語ってく
れた。続いて広島の印
象については「広島は
住みやすいですし、食
べ物も美味しいので最高です」と答えていただいた。
なんとお好み焼きは週一で必ず食べるそうで、広島の
街を気に入ってもらえているようだ。
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最後に、長江選手から地域の皆さんにメッセージを
もらった。
「いつも NTT 西日本ソフトテニス部を応援

(岩本綾乃)

してくださり、ありがとうございます。大会で良い成

惜しくも優勝を逃す

績を収めることだけではなく、チームとして地域貢献
活動にも積極的に取り組んでいます。」と広島の街も
大切にしていられるようであった。長江選手が主将を

2 年連続優勝を目指して臨んだ高宮円

務める NTT 西日本ソフトテニス部は 2022 年アジア競

牌 2021 ホッケー日本リーグ、レギュラーステージを

技大会金メダルを目標としている。目標達成に向けて

無事トップで突破し、ファイナルステージも順調に勝

頑張っている NTT 西日本ソフトテニス部の皆さんを

ち進んできた。2 年連続 5 度目の優勝をかけた試合、

応援しよう。

ファイナルステージ決勝はソニーH C BRAVIA Ladies
（高山綾汰）

さんとの対戦カードとなった。しかし、先制点を取ら
れ自分たちのペースが掴めないまま２―０で敗北し、

悔しさ残る中国実業団駅伝

高円宮牌 2021 ホッケー日本リーグ２位という結果で

11 月 14 日（土）に第 60 回中国実業団

幕を閉じた。

対抗駅伝競走大会が行われた。中国電

レギュラーシーズン女子得点ランキングでは上位５

力陸上競技部は、7 年ぶりの王座奪還を目指し世羅の

位までに３名の選手がコカ･コーラレッドスパークス

コースを駆け抜けた。今回出走した 7 人の選手のうち

から選ばれた。４位４得点の田中泉樹選手・松本夏波

4 人の選手が世羅高校出身であり、高校時代に汗を流
した地でのレースとなった。
1 区では、
ルーキ
ー菊池駿弥選手が
スタートから飛び
出す積極的な走り
をしたが、後半は
なかなかペースが
上がらず区間 4 位
となった。その後、
2 区キャプテン藤
川拓也選手から 5
区チームのムード
メーカー中島大就
選手は、順位を 4 位にキープしたまま前との差を縮め
た。6 区ベテラン岡本直己選手が、区間賞の走りで 3
位に順位を上げ、7 区アンカーの清谷匠選手に襷をつ
ないだ。清谷選手は、先頭を行く中電工を追い、区間
新記録の走りを見せたが、チームは先頭と 34 秒差の
2 位と悔しさの残る結果となった。今大会の結果を受

選手。２位には８得点の森花音選手だ。
この悔しさを胸に刻み迎えた「第８２回全日本女子
ホッケー選手権大会」、なんとか優勝を勝ち取ろうと
突き進みましたが、この大会もまた一歩およばず準優
勝という結果。
今シーズンはこの雪辱を晴らすためには皆さんの暖
かい応援やサポートが必要不可欠である。是非、コカ･
コーラレッドスパークスホッケースタジアムに足を
運びましょう！！
(小林賢生)

けて、中国電力陸上競技部は元旦に行われる第 66 回
全国実業団対抗駅伝競走大会（ニューイヤー駅伝）の
出場権を獲得した。ニューイヤー駅伝では、昨年 24
位の悔しさを晴らし、チーム目標である 8 位入賞に期
待したい。
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が生まれるかもしれない。子どもたちのたくさんの笑

ガツガツ GUTS！カープを支える子供
たちの笑顔！

顔にはカープを支える力が宿っている。
2022 年シーズンはもうすでに始まっているといっ
ても過言ではない。Ｂクラスに終わってしまったチー

2021 年シーズン、カープは 4 位とい

ムは秋季キャンプを行い、リーグ制覇、日本一に向け

う結果に終わり、惜しくもクライマックスシリーズへ

スタートを切っている。

の出場を逃した。しかし、結果とは裏腹に選手は常に

来年のチームスローガンも「ガツガツ GUTS！」に決

輝きを放っていた。鈴木誠也選手ら主力選手を筆頭に

まった。来シーズンは子どもたちの笑顔やファンの期

今年は若手選手の活躍が目立った。特に栗林良吏投手

待を背に、文字通り選手のガッツ溢れるがむしゃらな

は 1 年目ながらもチームの守護神として 1 年間投げ

プレーがカープを高みへ導いてくれるに違いない。来

続けた。そのほかにも林選手や坂倉選手などこれから

年のカープの活躍から目が離せない。

のカープを担うであろう選手たちが今シーズンを大

(前田健太郎)

ドラゴンフライズ 好スタート

いに盛り上げた。2022 年シーズンは彼らの活躍がき
っと王者奪還へ導いてくれるだろう。
コロナウイルスの脅威が拭えない中、今シーズンも

B リーグ 2021-22 シーズンが開幕し

毎試合多くのファンの声援がカープを奮い立たせた。

た。広島ドラゴンフライズは、開幕から

また子供たちのはつらつとした笑顔の力も忘れては

7 勝 1 敗の好スタートを切った。今回は、朝山選手に

いけない。

コメントをいただいたので紹介する。

11 月 16 日、カープの森下暢仁投手と玉村昇悟投手

広島ドラゴンフライズは、日本を代表するシュータ

が広島市井口明神小学校の児童とオンラインでの交

ーの辻直人選手を獲得するなど、今季から新たに 6 人

流を行った。交流の中では質問コーナーが行われた。
「小学生の時の得意な教科を教えてください」という
質問に「体育以外得意ではなかった」という玉村投手
の回答に子供たちの笑い声が響くとても微笑ましい
場面もあった。森下投手に「野球をやめたくなった時
はありませんか」と質問が上がったが「プロは苦しい
ことが多いが勝ったときの喜びや達成感のために頑
張っている」と子供たちに向け真摯に答えた。普段テ
レビでは見ることのない意外な一面がありながらも、
プロ野球選手として誇りに満ちた一面を子供たちは
知ることができ、貴重な時間を持つことができただろ
う。子どもは無限の可能性を秘めている。ここから未
来のカープを支え、ファンを熱く盛り上げさせる選手

の選手が加入した。朝山選手が個々の能力が高いとこ
ろが今季のチームの強みだというように、1 試合 1 試
合、好成績を残す選手が違い、バランスのよいチーム
になった。
開幕戦のレバンガ北海道戦に 83-75 で勝利し、その
後も勝ちを積み重ね、10/24 には延長戦の末 85-77 で
京都ハンナリーズに勝利した。8 試合中 7 勝の成績を
収めたチームについて朝山選手は、「連携面など、ま
だまだ伸びしろのあるチームだと感じている。」とコ
メントした。今後も連携に磨きをかける。
広島ドラゴンフライズは、ここまでの 8 試合のうち 6
試合を本拠地で戦っており、全勝している。試合会場
には平均約 1,800 人のブースターが来場している。朝
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山選手は、
「ブースターの皆さんの熱が良く伝わって、
とても感謝している。」とコメントした。
最後に、今季の目標について朝山選手は、「メンバー
も大きく変わった新生ドラゴンフライズとして、1 つ
でも上を目指して 1 試合ずつ戦っていきたい。」とコ
メントした。好スタートを切った広島ドラゴンフライ
ズから目が離せない。
(蔵本陽輝)

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。

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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