新戦力、開幕 1 軍へ猛アピール！！
今年のカープにも新たに総勢１１名の若鯉が加わった。投
手の注目はやはりドラフト１位の黒原投手だ。最速１５１km/h
とカットボールが持ち味の本格派左腕は即戦力として期待が寄
せられる。また、２年連続カープの投手陣から新人王が選出さ
れていることからプレッシャーがかかることが予想されるが持
ち味を発揮してほしい。ここまでは巨人との練習試合で打者三
人を三者連続三振に仕留める好投の一方、オープン戦では被弾
を含め 2 失点するなど不安定さの残る内容となっている。今後、
修正力を含めた投手力アピールで開幕１軍入りを狙う。
そして、野手の注目はドラフト 6 位の末包選手だ。新人ながら春季キャンプの紅白戦
では４番を任されており、指揮官からの期待も高い。更にオープン戦の開幕戦でも４番
に抜擢され、チーム１号となる豪快なツーランホームランも放ってみせた。これまでの
対外試合では思うような結果が出せなかっただけに短期間でプロの球に対応するポテ
ンシャルの高さも見せてくれた。１８８㎝で１１０㎏と恵まれた体格から放たれる打球
も魅力的だが、５０メートル６秒２という俊敏さも武器だ。また守備の評価も高く、鈴
木誠也のメジャー挑戦で空いた穴を埋められるか。１年目から即戦力としての期待が高
まる。(福田一晟・西谷天司)

ピンチはチャンス！
逆境跳ね返すワクナガレオリック
新型コロナウイルスが猛威を奮い、次々と試合が延期になる中
で、ワクナガレオリックの選手に試合でのモチベーションの保ち
方について伺うことが出来た。試合延期が続く中「試合が延期に
なるということは、準備期間が長くなるということでピンチはチ
ャンスだ」と語っていた。選手たちのモチベーションが下がるこ
とはなく、前を向き続けている様子が見られた。
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また、日々の練習の中でワクナガレオリックの選手たちが常に大切にしていることは、「本番同様の意識をも
って練習に励むこと」と語っていた。実際に試合会場としても使用されている湧永満之記念体育館を普段の練習
場所として使用されているため、本番のイメージがしやすく、より意識を高められる環境だといえる。そのうえ
チームメイトである成田選手が東京オリンピックの日本代表に選ばれたことで、ワクナガレオリックの選手たち
のモチベーションがさらに上がることは間違いないだろう。「他のハンドボールチームと比べた場合のワクナガ
レオリックのチームの最も大きな強みになる」と各選手は口をそろえて語っていた。実際に 2 月 11 日に行われ
たトヨタ紡織九州との試合では、前半を 2 点差で終えるが、後半で逆境を跳ね返し見事逆転勝ちを収めた。これ
は選手たちが最後まであきらめず、準備期間にやってきた練習の成果を発揮することが出来たため掴み取ること
のできた勝利だ。
コロナ禍でも前向きに頑張っている選手たちの姿は、たくさんの人に勇気や感動、そして希望を与えてくれる。
来シーズンは更に熱いワクナガレオリックを見ることが出来るだろう。彼らの今後の活躍に期待したい。
(松村花音)

第 66 回ニューイヤー駅伝結果
中国電力、新加入選手、新コーチに期待

1 月 1 日、群馬県庁（群馬県前橋市）を発着点とする、7 区間 100 ㎞を全 37 チームで競う、第 66 回全日本
実業団対抗駅伝競争大会（ニューイヤー駅伝）に中国地区代表として挑んだ。
1 区中島大就選手が先頭と 33 秒差の 24 位で襷をつなぐと、2 区ンガンガ・ワウエル選手が、
8 人を抜き 16 位へと順位を上げる。しかし、
3 区主将の藤川拓也選手が波に乗れず 28 位に順位を落とす。4 区岡本直己選手が区間 10 位の走りで 8 人を抜き
20 位に。その後、5 区清谷匠選手が 2 人、6 区大森太楽選手、7 区山口和也選手が、1 人ずつ抜き、16 位での
ゴールとなった。昨年と同様に新型コロナウイルスの影響もあり例年とは違う環境でのシーズンであったが、
応援してくださる方への感謝の気持ちを胸に走りきることができた。
新加入選手として、三上雄太選手（創価大）
、大内宏樹選手（日体大）、コスマス・ムワンギ選手（世羅高）
がチームに加わった。三上選手は第 94 回箱根駅伝で 5 区区間 2 位の走りで創価大の往路初優勝に大きく貢献し
ており、大内選手は全日本大学駅伝、箱根駅伝での出場経験がある。ムワンギ選手は昨年のインターハイで
5000ｍ優勝、全国高校駅伝 3 区区間賞の実力を持つ。また、北京五輪男子マラソン代表の佐藤敦之氏がヘッド
コーチに就任した。新加入選手と新コーチが加わった今年の中国電力の活躍に期待している。
(赤木宏旭)
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駆け上がれ！地域の人たちと共に！
12 月 9 日から 12 日にかけて
愛知県・スカイホール豊田で
「Japan Company Top8」が開催
された。この大会は、中止とな
った日本リーグの代替ともいえ
る大会である。NTT 西日本ソフ
トテニス部は全試合を勝利で飾
り、団体戦優勝を果たした。昨
年の日本リーグで NTT 西日本
ソフトテニス部は 11 年連続 25
回目の優勝を飾っている。
堀晃大監督は「去年より、今
年 1 年の方がつらかった。なぜ
だか理由は分かないのですが、
調子が上がらなかった」と優勝を飾りながらも、苦しいシーズンだったと昨年を振り返った。
主将の長江光一選手にお話を伺ったところ、
「徐々に大会も開催され始め、チームのモチベーションは高まっ
ています。コロナ禍でこの 2 年間主要大会がほとんどなかったので、今年こそ『やってやるぞ！』と強い気持ち
で練習に打ち込んでいます。」と強い姿勢を示した。そして、最後に応援してくれる地域の方に対して「いつも
NTT 西日本ソフトテニス部を応援していただき、ありがとうございます。私たちは地域の皆様のご協力のおか
げで活動できております。
」と感謝の気持ちを強く述べた。また、
「良い成績を出すことはもちろんですが、地域
貢献活動も積極的に取り組んでいきたいと思っております。今後ともどうぞよろしくお願い致します。」とコロ
ナ禍でも前向きに進んでいく姿勢を示した。NTT 西日本ソフトテニス部の今後の活躍に期待が高まる。
(山田麗音)

日本を背負う広島の新生たち
2022 年 9 月に杭州（中国）で開催される「第 19 回アジア競技大会」の強化合宿メンバーに広島ドラゴンフラ
イズから背番号０、PG 寺嶋良選手と５、PG/SG アイザイア・マーフィー選手が選出された。
寺嶋選手は京都の名門校、洛南高校を卒業後東海大学へ進学。３年時のインカレ優
勝に貢献し、４年時にはキャプテンを務め、ベスト８という成績も残している。大学
卒業後に京都ハンナリーズに加入しデビュー早々の２月にリーグの月間 MVP にも
選ばれた。そして 2021 年に京都ハンナリーズからの移籍で加入。B リーグトップク
ラスのクイックネスとそれを活かしたプレーが魅力で、ドライブで得点を量産、相手
の状況によってはフリーの味方にアシストをすることもできる選手となっている。寺
嶋選手は「また日の丸を背負えるように合宿を通して成長していきたい。」と２度目
の日本代表候補に向けて気合充分なコメントを残した。

一方のアイザイア選手は高校時からアメリカの高校に進学し、卒業後イースタン・
ニューメキシコ大学へ進学。大学在籍中には U-19 の日本代表に選出されている。
その後 2020 年に広島ドラゴンフライズと契約して加入。恵まれた身体能力を活か
した豪快なプレースタイルと長いウイングスパンから生み出される独特な緩急の
ドライブでチームに勢いをもたらしてくれる。それに加えバスケットボールの本場
アメリカでの経験値を武器にチームを勝利に導く存在になることが期待されてい
る。アイザイア選手は、
「日本代表候補として選出されたことをとても光栄に思い
ます。一生懸命に頑張り、自分のベストを尽くしていきたいと思います。」と意気
込みを述べた。
2 月 7 日から 2 月 10 日まで合宿は行われ、他のチームの選手と連携を取り合う姿が見て取れた。ともに頂点
を目指す者として、アジア競技大会では大いに活躍するに違いない。広島ドラゴンフライズの選手、そして日本
代表として外国のチームに対して活躍するこの 2 選手の今後に注目だ。

(中元雅也)

新しく生まれ変わるイズミメイプルレッズ
3 月 12 日にイズミメイプルレッズの 2021 年レギュラ
ーシーズンの全日程が終了した。今シーズン、18 戦 12
勝 5 負 1 分の戦績を残し、4 位という結果を収め、プレ
ーオフ進出を決めた。中山監督は「プレーオフに進出す
るチームとしてメイプルらしいゲームをお見せすること
が出来たと思います」とシーズンを振り返った。さらに
詳しく、今シーズンについて、お話を伺ったところ、
「試合を通し、横のつながりができたので入れ替えた選
手も戦力になってきた」が、しかし「ケガによる離脱者
が終盤に偏ってしまった」と好成績を収めながらも、苦
しいシーズンだったことを明かした。
3 月 18 日にはプレーオフが行われ、オムロンと対戦をした。試合は前半に 8－11 と 3 点差をつけられる展開
となったが後半に怒涛の追い上げを見せ 22—22 と同点に持ち込んだ。しかし、シーズン結果 3 位のオムロンが
規定により、決勝に駒を進め、メイプルレッズは１st ステージ敗退となってしまった。中山監督は「このプレ
ーオフ期間では、走り負けないことに力を入れている」と試合に対する目標を述べており、敗れはしたものの
監督の言葉通りに、粘りのある走り負けない姿をプレーオフで見せつけた。
期待のかかる来シーズン、中山監督の見据えるチームの展望を伺ったことろ「すべてのタイトルを取ること
を目標としている。また、来年は新加入の選手を加えポジションのバランスが良くなるので、今年以上にレギ
ュラー争いを激しくさせることでチーム全体の力をあげることに繋がる」と語った。新加入の選手の新沼選
手、中村選手、高木選手の 3 人は左利きでありチームの大きな戦力となる。新沼選手はスピードを生かした試
合運びを得意としチームを引っ張る。高木選手はここぞというときに放たれるロングシュートは目が離せな
い。ゴールキーパー中村選手のキープ後のスローもチームの勝敗を大きく左右する。いずれも欠かすことので
きない大きな戦力だ。計り知れないポテンシャルを秘めた新加入選手達を加えて挑む来シーズンは、目標であ
る全タイトル取得を目指す。イズミメイプルレッズの大きな躍進には注目だ。

(二宮壱星)

サンフレッチェ広島・新商品「BE BEAR」

2 月１９日の開幕戦。エディオンスタジアム広島にてグッズの NEW ラインナップ「BE BEAR（ビーベアー）
」
が新登場した。BE BEAR とは、普段使いできるデザイン性と機能性を重視したグッズラインをテーマに取り組
まれている。そしてサンフレッチェ広島に関わるすべての方々の日常を彩り、サンフレッチェをもっと身近に、
自由なスタイルで楽しんでもらえるような商品開発を目指している。
そこで担当者に BE BEAR についていくつか話を伺った。
Q1.NEW グッズライン「BE BEAR」作成にあたっての思いやきっかけ
きっかけになったのは「普段使いできるグッズがほしい」との意見を多くいただいたことがきっかけです。
また 2024 年の新スタジアムオープンに向けて、試合会場以外でもサンフレッチェグッズを身につけてもらえる
ようなシーンを増やしたいと思い NEW ラインの開発を決意しました。
Q2.「BE BEAR」という言葉の意味
BE BEAR を直訳すると「クマになれ」という意味になり、サンチェのキャラクターコンセプトをイメージ
させる生意気な表現になります。また、英語での be 動詞には多様な意味が含まれており、サンフレッチェグッ
ズを多様な場面で自由に身に着けて楽しんでほしいという思いを込めてネーミングしました。
Q3.今回の新グッズで若者の意見が取り入れられたところ
アパレルのカラーについて、チームカラーの紫ではなく、白・黒・グレーといった普段使いし易い色を採用
しております。デザインについてもワンポイントでさりげなく且つ刺繍やネームタグを使用するなどして高級感
にもこだわりました。
今発売されている商品は、スウェット・スマホリング・キーホルダーやコロナ禍で毎日使うマスク、勉強やオ
フィスで使えるボールペンなど、どの年代のファンでも普段使いできるものが揃っている。
BE BEAR ラインナップはシーズンを通して新商品を続々と展開するため、今後どのようなグッズが発売され
るか目が離せない。
(伊藤絢音・奥本耕祐・馬明侑輝)

サッカーを通じて女性活躍の場を!
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近年よく目にする「SDGs」活動。2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標であり、17 のゴー
ル・169 のターゲットから構成され、環境問題、エネルギーや人権・平和、多様性や働き方などをテーマに、地
球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っている。
サンフレッチェ広島は昨年 SDGs 宣言をし、様々な地域貢献活動や社会貢献活動を行っている。
その中でも注目すべきは、男女共同参画の実現に向けての活動である。昨年、日本で初の女子プロサッカーリ
ーグ（WE リーグ）が発足し、サンフレッチェ広島レジーナが誕生した。サンフレッチェ広島レジーナは WE リ
ーグの「WE ACTION DAY」にサンフレッチェ広島 SDGs 宣言を絡め、清掃活動などの活動を行った。また、
広島県からサンフレッチェ広島レジーナが女性活躍推進アンバサダーに任命され、広島県と女性活躍推進施策の
広報活動を行った。今後について担当者に話を聞くと「今後は広島県・広島市やその他の団体などとの連携によ
り、女性のさらなる社会参加に働きかけていきたい。」と語った。
今後のサンフレッチェ広島、そしてサンフレッチェ広島レジーナの SDGs 活動がどのように行われていくのか、
楽しみであるとともに、その活動を多くの人に知ってもらえるようこれからも発信していきたい。
(伊藤絢音・奥本耕祐・馬明侑輝)

4 冠達成へ！2022 シーズン開幕
2021 シーズン、チームは日本リーグ、女子全日本ホ
ッケー選手権大会ともに準優勝という結果に終わった。
前年の 2020 シーズンは日本リーグ、女子全日本ホッケ
ー選手権大会、全日本社会人ホッケー選手権大会の３
大会で優勝し、連覇を目標にしていたシーズンだった
だけに悔しい結果となった。優勝したことで追われる
立場になったことや、シーズンの途中に東京オリンピ
ックが開催されたこともあり、精神面、体力面における
コンディション調整に苦しんだ。試合内容に目を向け
ても、立ち上がりから相手に押し込まれ、相手への対応
や修正に時間がかかり、試合が終了してしまうことが
多かった。

無冠だった悔しさを胸に迎える 2022 シーズン。チームの目標は、日本リーグ、女子全日本ホッケー選手権大
会、全日本社会人ホッケー選手権大会、国民体育大会で優勝し４冠を達成することだ。部長兼チームディレクタ
ーの矢野茂樹は「素晴らしいメンバーが揃っている。4 冠を達成する自信はある。
」と意気込みを語った。その言
葉通り各ポジションにはさくらジャパンに選出された実力者が揃っている。その中でも注目すべきはタレント豊
かな攻撃陣だ。昨シーズン、日本リーグレギュラーステージで 8 得点を挙げた FW 森花音を筆頭に、ドリブルを
得意とする MF 尾本桜子、ケガから復帰した FW 河村元美など魅力的な選手が揃っている。多彩な攻撃で相手を
圧倒し、得点を量産する試合を期待したい。
4 月下旬の日本リーグ開幕を皮切りに、2022 シーズンがスタートする。チームとしてはリベンジのシーズンと
なる。勝利を積み重ね、再び王者へと返り咲くことを期待したい。

縁の下の力持ち

(草野航太朗)

唐川選手に迫る

王座奪還を目指した JT サンダーズ広島の「2021－22.V.LEAGUE」は 6 位という結果で幕を閉じた。最終戦はホ
ームである広島に戻り、ファンに勝利を届けるはずが新型コロナウイルスの影響により中止を余儀なくされた。
コートで今シーズンを終えることができなかったが JT サンダーズ広島の選手たちが一丸となって戦い抜いた姿
はファンの目に焼き付いているに違いない。
その中から今回は、長年在籍するリベロ・唐川大志選手を紹介していく。
唐川選手は両親の影響で小学校三年生からバレーを始めている。高校在学中
はスパイカーとしてチームを引っ張っていたが、当時のバレー部の監督の勧
めもあってリベロへと転向する。当時の話を伺ったところ「リベロとして選
手になれ。スパイクを打ちたいという気持ちがなくなるまでスパイクは打つ
な。
」と言われたという。はじめは試合中に「自分ならあの場面で決められた
のに」という気持ちもあったという。しかし、リベロとしての練習を重ねて
いくうちにその気持ちは次第に「リベロとして上手くなるにはどのような練
習をすればいいのか」と変化していったという。唐川選手のリベロとしての
原点は高校時代にあった。
試合中に意識していることを伺ったところ、唐川選手は選手への『声かけ』を意識しているという。唐川選手
は「調子が悪く得点が取れない選手がいれば狙う場所やプレーのアドバイスなど、ひとつの方針を伝えることで
ミスを恐れずプレーできるようメンタル面のサポートも心がけている」とチームを支える責任が感じられる言葉
を述べた。また、
「相手に押されている状況でもチームの士気を高めるために対戦相手の癖や特徴をチーム内で
共有し攻撃的なプレーができるように土台作りをすることを心がけている」と述べ、試合中のメンタル面以外の
土台作りも心がけている。

唐川選手は JT サンダーズ広島の良さは『チームワーク』だと語る。
「練習中の話し合いで先輩後輩関係なく話
せるような雰囲気を年長の選手が作ることで誰でも発言しやすくよい話し合いが行えている」という。唐川選手
は人の意見を自分の中でかみ砕き、自分なりに理解した上で自分の意見を言うように心がけている、という。
4 月 17 日で今シーズンは幕を閉じたが息つく間もなく 4 月 30 日から JT サンダーズ広島は「黒鷲旗全日本男
女選抜バレーボール大会」に参加する。また、10 月 22 日からは「2022－23.V.LEAGUE」が開幕する。唐川選
手にはチームの守備の要、そして縁の下の力持ちとして大きな期待がかかる。今後の JT サンダーズ広島の選手
たちの躍進にこれからも目が離せない。

(山本彩乃)

広島ガスバドミントン部 力及ばず敗戦
2 月 5 日・6 日、JTB バドミントン S/J リーグ 2021 熊
本大会が開催された。広島ガスバドミントン部は 2 月 5
日に、八代トヨオカ地建アリーナにて七十七銀行との初
戦を迎えた。
まずは第 1 ダブルス、山藤・志波ペアは、コートの隅
を突く正確なショットと長身を活かした力強いスマッ
シュで相手を翻弄し、第 1 ゲーム、第 2 ゲームとストレ
ートで勝利を収めた。
続いてシングルス、相手は日本代表にも選ばれている
実力選手だ。1 ゲーム目から、濱北選手らしい冷静な判
断と粘り強いプレーで必死に喰らいつくが、惜しくも敗
戦してしまう。
勝負のかかった第２ダブルス。小田・村上ペアは第 1 ゲームを 15-21 で惜しくも落としてしまう。絶対に負け
られないプレッシャーの中で臨んだ第 2 ゲーム。小田・村上ペアの連携の取れた力強い攻撃で相手を崩し、2119 で取り返す。ファイナルゲームは 13-21 で負けてしまったが、最後まで諦めない広島ガスバドミントン部ら
しいプレーを見せることができた。
2 月 11 日・12 日の東京大会は中止となり、熊本大会をもって今年度の試合が終了した。今年度も昨年度に引
き続きコロナウイルスの影響で多くの試合が中止になり、様々な活動に制限を強いられた。来年度こそは広島ガ
スの躍動している姿に期待したい。(澤野涼太)

