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■湧永製薬■
▽準決勝
●１６（９

－ ９、７ －１２）２１トヨタ車体

■メイプルレッズ■
▽準決勝
○２３（１０－ ９、１３－ ６）１５北 國 銀 行
▽決勝
●２１（１２－ ８、９ －１４）２２オ ム ロ ン
プレーオフで 7
㍍スロー４点を含
め１３点を挙げる
活躍をしたメイプ
ルレッズの宋海林
に殊勲選手賞が贈
られた。宋は「重い
ですね」と笑顔いっ
ぱいだった。

殊宋
勲
選海
手林
賞が
日本リーグ・プレーオフは３月９、１０日、駒沢体育館で行われ、男子の湧永製薬は準
決勝でトヨタ車体に敗れ４位。女子のメイプルレッズは北國銀行との準決勝に快勝、オム
ロンとの決勝に臨んだが１点差で逆転負け、８年ぶりの女王返り咲きはならなかった。
メイプルはオムロンに４点差で折り返したが、後半立ち上がりの６連続失点が響き、１
点差に泣いた。男子の優勝は大同特殊鋼。

《日本リーグ 個人成績》

湧永製薬にとってはまたしても悲
しいプレーオフだった。
準決勝のトヨタ車体戦。同点で折り
返したが次第に足が止まり、シュート
が打ち切れない状況が続き、５点差で
の敗戦。これで４大会連続の初戦（準
決勝）敗退となった。
新シーズンでの巻き返しに期待し
たい。

■湧永製薬■

メイプル高山が右ひざ前十字靱帯断裂
メイプルレッズの若きエースで日本リーグフィールド得点
賞、ベストセブンに輝いた高山智恵がプレーオフ準決勝の北國
銀行戦で、右ひざ前十字靱帯断裂の重傷を負った。今月上旬に
も手術をする予定で、長期間の離脱は避けられない。

湧永製薬、メイプルレッズの合わせて５人
が昨シーズン限りでユニホームを脱ぎ、新た
な人生をスタートさせる。

湧永

コーチ兼任古家、名嘉
メイプルは３人

ＧＫ堂面と新城、早川
湧永製薬は昨シーズン通算５００得点を達成したコーチ兼任の古家雅之と
マネジャー兼任の名嘉伸明。状況判断では誰からも一目置かれた古家、若い
選手のお手本でもあった。通算１９４試合でベンチ入り、得点を５１３点ま
で伸ばしている。
メイプルは守護神で最年長の堂面妙子と主将の新城明奈、サイド早川志歩。
堂面は２年連続７㍍スロー阻止賞を獲得するなど日本を代表するＧＫ。通算
１３１本の７㍍スロー阻止は歴代２位。新城は故郷沖縄で指導者を目指す。

試合 総得点 ７ＭＴ フィールド
Ave
谷村 遼太 １６ ６５
２/ ２ ６３/１１３ ０．５５８
木村 雅俊 １３ ２０
２０/ ３１ ０．６４５
坂本 伸博 １６ １８
１８/ ２４ ０．７５０
成田 幸平 １６ １８
１８/ ３５ ０．５１４
野村 浩輝
東江 太輝 １６ ３０ １４/２０ １６/ ３２ ０．５００
佐藤 智仁 １６ ４６
４６/ ８９ ０．５１７
名嘉 伸明 １４
９
９/ １６ ０．５６３
樋口
睦 １２ ５２ １５/１８ ３７/ ８３ ０．４４６
新
建二 １４ ６２
６２/ ９７ ０．６３９
仁平 昌利 １６ ２６
２６/ ４３ ０．６０５
今井 昭仁 １６ ４０
４０/ ５８ ０．６９０
古家 雅之 １６ １９
１９/ ４１ ０．４６３
中浦 成崇 １６ ３９
３９/ ８５ ０．４５９
新名 亮介 １５
５
５/
９ ０．５５６
小川 航世
計
４４９ ３１/４０ ４１８/７５６ ０．５５３
ＧＫ
試合 ７ＭＴ阻止 Ave ﾌｨｰﾙﾄﾞ SH 阻止 Ave
志水 孝行 １３ ９/２１ ０.４２９ １３１/３６９ ０.３５５
伊藤浩太郎 ３ ０/ ２ ０.０００
７/ １７ ０.４１２
松村 昌幸 １６ ４/１３ ０.３０８ ７３/２０１ ０.３６３
■メイプルレッズ■
試合 総得点
７ＭＴ フィールド
Ave
増田 寛那 １５ ４５ １０/１２ ３５/ ８１ ０．４３２
高橋 佑奈 １５ １４
１４/ ３３ ０．４２４
河田 早紀 １５
６
６/
８ ０．７５０
大前 典子 １５ ３４
３４/ ５６ ０．６０７
宋
海林 １５ １１１ ３１/４１ ８０/１５４ ０．５１９
塩見 綾香 １５
３
３/
３ １．０００
早川 志歩 １５ ５８
１/ １ ５７/ ８６ ０．６６３
安斎 千尋 １５
１
１/
２ ０．５００
塩田真奈美 １５
１
１/
２ ０．５００
高山 智恵 １５ ８５
２/ ５ ８３/１２３ ０．６７５
新城 明奈 １５ ５７
５/ ７ ５２/ ８１ ０．６４２
加藤
唯 １３ １０
１/ １
９/ ２１ ０．４２９
木村 あい
１
０
計
４２５ ５０/６７ ３７５/６５０ ０．５７７
ＧＫ
試合 ＭＴ阻止 Ave
ﾌｨｰﾙﾄﾞ SH 阻止 Ave
堂面 妙子 １４ ９/２３ ０.３９１ １０３/２８５ ０.３６５
田口
舞 １５ ６/１６ ０.３７５ １２２/２４８ ０.４９２

２０１３年度県内大会スケジュール（案）
（４～９月）
◆４月◆
・県小学生リーグ
４．６、６．２９、９．１
・中国高校選手権県予選
１３、１４
・県春季一般選手権
２０、２１
兼全国クラブ選手権県予選
兼ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ選手権県予選
◆５月◆
・中四国学生春季リーグ
２～５
・中国高校選手権
１１、１２
・全国クラブ選手権中国予選
１８、１９
兼ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ選手権中国予選
◆６月◆
・県高校総体
１、２
・県小学生大会兼全国大会県予選 ８or９
・安芸高田市カップ
１５、１６
・国体県予選
２２
・知事杯県リーグ
～３月
◆７月◆
・中国高専選手権
６、７
・県中学校選手権兼中国県予選
１３、１４
・ヒロシマ国際
２６～２８
◆８月◆
・ＪＨＬジュニアカップ
１０、１１
◆９月◆
・県高校ジュニア大会
７、８
・中国高校交流大会
２１、２２
・県中学総体
２８、２９
※日本リーグは８月３１日、開幕の予定

中四国学生連盟は男子５０
周年・女子４０周年を記念し
て、２月２６日から３月２日
までスペイン遠征を行い森田
駿介中四国学連副会長を団長
にスタッフ８人、男子２２人、
女子１７人が参加した。
バルセロナを中心に、地元
チームと親善試合をこなした
ほか、試合観戦や世界有数の
スタジアムである「カンプナ
ウ」を見学したり、市内の名
所などを観光した。
試合は男子が７試合、女子
が６試合を行った。男子はス
ペインリーグ３部ながら日本
代表とも互角の実力といわれ
るＯＡＲグラシアや大学生な
どと戦い７戦全敗に終わっ
た。６試合を戦った女子は５
勝１敗の好成績を残した。
県からは男子が高橋昌希、
小澤優輝（広島大）徳永慧人、
下田一貴（広経大）女子は梅
木美紀、藤目愛美（広島大）
が参加した。得点は小澤１点、
下田２点、梅木３点、藤目２
点だった。
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《スペイン遠征 成績》
【男子】
●２２－３６ＦＣバルセロナユース、●２
４－２８ＢＭグラノジェルスユース、●１
９－３１ＢＭグラノジェルスＣ、●１５－
２０リヤゴスタＡ、●３３－３４バルセロ
ナ大、●１１－１３フランケザスＡ、●２
８－３８ＯＡＲグラシアＡ
【女子】
○２５－２４サンジョアンデスピ、○３０
－１７グラノジェルスユース、●２２－２
９グラノジェルスＢ、○２３－２１モンカ
ダ、○１４－８フランケザス、○３２－２
７ＯＡＲグラシア

浜脇会長 290 人が祝福

中区ＳＣほか

広経大体育館
中区ＳＣほか

広経大体育館
中区ＳＣほか
県内各地

東区ＳＣ
未定
呉工高ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

昨年秋に旭日双光章を受けた浜脇純一会長を祝う
会が３月１２日、広島市内のホテルで開かれた。
ハンドボールなどスポーツ界をはじめ県・市医師会
などから約２９０人が出席、これまでの数々の功績を
たたえ、会場は祝福一色に包まれた。
また、今回の受賞を記念して同会長から、県体協と
広島県ハンドボール協会に金一封が贈られた。県協会
からは西元義昭副会長（写真左）が代表して受け取っ
た。副会長を経て２００３年に会長に就任した。

《春の全国中学生選手権 成績》＝甲田中
【男子】
▽1 回戦
○３２(１４－１３、１８―１８)３１多々良中央
（福岡）
▽２回戦
●２６（１５－１７、１１－１５）３２明倫(福井)
【女子】
▽1 回戦
●１４（７ － ５、７ －１０）１５見前(岩手)

長年の懸案だった県協会のホームページ
が高野事務局長の尽力で開設された。
トップページには宮島の鳥居や県協会の
略称、ロゴがあしらわれており、スケジュ
ールのほか記録などのページ、さらには湧
永製薬やメイプルレッズのホームページに
もリンクできるようになっている。
また、今回で１０３号の「ひろしまハン
ドボール」も順次充実させ、閲覧できるよ
うになる。ぜひ、ご覧になりご意見をお聞
かせください。
インターハイの前
哨戦、中国高校選手権
県予選が１３、14 日、
東広島運動公園体育
館で開かれる。
組合せは２月２６
日行われ、男子は１４
校、女子は６校が参加
する。
男女とも上位４校
が５月１１、１２日に
広島市中区ＳＣなど
で行われる中国高校
選手権に出場する。新
人大会優勝校を中心
に熱戦を期待される。
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春の全国中学生選手権は
３月２４日、富山県氷見市の
氷見ふれあいスポーツセン
ターで開幕、広島代表の甲田
中男女は、初戦１点差で明暗
が分かれた。
男子は前半の１点リード
を守り切ったが、２回戦で明
倫（福井）に屈した。
２点リードで折り返した
女子は、後半に逆転され、１
点差で涙をのんだ。
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湧永製薬・メイプルレッズ

20 日にファン感謝デー
中区スポーツセンターに集合
日本リーグ・プレーオフで２０１２シーズンを終えた湧
永製薬、広島メイプルレッズのファン感謝デーが２０日広
島市中区スポーツセンターで開かれる。
両チームの選手による紅白戦やジュニアチームのゲー
ムのほか、昨シーズン限りで退部する選手のセレモニーな
どが午前９時から行われる。多くのファンとともに楽しく
交流を深めましょう。
また、午後５時半からはメイプルレッズ恒例のスポンサ
ー参加の会社対抗大会も開催される。こちらも引き続きお
楽しみください。

■お願い■ 「ひろしまハンドボール」は今回で第１０３号を迎えました。これもひとえに関係者皆様方のご協力があってのこ
とと感謝しております。いっそうの充実を図るためには、情報の提供は欠かせません。なんでも結構ですので、皆様からのご意
見、ご要望を含めどしどしお寄せいただきますようお願い致します

