
 

 

  

各チームの１推し選手を紹介します。 

担当者からのコメント 
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編集協力 広島経済大学 興動館 
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第 65回全日本総合ハンドボール選手権大会の準々決勝が 12月 26日(木)に行われ、広島メイプルレッズは香

川銀行 T・Hと対戦した。試合は、香川銀行に先制されるものの 5番大前典子選手の速攻ですぐに取り返し、両

チームスムーズな立ち上がりだった。前半終盤、3点リードしていたメイプルは、香川銀行に 1点差まで詰め寄

られるが着実に加点し、15-12の 3点差で前半を折り返した。後半、互いに譲らない展開が続く中、残り 10分

を切ったあたりからメイプルレッズはじわじわと点差を広げ、26-19でメイプルレッズが勝利した。 

 翌日 27日(金)の準決勝では北國銀行と対戦した。15番高山智恵選手のゴールで先制し、北國銀行のディフェ

ンスに苦しみながらも前半を 14-14の同点で折り返す。後半は互角の戦いをしながらも、なかなか主導権が奪

えず 28-25で惜しくも敗戦。この結果、メイプルレッズは第 3位となった。 

 また、1月 18日(土)に東区スポーツセンターで行われたリーグ戦では HC名古屋と対戦。32-19と大差をつけ

てメイプルレッズが勝利し、リーグ後半戦を白星でスタートした。リーグ戦現在 2位につけているメイプルレ

ッズ。このまま上位キープを目指していってほしい。 

ワクナガレオレックは 12月 24日(火)～12月 28

日(土)まで愛知県で開催された全日本総合ハンド

ボール選手権に出場した。前回優勝し 2連覇を目

指すワクナガレオリックは 3回戦からの出場とな

り、琉球コラソンに 25-16で勝利した。続く準決

勝では大同特殊鋼に 30-24で敗れ連覇の夢は断た

れ、3位という結果となった。来年は今年の雪辱

を果たし優勝をしてほしい。また、ワクナガレオ

リックはリーグ戦再開の 2月 11日(火)と 2月 15

日(土)に東区スポーツセンターで大崎電機、トヨ

タ紡織九州と対戦する。現在ワクナガレオリック

は 4位につけておりプレーオフ圏内の中にいるの

で、チーム全員が一丸となりぜひプレーオフ出場

を勝ち取ってほしい。ファンはワクナガレオリッ

クのプレーオフ出場を期待している。 

12月 29日(日)日本リーグの最終戦である、墨田区大

会が墨田区総合体育館で開催された。相手は前回大会

5位と格上の北都銀行(秋田)との対戦だ。第 1ダブル

スは小池温子・桜井みどり選手対三木・米元の対戦で

互いのエース同士があたるといったオーダーだ。小

池・桜井ペアはスタートから果敢に攻め立て、相手ペ

アに終始ペースを握らせない試合運びで 19本 16本の

ストレート勝ちの完勝。チームに幸先良い 1ポイント

をもたらした。続く、シングルスの井上静香選手対楠

瀬だが、第 1ゲームを 21-10で危なげなく先取、とこ

ろが第 2ゲ－ムは 6-21と簡単に落としてしまう。チ

ームの勝利を決めたい第 3ゲームはしっかりと持ち直

し 21-17で接戦を制し、チームに 2ポイント目をもた

らした。これにより 2勝目が確定。続いて、チームの

勝利が決まった後の試合ではあるが、内定選手の平井

亜紀・亀田楓選手は馬上・早川に対し、第 1ゲームこ

そ落としたものの続く第 2ゲーム、第 3ゲームと危な

げなく連取した。結果 3-0で広島ガスが勝利した。よ

って最終成績は 2勝 5敗。8チーム中 6位で終わった。

来シーズンは今大会以上の成績を期待したい。 

  日本総合 連覇ならず・・・ 

準決勝で敗れる 

 

 

メイプル・ワクナガ 全日本総合共に 3位 

広島メイプルレッズ 

増田 寛那 選手 

長身を生かしたシュート力に注目！！ 

日本リーグ最終戦勝利 
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 新加入 … 3/DF/ビョン・ジュンボン（建国大）  

34/DF/高橋壮也（立正大淞南高） 

22/FW/皆川佑介（中央大） 

25/MF/茶島雄介（東京学芸大） 

35/DF/大谷尚輝（サンフレッチェ広島ユース） 

36/FW/川辺駿（サンフレッチェ広島ユース） 

37/MF/宮原和也(サンフレッチェ広島ユース) 

移籍加入… 1/GK/林卓人（ベガルタ仙台） 

      30/MF/柴崎晃誠（徳島ヴォルティス） 

      18/MF/柏好文 （ヴァンフォーレ甲府） 

復帰  …  28/MF/丸谷拓也（大分トリニータ） 

2014 年 3 連覇へ！ 全力！ 

チームスローガン決定！ 

2014年のチームスローガンが「ＷＥ ＦＩＧＨＴ ＴＯＧＥＴＨ

ＥＲ 2014 全力」に決まった。森保監督の下、選手、スタッフ、

フロント、サポーター、サンフレッチェ広島に関わる全ての人の力

を結集し、勝利を目指し全力で戦う決意を表している。スローガン

の書は、大河ドラマ「竜馬伝」の題字を始め、日本の文化を世界に

発信している世界の書家・紫舟さんに依頼し、「紫コラボレーション」

が実現した。 

 

 2014年シーズンに向けた体制が決定。1月 18日(土)、新加入選手発表記者会見が行われた。今年度は 10名と

多くの選手を獲得したが、その中でも新戦力として期待されるのが GK林卓人選手だ。広島には 10年ぶりの復帰

となり、西川周作選手の穴を埋める新たな守護神としての活躍に注目が集まる。また、今年度の試合日程が発表

され、サンフレッチェ広島の地元開幕は 3月 8日(土)、対戦相手は川崎フロンターレとなった。そして 2月 22

日(土)にはフジゼロックス スーパーカップが行われ、横浜・F・マリノスと対戦する。今年も勝利を目指し、全

力で戦ってほしい。なお、必勝祈願祭は 1月 26日(日)。キャンプは 1月 27日(月)から行われる予定だ。 

新加入選手情報 

2014シーズン サンフレ始動 

新加入選手発表記者会見にて 

中国電力陸上部 ニューイヤー駅伝 2014で 5位入賞 

中国電力陸上部は 2014年 1月１日(水)に群馬県で行われたニューイヤー駅伝に出場し、昨年に引き続き 5位

入賞を果たした。1区の藤森憲秀選手が 23位と出遅れたものの、2区のインターナショナル区間では山崎亮平

選手が順位をキープ。3区の石川卓哉選手から追い上げを開始し、4区の岡本直己選手、5区の米澤類選手が区

間順位 4位の走りを見せ 6位へ浮上。最終 7区はゴール目前まで 5チームが 4位を争い、出岐雄大選手が残り

50mで 5位へ上がりゴールした。主将の岡本選手は「毎年、年末になると声をかけられることが多くなり地域の

みなさまからの期待の大きさを感じ、今年も５位に入賞できたことはうれしい。年々チームが若返ってきてい

ること、その中でチーム力が上がっていることから来年こそは３位以内、そして近い将来優勝を狙っていきた

い」と大きな目標を掲げた。 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《※広島で行われた試合のみを掲載しています。》 

12/26～1/25 トップス広島 試合結果 
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安佐動物園で餅つき・110番の日「一日通信司令官」 

2013/14 Ｖ・プレミアリーグ 好スタート!! 

JTサンダーズは 1月 11日(土)に広島県立総合体育館でパナソニック パンサーズと対戦した。 

 第１セット、JTサンダーズは越川優選手、八子大輔選手、イゴール・オムルチェン選手、パナソニックはダ

ンチ選手、清水選手、福澤選手の打ち合いで両者譲らぬ展開が続き、ジュースにまでもつれ込んだ。最後は越

川選手のブロック、スパイクで連続ポイントを決め JTが先取した。第 2セットもジュースにもつれ込みパナソ

ニックが清水選手のアタック、山添選手のブロックでセットを取り返した。第 3 セットはパナソニックにリー

ドをゆるす展開になったが終盤に八子選手、越川選手のアタックで 23−23 まで追いつくと JTが逆転でセットを

取った。第 4セットでは先に JTがマッチポイントを奪ったがパナソニックも粘りジュースに持ち込み福澤選手

のアタックでこのセットを奪われた。第 5 セットも接戦になりまたもジュースにもつれ込んだが、最後は地元

の声援を背に越川選手、イゴール選手のアタックが決まり、JT が大接戦を制した。連勝を目指す JT サンダー

ズは、1月 12日(日)サントリーサンバーズと対戦し、3-2で JTサンダーズが連勝を飾った。 

この二試合を連勝し、ホーム開幕４勝で飾れた事で 2014年いいスタートがきれたのではないだろうか。この

勢いのまま次の JTサンダーズの試合にも期待したい。 

新春の子供餅つき体験会が 1月 2日(木)、広島市安佐北区の安佐動物公園であった。広島東洋カープの上

本崇司選手が参加した。来園者やファンに囲まれ、リラックスした表情できねを振るった。 

また、1月 10日(金)の「110番の日」にちなんで、翌日の 1月 11日(土)に「110番の日イベント」として

広島東洋カープの鈴木誠也選手を一日通信司令官として警察官の制服に着替え、「一日通信指令官」を務めた。

このイベントでは、模擬 110番通報や防犯指導を通じて、何かが起こったときに冷静に正しい判断ができる

ようになる訓練を行った。また子どもたちにとっては、トークショーで憧れの鈴木選手に近づける機会もあ

った。 
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JTサンダース 

▽リーグ戦 

1/11 JT ○ 3-2 ● パナソニック 

1/12 JT ○ 3-2 ● サントリー 

広島メイプルレッズ 

▽リーグ戦 

1/18 メイプル ○ 32-19 ● HC名古屋 

中国電力陸上部   

1/19 全国都道府県対抗男子駅伝 14位 

   (岡本直己選手 出場) 
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1月 19日(日)に、天皇盃第 19回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会が平和

記念公園前から廿日市市大野を折り返しのコースで開催された。2年連続の入

賞を目指した広島だったが、出だしは 23 位と出遅れた。3 区の中国電力、岡

本直己選手が 13 人抜きで 12 位まで浮上したが、その後も流れをつかめず、

一度も入賞圏に入れず 14位でゴール。後味の悪いレースとなってしまった。

次回は、2015 年 1 月 18日(日)に開催される第 20回という記念大会に、地元

広島の実力を発揮してもらいたい。また、雨がちらつき寒空の天気の中、広

島メイプルレッズの選手達が男子駅伝の応援に駆けつけた。選手達は、第 7

区の沿道で目の前を 

 

1月 9日(木)、広島市安佐北区の可部中学校で同区を

拠点とするトップス広島コカ・コーラウエストレッドス

パークスホッケー部の、柳 承辰(ユー スンジン)監督に

よる講演会が行われた。 

テーマは「中学時代に大事にしてほしいこと」。柳監

督は、｢夢を持つこと｣｢短期・中期・長期の目標を立て

ること｣｢大切な友人をつくること｣の 3 つに分け、全校

生徒 520 人を前に熱く語った。2012 年に初めて日本リ

ーグなどの 3冠を獲得した実績にもふれ「毎日のトレー 

ニングの成果はすぐには表れない。しかし、確実に成長 

する力になっている」と話した。さらに、日本代表の  

講
演
会
場
の
様
子 

トップス相互交流で男子駅伝を応援！ 

沿道で応援するメイプルの選手達 

第三区の岡本選手 

島の実力を発揮してもらいたい。ま

た、雨がちらつき寒空の天気の中、

広島メイプルレッズの選手達が男

子駅伝の応援に駆けつけた。選手達

は、第 7区の沿道で目の前を走って

いくスピードの速さに驚きなから

もランナーに大きな声援を送った。

また、トップス広島の横断幕を掲げ

ながらの応援になり、多くの市民が

横断幕に注目する場面も見られた。 

村上・中本選手が社会人選抜に選出！ 対抗戦で学生チームに勝利 

 1月 19日(日)に名古屋ガイシホールにて社会人 VS学生

の対抗戦が行われた。今大会限定でのドリームチームが結

成され、NTT西日本広島からは社会人男子チームの監督と

して堀晃大監督。選手には村上将人・中本圭哉選手が出場

した。ルーセントカップ優勝トーナメントでは惜しくも

(中央大学)丸中・鈴木ペアに 4-2で敗れ１回戦敗退に終わ

ったが、男子対抗戦では(同志社大学)萩原・足立ペアに

4-2で勝利。社会人チームも 5-2で学生チームに勝利し社

会人チームの勝利に貢献した。 
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新井麻月・三橋亜記選手も壇上で講演。スティックでボールを動かす実技も行われた。生徒に夢を持つ大切さ

を学んでもらおうと、同中学校が企画したものだった。 

講演を聞いた生徒からは、「短期・中期・長期の目標を立てて受験勉強を頑張ります」「自信がなく、なでしこ

JAPANに入る夢を諦めかけていたが、もう一度頑張ってみようと思います」「夢はまだないけど、大切な仲間

はたくさんいます」などの感想文が届いた。 

柳 監督 講演会 可部中学生に熱弁 「夢を持つ大切さ」 

柳監督の講演会風景 


