
JBVツアー2012
オフィシャルソング
by hy4_4yh

JBVツアー2012
オフィシャルソング
by hy4_4yh 「BEACH POWER」で会場を盛り上げよう！「BEACH POWER」で会場を盛り上げよう！

JBVTOUR2012  CALENDER

ビーチバレーボールタイムズ

僕、ユニコ！
ビーチバレーのマスコット！
ビーチバレーを盛り上げていくよ！
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ビーチバレーを盛り上げていくよ！

©Tezuka Productions

UNICOは、手塚治虫氏が手掛けた児童向け漫画作品
「ユニコ」の主人公で、Beach Volley Ball UNICOは、
ビーチバレーのイメージにあわせて手塚プロダクション
がデザインを手がけたキャラクターです。

大　会　名 開催日程 会　　場 チケット販売日 チケット価格（前売り、（　）内当日料金） プレイガイド TV放映
お台場海浜公園
（東京都港区） 4月4日（水） P席 ： 4,500円（5,000円）

A席 ： 2,700円（3,000円）
ぴあ、ローソンチケット、
eプラス、ファイテンHP他

BS-TBS
5月13日（日）23：30～24：00

ＭＢＳ（関西地区ローカル放映）
7月22日（日）24：50～25：50（予定）
ＧＡＯＲＡ（CSスポーツチャンネル）
7月28日（土）10：00～11：00
7月29日（日）16：00～17：00（再放送1）
7月30日（月）06：00～07：00（再放送2）

4月10日（火） A席 ： 10日～12日  1,500円（2,000円）
　　  13日  　　　2,500円（3,000円）

ぴあ、ローソンチケット、
eプラス、ファイテンHP他

東海テレビ放送
5月23日（水）24：50～26：05

6月1日（金） Ｓエリア ： 2,500円（3,000円）
Ａエリア ： 1,500円（2,000円）

Ａ席 ： 8月31日　　1,500円（2,000円）
　　  9月1日～2日　2,000円（2,500円）

コートサイド席　4,500円（5,000円）
スタンド席　　 1,500円（2,000円）

ぴあ、ローソンチケット、
ＣＮプレイガイド、イープラス他

未定

未定

未定

未定

未定

未定

ぴあ、ローソンチケット、
eプラス、ファイテンHP他

ぴあ、ローソンチケット、
eプラス、ファイテンHP他

7月初旬予定

7月31日（火）予定

8月予定 ぴあ、ローソンチケット、
eプラス、ファイテンHP他

9月5日（水） ぴあ、ローソンチケット、
eプラス、ファイテンHP他

5月4日（金）～
5月6日（日）スポーツクラブNASオープン第1戦

久屋大通公園久屋広場
（愛知県名古屋市中区）

5月10日（木）～
5月13日（日）ビーチバレー大日本印章カップ第2戦

靱テニスセンター
（大阪府大阪市西区）

7月19日（木）～
7月22日（日）ビーチバレー大阪オープン第3戦

霧島ファクトリーガーデン
（宮崎県都城市）

8月31日（金）～
9月2日（日）第13回ビーチバレー霧島酒造オープン第4戦

長井浜海水浴場
（福井県大飯郡おおい町）

9月15日（土）～
9月17日（月・祝）ふくいカップＪＢＶグランドスラムおおい大会第5戦

お台場海浜公園
（東京都港区）

9月27日（木）～
9月30日（日）ペボニアカップ（仮）第6戦

川崎マリエンビーチバレーコート
（神奈川県川崎市川崎区）

10月5日（金）～
10月7日（日）川崎市長杯（女子のみ）第7戦

※上記は予定です。変更になる可能性があります。

◆大会名 ： ビーチバレー大阪オープン
◆開催日 ： 7月19日（木）～7月22日（日）
◆会　場 ： 靱テニスセンター／大阪府大阪市西区
◆主　催 ： 日本ビーチバレー連盟
◆共　催 ： 大阪市、大阪府バレーボール協会、大阪府ビーチバレー連盟
◆後　援 ： 公益財団法人日本バレーボール協会、うつぼグループ、毎日放送

◆協　　賛 ： ファイテン株式会社、スポーツクラブＮＡＳ株式会社、京浜急行電鉄株式会社、アタックＮｅｏ、
　　　　　　熱中対策、大阪市信用金庫、大幸薬品株式会社、大和ハウス工業株式会社、
　　　　　　株式会社NTTドコモ、郵便事業株式会社
◆オフィシャルサプライヤー ： 株式会社デサント、株式会社ミカサ
◆主　　管 ： JBVツアー実行委員会
◆大会に関するお問い合わせ ： JBVツアー事務局 03-3552-1078

終了

終了

ENJOY!
BeachVolleyball!
BeachVolleyball!
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大阪真夏の大決戦
！

大阪真夏の大決戦
！
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今井啓介 選手今井啓介 選手今井啓介 選手
元パナソニックパンサーズ／大阪府在住元パナソニックパンサーズ／大阪府在住元パナソニックパンサーズ／大阪府在住

井上真弥 選手井上真弥 選手井上真弥 選手
大阪学院大出身大阪学院大出身大阪学院大出身

金田洋世 選手金田洋世 選手金田洋世 選手
大阪府／大阪体育大出身大阪府／大阪体育大出身大阪府／大阪体育大出身

村上めぐみ 選手村上めぐみ 選手村上めぐみ 選手
大阪国際大出身大阪国際大出身大阪国際大出身

仲矢靖央 選手仲矢靖央 選手仲矢靖央 選手
大阪府／大阪学院大学高出身大阪府／大阪学院大学高出身大阪府／大阪学院大学高出身

鈴木太郎 選手鈴木太郎 選手鈴木太郎 選手
大阪府／履正社高出身／大阪府在住大阪府／履正社高出身／大阪府在住大阪府／履正社高出身／大阪府在住

村上斉 選手村上斉 選手村上斉 選手
大阪府在住大阪府在住大阪府在住

21・22日
開催

大阪からロンドンへ！
五輪チームのプレーを見る！
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体験スクール体験スクール体験スクール

気合を入れてプレーします気合を入れてプレーします気合を入れてプレーします

関西に夢と勇気、元気を与えたい！関西に夢と勇気、元気を与えたい！関西に夢と勇気、元気を与えたい！

前回優勝出来たのも
皆さんの応援のおかげです！
今年も応援お願いします！
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会場に『笑い（笑顔）』を
提供できるような
試合をしたいと思います！

会場に『笑い（笑顔）』を
提供できるような
試合をしたいと思います！

会場に『笑い（笑顔）』を
提供できるような
試合をしたいと思います！

今日はビーチバレーを
存分に楽しんで見て下さい！
今日はビーチバレーを
存分に楽しんで見て下さい！
今日はビーチバレーを
存分に楽しんで見て下さい！

僕達の最高のプレーを
楽しんで下さい♪
僕達の最高のプレーを
楽しんで下さい♪
僕達の最高のプレーを
楽しんで下さい♪
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JBVツアー第3戦大阪オープン展望JBVツアー第3戦大阪オープン展望

ロンドン目前!!
世界レベルのプレーに注世界レベルのプレーに注目

ロンドン目前!!
世界レベルのプレーに注目世

　初夏の柔らかな日差しが降りそそぐ5月の開幕戦からおよそ2ヵ月。この大阪
オープンを皮切りに、真夏の太陽がじりじりと照りつけるビーチバレーのトップシー
ズンに突入、JBVツアーの中盤戦が幕を開ける。
　中盤戦の見どころは、ロンドン五輪予選を戦った日本代表ペア、その牙城を崩す
べく虎視眈々と王座を狙うペアの火花を散らす激突だ。

ロンドンへの切符を掴んだ日本代表

　男子は、6月20日から24日に中国・福州で行われた「五輪大陸予選」で優勝し、
見事ロンドン五輪の出場権を獲得した日本代表が帰国後、初の国内大会に挑む。
　白鳥勝浩・朝日健太郎ペア、青木晋平・日高裕次郎ペアら日本代表は、五輪出場
権がかかる大一番で、イラン、中国、オーストラリアなど大型ペアに勝利。2m級の
大型ブロッカーがそろう中、パワー溢れる強打で高い壁を打ち破り、巧みなテク
ニックで敵を欺いた。
　北京五輪に続いて2大会連続で五輪に出場する白鳥・朝日ペアは、第1戦はケガ
で棄権し4位、第2戦でも3位。前半戦はケガに苦しみ、今シーズンのJBVツアーは
未だ無冠だ。ロンドン五輪出場を目前に控え、弾みをつけるためにも王座奪回を果
たせるか、注目である。
　一方、青木・日高ペアも、国内大会は2年ぶりのペア復活。五輪大陸予選を経験し
て、一回りも二回りも成長を果たした姿をJBVツアーの舞台で見せてくれるに違
いない。

3連勝を目指す西村の新パートナー

　日本代表の前に立ちはだかるのが、開幕戦で2連勝を果たした西村晃一とアメリ
カからやってきた助っ人、ジョー・ヒルマンのペアだ。ヒルマンは身長201cm、36
歳の大型のベテランプレーヤー。昨季のJBVツアーでMVPを獲得したケーシー・
パターソンとアメリカのプロツアーに参戦していた経験があり、パターソンに負け
ず劣らない実力を持つ。
　今年39歳を迎えたものの、年々進化を遂げるベテランレシーバー・西村との円
熟味を増したチームプレーは、間違いなく世界レベル。ビーチバレーならではの迫
力、醍醐味を見せてくれるはずだ。
　これら本命チームに対し、「打倒・大型ペア」と意気込むのは、第1戦、第2戦で準
優勝に終わった井上真弥・長谷川徳海ペアだ。「小さくても勝てることを証明する」
というテーマを掲げる井上・長谷川ペアの武器は、ブラジル仕込みのコンビネー
ションバレー。どんなに高いブロックを前にしても臆することなく、自分たちのリズ
ムをキープできるかが、勝利の鍵を握る。

日本代表のプライドに懸けて

　浦田聖子・西堀健実ペア、田中姿子・溝江明香ペアら女子の日本代表は、「五輪大
陸予選」で5位に終わり、残念ながらロンドン五輪出場は叶わなかった。しかし、「残
りの国内大会では、今まで応援してもらった感謝の気持ちを表したい」と浦田。日
本代表として挑んできた3年間の集大成をJBVツアーにぶつける。
　優勝候補に挙げられる浦田・西堀ペア、田中・溝江ペアが、日本代表としての意地
を貫き通せるかが、一つの見どころとなるだろう。
　第1戦を制し、2勝目を目指す浦田・西堀ペアは、まるでインドアバレーボールの

2勝目を目指す浦田聖子・西堀健実ペア

ケガから完全復活を果たした尾崎睦 パワフルな強打が武器の草野歩

初優勝を目指す浦田景子・浅尾美和ペア リベンジなるか!?　溝江明香
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～2009～2012　時代を築いてきた者たち～
BeachVolleyball PhotoBook

ビーチバレーの一時代を築いてきた浅尾美和、西堀健実、浦田聖子、朝日健太郎、白鳥勝浩、西村晃一…。
彼ら、彼女たちのシンボルである、砂の上を華麗に舞う肉体美をここに凝縮。
男女合わせて1冊の写真集、勝負のシーズンに向けてインタビューも収録されています。

ご注文はＪＢＶツアー各会場、インターネットにて販売しております。
http://www.bv-style.net/ビーチバレースタイル 検 索

■掲載選手
浅尾美和、西堀健実、浦田聖子、溝江明香、田中姿子、金田洋世、村上めぐみ、草野歩、尾崎睦、
白鳥勝浩、朝日健太郎、長谷川徳海、井上真弥、西村晃一、畑信也

■サイズ・ページ数 ： A4サイズ、96ページ
■価格 ： 1,280円（税込）
■お問い合わせ
　TEL ： 047-497-8308
　E-mail ： info@bv-style.net

ような、速いテンポで仕掛けるスピーディーな攻撃を得意とする。トスのバリエー
ションも豊富で、相手のディフェンス体系が整う前に助走を開始、その勢いに乗って
鋭いスパイクを放つ。世界の大型ブロッカーをかく乱させたコートを縦横無尽に動
き回る、機動力溢れる攻撃に注目だ。
　田中・溝江ペアは、2010年、2011年と年間チャンピオンの称号を掴んできた。
今シーズンは第1戦で準優勝、第2戦は5位に終わっているが、JBVツアーの「勝ち
方」を最もわかっているチームと言っても過言ではないだろう。自慢のサーブ力、パ
ワフルな強打を武器に、ここらで巻き返しを図りたいところ。

日本代表のライバル

　これらの日本代表勢を脅かす位置にいるのが、第2戦で優勝した尾崎睦・草野歩
ペアだ。尾崎は、昨年「右膝靭帯断裂」という大ケガを負ったが、懸命のリハビリを乗
り越えて今シーズン復帰。パートナーの草野とともに予選を突破しJBVツアーの舞
台に戻ってくると、第1戦で4位、第2戦では浦田・西堀ペアを破って優勝、完全復活
を遂げた。
　「リハビリ中も、パス、トスの基本練習だけは徹底してやってきた」と尾崎が述べ
るように、尾崎・草野ペアのウリは、精度の高いパス力だ。風が吹く中でも、まるで
ボールが意志を持っているように正確につないでいき、そこから巧妙な攻撃を仕掛
けていく。
　尾崎・草野ペアと並んで優勝候補に名を連ねるのが、第2戦で準優勝に輝いた浅
尾美和・浦田景子ペアだ。試合を重ねるごとに、浦田の高さ、浅尾のスピードが機
能。勝負どころで粘ってボールをつなぎ、浅尾がきわどいコースに強打を決める、と
いう勝ちパターンを確立し、右肩上がりに調子を上げてきた。
　「開幕戦は3位、第2戦は準優勝。少しずつ順位が上がっているので、第3戦の大
阪は優勝！」と浅尾。悲願のJBVツアー初優勝に向け、万全の体制で挑む。
　後半戦の鍵を握るJBVツアー第3戦大阪オープン。興奮の渦の中、歓喜を味わう
チームはどこのチームか!?　観客の皆さんとともにフィナーレを見守りたい。

（ビーチバレースタイル編集長・吉田亜衣）

ロンドン五輪に出場する白鳥勝浩・朝日健太郎ペア

新パートナーと参戦する西村晃一

初優勝を狙う井上真弥・長谷川徳海ペア

五輪予選で活躍を見せた青木晋平 若手の台頭・日高裕次郎
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　毎年ペアを決めるのには、色々なタイミングがあります
が、すぐチームとして形になると思ったのが美和（浅尾美和
選手）であり、自然な流れで決まりました。
　チームとしては、二人とも性格が似ている所があり、気を
使ってしまう部分もありますが、お互いに自分が引っ張るつ
もりでいます。私は美和を頼りにしていますし、美和にも私
を頼ってもらえるように、個の技術を磨きたいと思っていま
す。チームの見どころとしては、美和が楽しそうにビーチバ
レーしている所ですね。

　美和は、明るくて、天然で、真面目な女の子。そして、すご
くしっかりしています。テレビのままだなと言う印象でした
が、面白いというのは意外でしたね。いつも笑顔で、美和に
はすごく癒されています。プレーに関しては、私の想像して
いた通り、高さとスピードに関しては他の選手にはない魅力
を感じます。
　組んだ選手がたまたま有名だったと言うだけで、特別意
識した事はありませんし、大変だと思った事はありません。
美和も自然体でいてくれますし、私自身も変わることはあり
ません。注目されている選手は、私たちには想像もできな
い苦労があると思います。なので、私のペアである美和を、
勝たせたいと思うのが本音です。実際に、美和が勝つと、会

場が盛り上がると思いますし、そういった意味では、使命感
みたいなものを感じます。

　ビーチバレーは私の財産です。ビーチバレーに出会え
て、ここまでやれて、幸せだと思っています。ビーチバレー
は、何度も繰り返し同じ練習をしてもなお、発見があり、学
ぶ事があります。いつまで経っても、学ぶ事の方が多いで
す。だから、挑戦し続けるんだと思います。勝ち負けがある
世界にいる以上、自分がやれる所まではやり遂げたいと
思っています。
　また、私には勝てない時代から応援し続けてくれるファン
の方がいて、負けても、私に元気をもらっていると言ってく
れ、お金かけて、会場まで応援に来てくれます。今は私が、応
援してくれる人のために、元気なプレーを見せたいと思って
います。

　今シーズンの目標は、優勝です。確実に成績を残して、年
間優勝を狙っています。
　第1戦は3位、第2戦は2位という成績でしたので、大阪
オープンでは優勝を、勝ち取りたいと思います。会場に来て
いただいた方に、ビーチバレーが楽しいと思ってもらえるよ
うに、全力で戦いたいと思います。応援よろしくお願いします！

TIRIHCAEB PS
西村晃一／にしむらこういち▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

インドアバレーではNECホームエレクトロニクスから、NEC
ブルーロケッツに所属しアタッカーとして活躍する。1998年
には、リベロとして全日本に選出され、世界選手権、ワールド
カップなどに出場。2002年にビーチバレーに転向し、プロ
チーム「BEACHWINDS」を結成する。昨年2011年JBVツ
アー個人ランキングポイント1位。ビーチバレープレーヤーと
して活動しながら、環境問題や復興支援にも取り組む。

日本のビーチバレーを
もっと大きな世界へ

’ SREYALP

　日本の大会は、決して賞金が高いとはいえないでしょう。
それでも日本に来るのには外国人選手達も相応の思いがあ
るんです。第1戦、2戦とペアを組んだケイシー選手は、「俺は
日本のビーチバレーを盛り上げるために、もっといいプレー
をする」と言って会場を沸かせるプレーをしてくれました。
　そしてもう一つは、復興支援。僕自身、2011年はアメリ
カでプレーをするつもりでしたが、震災が起き、父親の病気
もあって、海外に出るのではなく、日本で、家族のそばで出
来ることはないかと考えました。そして、被災地を中心に
ビーチバレーを通じてみんなが元気になればと、昨年は、宮
城県の楽天スタジアムの前にビーチバレーコートを１ヶ月
間設置し、イベントを開催しました。地元の方、特に子供たち
は、震災でビーチに行けなくなったので、砂の上ではしゃぎ
まくっていました。このような復興支援にも外国人選手は賛
同してくれて、最高のパフォーマンスを見せてくれました。
今年も、楽天イベント含め、福島、岩手、仙台、茨城でも開催
する予定です。今回ペアを組むジョー選手も日本で素晴らし
いパフォーマンスを見せてくれると思います。

　これをやると決めたら諦めたことがない。性格でしょう
ね。小さい頃に全日本に入ると決めたら、そこに向かって何
があっても達成すると決めていました。周囲からは、背が小
さいので全日本なんて絶対無理だと馬鹿にされても、自分
の思いを信じ続け、全日本入りを叶えました。その後、イタリ

アセリエA移籍の話しがあり、NECを退職しましたが、やっ
ぱりスパイクを打ちたい！大きな選手に負けたくない！その
スタンスは変えたくないと思い、ビーチバレーの世界に飛び
込みました。転向してからは本当に大変でしたね。今以上に
ビーチバレーという市場ができていない時に、スポンサー
を獲得し、チームを経営することになりましたから。その時
支えてもらった方々、チームメイト、スポンサー様には、本当
に感謝しています。一生忘れませんし、この恩を返したいと
思っています。

　スポーツは勝つ為で、勝負がかかったものは、どんなこと
があっても勝つ事を意識しています。小さい自分が頑張る
事でジュニアチームや子供たち、バレーを辞めて行った仲
間への望みに繋がっていることもあります。イベント、大会
を開催する際にも、プレーヤーであることが、説得力にもな
りそれが実現へと繋がっています。メディアの力だけでなく
て、スポーツそのものがおもしろくて、華があって、かっこ良
くて、心を打つものがあれば、人は必ずファンになる。ビー
チバレーはそういう要素を兼ね備えているスポーツだと
思っています。勝つ事がプロとして大事ですが、試合に来て
いただいた方に体験スクールなどで、ビーチバレーの難し
さや楽しさを知ってもらい、ファンになってもらうことも今
は大切だと思います。子供のチャレンジゲームなどもきっか
けとなり、底辺の拡大に繋がるかもしれません。将来的に、
ビーチバレーがサッカーや野球の様に夢のあるスポーツに
なることを僕はずっと願っています。
　一人でも多くビーチバレーを知ってもらい、応援してもら
えるように。

昨年から、外国人選手とペアを組む西村選手。西村選手が
外国人選手と組む理由、そこには大会で勝つことだけで
はない、日本のビーチバレーの普及と復興支援への強い
思いがあります。

体格的に不利ともいえるバレーボールの世界で生きる、
西村選手の「強さ」とは。

6月に39歳を迎えた西村選手。今もトップランカーとして
コートに立ち続ける理由とは。

今シーズンの浦田選手のペアは浅尾美和選手。チーム結成
の経緯と浦田/浅尾チームの魅力とは？

ペア浅尾選手はどんな存在ですか？
注目選手と組むことへのプレッシャーは？

浦田選手にとってビーチバレーとは。コートで挑戦し続
ける理由とは。

浦田／浅尾チームの今シーズンの目標、意気込みと大阪
のファンに向けてひとこと！

TIRIHCAEB PS
浦田景子／うらたけいこ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

小４から姉の影響でバレーボールを始める。高校卒業
後は、実業団タイガー魔法瓶で活躍し、2005年にビー
チバレーに転向。今季から、浅尾美和選手とペアを組
み、第2戦ビーチバレー大日本印章カップでは、JBVツ
アー自身最高位となる準優勝を果たした。第3戦の大
阪オープンではＪＢＶツアー初優勝を目指す。

勝って会場を盛り上げたい
美和と一緒に年間優勝を狙う！

’ SREYALP
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基本情報
JBVツアーとは

●ビーチバレーのトッププロツアー
ＪＢＶツアーは、ビーチバレーの国内トッププロツアーです。2012年は全国6箇所全７戦を開催予定。
オープン大会には、年間シード権を獲得した7チームと大会ごとに選ばれるワイルドカード5チームの、男女各12チームが
出場し、グランドスラムは、男女各16チームが出場します。
大会方式は下記の3つがあり、大会によって異なります。
①プール戦方式　※第１戦、第4戦、第7戦
12チームを4グループに分けたプール戦で、各グループ上位1チームがシングルエリミネーショントーナメントに進出で
きます。
②シングルエリミネーション　※第2戦、第3戦、第6戦
③ダブルエリミネーション方式　※第5戦
1チーム2回負けるまで、上位進出が可能なトーナメント方式（敗者復活戦
方式）です。

ＪＢＶツアー2012版　ビーチバレー観戦のポイント
●コートの大きさとネットの高さ
コートは16ｍ×８ｍの長方形。インドアバレーのコートと
1ｍしか変わらないコートを、２人で攻守します。
ネットの高さは男子が2ｍ43㎝、女子は2ｍ24㎝、こちら
はインドアバレーと同じです。

●ネット際のプレー
ブロックは1プレーとして数えます、その後2プレー以内で
相手コートに返さなければなりません。ブロックした選手
は、連続してボールに触ることができます。　
ビーチバレーでは、指の腹を使ったフェイントが反則となり
ます。そのため、指の第2関節を曲げた「ポーキー」という
攻撃がよく使われます。

●オーバーハンドトス
試合中にしばしばあるのが、オーバーハンドトスの反則。
トスを上げる際のダブルコンタクト（ドリブル）の反則が、
インドアバレーに比べ厳しくとられるのもビーチバレーの
特徴です。風が吹く中、何気なく上げているように見える
オーバーハンドトス、実は難しい。

●21点ラリーポイント制
2セット先取の3セットマッチ。1セットは21点（3セット目は
15点）、タイブレイクの場合、2点差がつくまで戦います。過
去ＪＢＶツアーでも30点代に突入する試合がありました。

●コートチェンジとグッドサイド
両チームの得点合計が7の倍数（3セット目は5の倍数）に
なった時、コートチェンジします。これは、日差しや風などの
条件を公平にするため。一般的に風下が有利で、「グッド
サイド」と言われています。グッドサイドの時にいかに得点
をとれるかが勝負のカギとなります！

●タイムアウト
１セット目と2セット目で、両チームの得点合計が21点に
なった時、テクニカルタイムアウト（30秒）が自動的にとら
れます。その他に、それぞれのチームは、1セットに1回タイ
ムアウト（30秒）をとることができます。どこでタイムアウ
トをとるかも重要な戦略です。

●グランドチャンピオンを目指して！
各大会の最終日に表彰式を行い、上位4チームを表彰します。賞金総額は、オー
プン大会300万円、グランドスラム大会は600万円。（大会によっては増額され
ることもあります）
全7戦終了後、年間アワードの表彰があります。
ポイント最上位のグランドチャンピオン、プレスが選ぶMVP（最優秀選手）、
JBVツアー実行委員会が選ぶ新人賞（または敢闘賞）に輝いた選手を表彰します。 ▲2012年MVPに輝いた溝江明香選手

JBVツアー第3戦　ビーチバレー大阪オープン

川合庶／
かわいちかし

1965年12月7日　
新潟県生まれ
（公財）日本バレーボー
ル協会ビーチバレー強
化副委員長、産業能
率大学ビーチバレー部
監督として選手の強
化、育成に努める。

「かけひき」を見る！
ビーチバレーの観戦の面白さは、「かけひき」がわかり
やすいこと。
2対2と少数の対戦ですから、心理戦がはたらきます。
「相手が何をやろうとしているか、何をやりたいのか」相
手を研究して、想像力を働かせることが必要なスポーツ
です。ずっと見ていると、同じところにスパイクを打ち込
まれていれば「あそこを守ればよいのに」とか、「次はあ
そこを守るのかな」と、わかってきます。チームの一員に
なったつもりで、相手が何をするかを想像し、どう攻撃
するかを考えながら見ると、ビーチバレー観戦はもっと
おもしろくなると思います。

川合俊一／
かわいしゅんいち

1963年2月3日
新潟県生まれ。
日本体育大学時代から、
インドアバレーボール全
日本入りし、後に全日本
の主将を務める。ロサン
ゼルス・ソウルと五輪連
続出場。日本人初のプ
ロビーチバレープレイ
ヤーとしてアメリカのツ
アーに出場。現役引退
後はタレントとして活動し
ながら、日本ビーチバレー
連盟会長として、ビーチ
バレーの普及に努める。

ビーチバレーのココをみるとおもしろい！ビーチバレーのココをみるとおもしろい！
川合俊一日本ビーチバレー連盟会長に聞く！

風をよむ！
ビーチバレーは、風をみることも重要です。ビーチバレー
は風下が有利なグッドサイド、風上が不利なバッドサイド
といわれています。たいていは、風下から風上の選手に
向かって攻撃をしかけます。なぜなら風に向かってボー
ルを打つと風の影響を受けてボールの軌道が変化しや
すいからです。ビーチバレーは、１セットに複数回コート
チェンジがあるので、自分に対する風向きも逆になる、つ
まり攻撃の仕方も変わってきます。選手がどのように砂や
風と向き合っているか、どう勝負に関わってくるかを見る
とビーチバレー観戦はもっとおもしろくなると思います。

選手の行動みる！
ビーチバレーは、暑い中、激しい運動をする過酷なス
ポーツです。体力消耗戦の中、選手がどのようにして時
間稼ぎをしているかみるのも見どころです。例えば、サン
グラスを拭きにいく行動は、砂や汗を拭きとるためのも
のでもありますが、間合いをとるというひとつのテクニッ
クでもあります。砂をならしている選手がいれば、相手を
休ませることも意図している場合も。ボールアウトのホ
イッスルから次のプレー開始のホイッスルまでは12秒
間というルールもありますから、その中でうまく時間を
使えるかがポイントです。選手がかけているサングラス
も、紫外線や日差しよけもありますが、相手に目の動き
を悟られないための必需品。ベテランの選手ほど相手を
よく見ています、ビーチバレーでは観察眼も大切です。

川合庶JVAビーチバレー強化副委員長に聞く！

■ 男子シングルトーナメントスケジュール（12チーム）
ラウンド チームA ｖｓ チームBマッチ№

#1

#5

#6

#7

#8

#9

#12

7月19日（木） １回戦

7月20日（金）

7月21日（土）

7月22日（日）

２回戦

準決勝

決勝

奥平翔悟・瀬田久史
畑　信也・今井啓介
道木優輝・佐藤洸祐
鈴木太郎・土屋宝士
井上真弥・長谷川徳海

winner#2
朝日健太郎・白鳥勝浩

winner#4
winner#5
winner#7
loser#9
winner#9

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２

ｖｓ
ｖｓ
ｖｓ
ｖｓ
ｖｓ
ｖｓ
ｖｓ
ｖｓ
ｖｓ
ｖｓ
ｖｓ
ｖｓ

高尾和行・畑辺純希
中山貴洋・島袋康隆
仲矢靖央・長谷川翔
村上　斉・高橋　巧
winner#1
青木晋平・日高裕次郎
winner#3
西村晃一・ジョー・ヒルマン
winner#6
winner#8
loser#10
winner#10

日

■ 男子シングルトーナメント（12チーム）

ラウンド チームA ｖｓ チームBマッチ№

7月19日（木） １回戦

7月20日（金）

7月21日（土）

7月22日（日）

２回戦

準決勝

決勝

保立沙織・永田　唯
金田洋世・村上めぐみ
中村彩羅・藤村　瞳
幅口絵里香・小野田恵子
草野　歩・尾崎　睦

winner#2
浦田景子・浅尾美和

winner#4
winner#5
winner#7
loser#9
winner#9

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２

ｖｓ
ｖｓ
ｖｓ
ｖｓ
ｖｓ
ｖｓ
ｖｓ
ｖｓ
ｖｓ
ｖｓ
ｖｓ
ｖｓ

石田アンジェラ・鈴木千代
菅原和子・黄　秀京
松山紘子・宮川紗麻亜
大山未希・松村美由紀
winner#1
田中姿子・溝江明香
winner#3
浦田聖子・西堀健実
winner#6
winner#8
loser#10
winner#10

日

#2

#3

#4

#10

seed1

seed9

seed8

seed5

#11

loser#9

loser#10

seed12

seed4

seed3

seed11

seed6

seed7

seed10

seed2

優勝

3位

■ 女子シングルトーナメントスケジュール（12チーム）

#1

#5

#6

#7

#8

#9

#12

■ 女子シングルトーナメント（12チーム）

#2

#3

#4

#10

seed1

seed9

seed8

seed5

#11

loser#9

loser#10

seed12

seed4

seed3

seed11

seed6

seed7

seed10

seed2

優勝

3位

井上真弥
長谷川徳海

奥平翔悟
瀬田久史

高尾和行
畑辺純希

畑　信也
今井啓介

中山貴洋
島袋康隆

青木晋平
日高裕次郎

朝日健太郎
白鳥勝浩

道木優輝
佐藤洸祐

仲矢靖央
長谷川翔

鈴木太郎
土屋宝士

村上　斉
高橋　巧

西村晃一
ジョー・ヒルマン

草野　歩
尾崎　睦

保立沙織
永田　唯

石田アンジェラ
鈴木千代

金田洋世
村上めぐみ

菅原和子
黄　秀京

田中姿子
溝江明香

浦田景子
浅尾美和

中村彩羅
藤村　瞳

松山紘子
宮川紗麻亜

幅口絵里香
小野田恵子

大山未希
松村美由紀

浦田聖子
西堀健実
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選手紹介

仲矢靖央
なかややすお
①フリー ②大阪府
③186cm ④32歳
⑤1980年2月8日
⑥大阪学院大学高→
　立命館大
⑦5/7/4/7/9/7/4
⑧5/5

西村晃一
にしむらこういち
①ＷＩＮＤＳ 
②京都府 ③176cm 
④39歳 ⑤1973年6月30日
⑥花園高→立命館大→
　ＮＥＣホームエレクトロニクス→
　ＮＥＣブルーロケッツ
⑦2/1/2/3/2/1/2
⑧1/1

長谷川翔
はせがわしょう
①フリー ②埼玉県
③180cm ④25歳
⑤1986年9月16日
⑥伊奈学園総合高→
　国士舘大
⑦4/5/7/4/9/7/3
⑧5/5

日高裕次郎
ひだかゆうじろう
①フリー 
②鹿児島県
③190cm ④25歳
⑤1986年11月21日
⑥鹿児島商業高→日本体育大→
　ＮＥＣブルーロケッツ
⑦5/7/4/7/9/7/4
⑧5/5

畑信也
はたしんや
①ペボニア・ボタニカ 
②京都府
③185cm ④32歳
⑤1979年12月6日
⑥洛陽工業高→
　鹿屋体育大
⑦7/5/5/7/4/5/1
⑧5/5

畑辺純希
はたべじゅんき
①KYUBA
②熊本県
③185cm ④25歳
⑤1987年1月4日
⑥鎮西高→福岡大
⑦4/5/7/4/9/7/3
⑧5/5

高尾和行
たかおかずゆき
①NAS・KYUBA 
②佐賀県 ③180cm 
④46歳 ⑤1967年5月12日
⑥佐賀工業高→法政大→
　住友金属／
　アトランタ五輪代表
⑦ ─
⑧5/5

島袋康隆
しまぶくろやすたか
①海鮮料理 島
②沖縄県
③180cm ④33歳
⑤1979年6月11日
⑥石川高→大阪体育大
⑦ ─
⑧-/-

 ▼　ＪＢＶツアー2012シード獲得チーム　▼  ▼　ＪＢＶツアー2012シード獲得チーム　▼

①所属 ②出身地 ③身長 ④年齢（2012年7月19日時点） ⑤生年月日 
⑥主な経歴 ⑦JBVツアー2011全7戦の順位 ⑧JBVツアー2012の順位

奥平翔悟
おくだいらしょうご
①BELLONA 
②愛知県 
③179cm ④30歳 
⑤1981年10月9日
⑥清風高→天理大→
　大同特殊鋼レッドスター
⑦-/-/-/5/5/5/5
⑧9/5

瀬田久史
せたひさふみ
①フリー 
②神奈川県
③188cm ④30歳
⑤1982年7月11日
⑥法政二高→鹿屋体育大
⑦-/-/-/5/5/5/5
⑧9/5

土屋宝士
つちやたかし
①フリー ②静岡県
③176cm ④24歳
⑤1987年10月3日
⑥下田北高→中京大→
　大同特殊鋼
⑦ ─
⑧ ─

朝日健太郎
あさひけんたろう
①フォーバル 
②熊本県
③199cm ④36歳
⑤1975年9月19日
⑥鎮西高→法政大→
　サントリーサンバーズ
⑦5/2/1/5/5/3/-
⑧4/3

白鳥勝浩
しらとりかつひろ
①湘南ベルマーレ 
②東京都
③191cm ④35歳
⑤1976年10月29日
⑥東亜学園高→東海大
⑦3/4/5/2/1/4/-
⑧4/3

青木晋平
あおきしんぺい
①フリー ②神奈川県
③184cm ④31歳
⑤1980年7月22日
⑥秦野南が丘高（現・秦野総合高）→
　青山学院大
⑦5/2/1/2/1/4/-
⑧3/4

今井啓介
いまいけいすけ
①フリー ②兵庫県
③196cm ④32歳
⑤1980年2月5日
⑥洛南高→中央大→
　パナソニックパンサーズ
⑦3/4/5/5/5/3/-
⑧3/4

長谷川徳海
はせがわよしうみ
①ペボニア・ボタニカ
②新潟県
③187cm ④27歳
⑤1984年8月23日
⑥中越高→中央学院大
⑦1/3/3/1/3/2/-
⑧2/2

井上真弥
いのうえしんや
①ペボニア・ボタニカ
②京都府
③178cm ④30歳
⑤1982年3月6日
⑥東山高→
　大阪学院大学
⑦1/3/3/1/3/2/-
⑧2/2

 ▼　ワイルドカードチーム　▼

 ▼　ワイルドカードチーム　▼

Joe Hillman
じょー  ひるまん
①WINDS 
②アメリカ合衆国　
③201cm ④36歳
⑤1976年6月24日
⑥ ─
⑦ ─
⑧ ─

男子選手

佐藤洸祐
さとうこうすけ
①了徳寺大学
②東京都
③180cm ④21歳
⑤1990年12月19日
⑥東洋高
⑦ ─
⑧9/9

道木優輝
どうぎゆうき
①フリー
②福井県
③178cm ④23歳
⑤1988年10月20日
⑥福井工業大学付属福井高
　→中京大
⑦-/-/-/-/13/-/-
⑧-/-

高橋巧
たかはしたくみ
①了徳寺大
②埼玉県
③179cm ④20歳
⑤1991年10月1日
⑥春日部共栄高
⑦ ─
⑧9/9

鈴木太郎
すずきたろう
①BTOC ②大阪府
③186cm ④34歳
⑤1978年4月5日
⑥履正社高→福山平成大
⑦-/-/-/-/13/-/-
⑧9/9

村上斉
むらかみひとし
①フリー ②滋賀県
③188cm ④23歳
⑤1989年4月5日
⑥洛陽工業高→
　京都伝統工芸大／放送大学
⑦ ─
⑧9/9

踊って！ 歌って！ 体感して！ JBVツアーを楽しもう！踊って！ 歌って！ 体感して！ JBVツアーを楽しもう！踊って！ 歌って！ 体感して！ JBVツアーを楽しもう！ JBVツアー＆ビーチバレー選手の魅力をもっと知ろう！

「DANCE DELIGHT」プロデユース
SUMMER DANCE FESTIVAL！

ダンスイベント！ダンスイベント！

中山貴洋
なかやまたかひろ
①KLB ②埼玉県
③185cm ④31歳
⑤1981年5月26日
⑥深谷高
⑦-/-/-/-/13/-/-
⑧9/-

日本のストリートダンスシーンをけん引する
「DANCE DELIGHT」プロデユースのダンスイベ
ント。21日、22日の2日間で50組以上のダンス
チームが出演。

JBVツアー2012のオフィシャルソング
「BEACH POWER」を歌うhy4_4yh（ハイ
パーヨーヨ）のLIVE。8ページの歌詞と振付
あります！

トップ選手がプレーをするコートで、ビーチ
バレーを体験。ワンポイントアドバイス
あり。選手も参加予定です。申込は総合
受付で。

その日の試合で、最高
のプレーをしたと思う
選手に投票してくださ
い！投票箱は、ファン
ブースに設置してあり
ます！あなたの1票が選
手のパワーになります！
投票は1人1選手でお願
いします。

hy4_4yh（ハイパーヨーヨ）
「BEACH POWER」LIVE

LIVE！LIVE！

太陽と砂と風を感じて
ビーチバレーを体験しよう！

体験スクール！体験スクール！

※上記のイベントスケジュールは予定です。試合進行等により、変更になる可能性があります。

Good Performance Player
「ＧＰＰ」に投票しよう！

7月21日（土）
MORTAL COMBAT
temporally

7月22日（日）

7月21日（土）

7月22日（日）
BODY CARNIVAL
Exze

14：00～14：20
16：30～17：00

13：30～13：50

11：00～11：30
13：00～14：00

9：00～9：30
第1戦3日目のＧＰＰは

西堀健実選手

7月21日（土）

7月22日（日）
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選手紹介

田中姿子
たなかしなこ
①フリー 
②埼玉県 ③172cm 
④36歳 ⑤1975年7月28日
⑥川越商業高（現・市立川越高）→
　日立ベルフィーユ→NECレッドロケッツ→
　ディナモ・モスクワ
⑦2/1/4/2/1/1/3
⑧2/5

①産業能率大学 
②東京都
③175cm ④22歳
⑤1990年7月16日
⑥駒場高
⑦2/1/4/2/1/1/3
⑧2/5

溝江明香
みぞえさやか

浦田聖子
うらたさとこ

西堀健実
にしぼりたけみ

浦田景子
うらたけいこ

黄 秀京
ふぁんすぎょん

金田洋世
かねだひろよ

村上めぐみ
むらかみめぐみ

幅口絵里香
はばぐちえりか

①千の花 
②佐賀県
③175cm ④31歳
⑤1980年12月22日
⑥共栄学園高→
　ＮＥＣレッドロケッツ
⑦-/2/4/1/2/3/1
⑧1/3

①丸善食品工業
②長野県
③171cm ④30歳
⑤1981年8月20日
⑥古川商業高（現・古川学園）→
　ＪＴマーヴェラス
⑦-/2/4/1/2/3/1
⑧1/3

永田唯
ながたゆい
①スポーツクラブNAS
②鹿児島県
③172cm ④23歳
⑤1988年12月10日
⑥鹿屋体育大
⑦-/-/-/3/5/-/7
⑧5/9

①フリー 
②福岡県
③174cm ④34歳
⑤1977年11月30日
⑥九州女子高
⑦5/5/5/7/4/5/5
⑧3/2

①フリー 
②東京都
③178cm ④27歳
⑤1984年10月2日
⑥大阪朝鮮高級→日本女子体育大学→
　GSSサンビームズ→Befco（栗山米菓）
⑦ ─
⑧-/-

①三井企画（株）／
　上越マリンブリーズ
②大阪府
③166cm ④27歳
⑤1985年7月2日
⑥大塚高→大阪体育大
⑦1/7/2/4/3/4/4
⑧5/5

①三井企画（株）／
　上越マリンブリーズ
②福井県 ③165cm ④26歳
⑤1985年9月14日
⑥福井商業高→
　大阪国際大学
⑦1/7/2/4/3/4/4
⑧5/5

①大樹測量設計 
②福井県
③165cm ④30歳
⑤1981年9月7日
⑥仁愛女子高
⑦4/5/7/5/7/7/5
⑧9/4

草野歩
くさのあゆみ
①フリー 
②東京都
③174cm ④27歳
⑤1985年6月22日
⑥共栄学園高→
　日本体育大
⑦7/7/1/3/5/5/7
⑧4/1

浅尾美和
あさおみわ
①エスワン 
②三重県
③172cm ④26歳
⑤1986年2月2日
⑥津商業高
⑦5/4/7/7/5/2/2
⑧3/2

宮川紗麻亜
みやがわさまあ
①フリー 
②山梨県 ③171cm
④28歳 ⑤1983年8月17日
⑥八王子実践高→
　日本女子体育大→
　GSSサンビームズ
⑦3/3/-/5/7/7/7
⑧5/5

 ▼　ＪＢＶツアー2012シード獲得チーム　▼  ▼　ＪＢＶツアー2012シード獲得チーム　▼

 ▼　ワイルドカードチーム　▼

 ▼　ワイルドカードチーム　▼

石田アンジェラ
いしだあんじぇら
①産業能率大学 
②東京都
③185cm ④20歳
⑤1991年12月31日
⑥千早高
⑦7/7/-/-/-/-/-
⑧5/5

鈴木千代
すずきちよ
①産業能率大学 
②東京都
③171cm ④18歳
⑤1993年11月18日
⑥共栄学園高
⑦7/-/-/-/-/-/-
⑧9/9

菅原和子
すがわらかずこ
①ＦＯＶＡ
②広島県
③170cm ④33歳
⑤1978年10月1日
⑥賀茂高→日本女子体育大
⑦ ─
⑧-/-

①所属 ②出身地 ③身長 ④年齢（2012年7月19日時点） ⑤生年月日 
⑥主な経歴 ⑦JBVツアー2011全7戦の順位 ⑧JBVツアー2012の順位

保立沙織
ほたてさおり
①スポーツクラブNAS
②茨城県
③165cm ④28歳
⑤1983年10月24日
⑥土浦日本大学高→
　東京女子体育大
⑦3/3/-/5/7/7/-
⑧5/9

松山紘子
まつやまひろこ
①team Sand Block 
②神奈川県
③167cm ④26歳
⑤1986年4月1日
⑥横浜創英高→中京大
⑦5/4/7/7/5/-/-
⑧5/5

尾崎睦
おざきむつみ
①湘南ベルマーレ
②神奈川県
③172cm ④27歳
⑤1985年4月10日
⑥東海大学付属相模高→
　東京女子体育大
⑦7/-/-/-/-/-/-
⑧4/1

小野田恵子
おのだけいこ
①KYUBA 
②福岡県
③168cm ④29歳
⑤1983年5月19日
⑥北九州高
⑦-/-/5/-/13/-/-
⑧9/4

松村美由紀
まつむらみゆき
①ビーチの女王
②高知県
③164cm ④27歳
⑤1985年2月14日
⑥高知南高→高知女子大
⑦-/-/-/-/9/-/-
⑧9/9

大山未希
おおやまみき
①グランディア 
②東京都
③178cm ④26歳
⑤1985年10月3日
⑥下北沢成徳高→
　東レアローズ
⑦ ─
⑧9/9

女子選手

踊って！ 歌って！ 体感して！ JBVツアーを楽しもう！ JBVツアー＆ビーチバレー選手の魅力をもっと知ろう！JBVツアー＆ビーチバレー選手の魅力をもっと知ろう！JBVツアー＆ビーチバレー選手の魅力をもっと知ろう！

情報をGETするには？

藤村瞳
ふじむらひとみ
①フリー
②兵庫県
③175cm ④23歳
⑤1988年7月4日
⑥小野高→早稲田大
⑦ ─
⑧-/9

中村彩羅
なかむらさいら
①産業能率大学
②茨城県
③158cm ④21歳
⑤1990年9月5日
⑥大成女子高
⑦ ─
⑧-/9

JBVツアー公式サイト

http://www.jbvtour.jp

Facebook 公式ページ

http://www.facebook.com/#!/JBVtour2012

「いいね！」を押してね！

ツイッター公式アカウント

＠JBVtour で検索！

iPhone、ipodtouch専用アプリ。

ＡppStoreからダウンロード。無料です！

HP

アプリ

●大会情報が知りたい！

　　 の「大会情報」をチェック！

　　　　でも、随時最新情報を配信して

　います！

●大会の結果速報を知りたい！

　     　で1セットごとの大会結果を速報

　しています！

　1日ごとの結果、大会結果は  　の

　「日程・大会結果」に掲載！

●選手の情報が知りたい！

　　 の「PLAYERS」、　　の「Player」に

　選手の情報が掲載されています。

●ビーチバレーの写真が見たい！

　　 の「FANROOM」、　  の「Gallary」の

　ページで、オフィシャルカメラマンが撮った

迫力ある写真を見られます！

●ビーチバレーの動画が見たい！

　　 の「ＦＡＮＲＯＯＭ」のページで、試合の

　ハイライト映像を楽しめます！

●ビーチバレーコートの場所が知りたい

　　 の「Ｓearch」のページでは、現在地

　から100㎞圏内のビーチバレーコートを検

索できます！

HP HP

HP

HP

HP

アプリ

アプリ

アプリ
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JBVツアー2012
オフィシャルソング
by hy4_4yh

JBVツアー2012
オフィシャルソング
by hy4_4yh

JBVツアー2012
オフィシャルソング
by hy4_4yh

JBVツアー2012
オフィシャルソング
by hy4_4yh 「BEACH POWER」で会場を盛り上げよう！「BEACH POWER」で会場を盛り上げよう！「BEACH POWER」で会場を盛り上げよう！「BEACH POWER」で会場を盛り上げよう！「BEACH POWER」で会場を盛り上げよう！「BEACH POWER」で会場を盛り上げよう！

歌って踊って
ビーチバレーを
楽しもう！

歌って踊って
ビーチバレーを
楽しもう！

©Tezuka Productions

INFORMATION
ＪＢＶツアー携帯撮影について

ＪＢＶツアー会場内での、携
帯、スマートフォンでの撮影
は、事前申請が必要です。お
手数ですが、申請をお願い
いたします。デジタルカメ
ラ、ビデオでの撮影は禁止
となっております。ご理解、
ご協力お願いいたします。

ＪＢＶツアー携帯アンケート
ＪＢＶツアーでは観客の皆
様により、快適に試合をご
覧頂けるよう、アンケート形
式の観戦者調査を実施して
おります。このアンケート
は、統計的に処理を行い、回
答から個人を特定されない
ようにいたします。ご協力お
願いいたします。

「頑張ろう！ニッポン」東日本大震災復興支援活動のご報告
「ＪＢＶツアー2011」全大会会場で実施し
た義援金活動の金額は下記の通りとなりま
した。皆様の温かいご協力ありがとうござい
ました。引き続きＪＢＶツアーでは復興支援
活動を実施していきたいと思いますので、
ご理解、ご協力よろしくお願いいたします。

ＪＢＶツアー2011
義援金報告

義援金総額 ： ￥663,170
寄　付　先 ： 日本赤十字社、岩手県ビーチバレー連盟、宮城県ビーチバレー連盟、
　　　　　　福島県ビーチバレー連盟、茨城県ビーチバレー連盟

Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
Na Na Na Na BEACH POWER ×2
気温　体温　上昇して　体中がシャウトする
鼓動　HOLD ON　高鳴って　太陽をジャックする　
さあ行こう！　最高の舞台が待ってる
さあ行こう！　最高の戦いが待ってる
I Say　汗輝いて　視線をロックする　　
プライド　RIDE ON　高く飛べ　空へとジャンプする　
さあ行こう！　最高の勝利が待ってる
さあ行こう！　最高の歓声が待ってる
熱気高まるスタジアム
頂点めざせ　NO１
夢への切符つかみとれ
胸に刻め 時代（とき）に刻め サンライズ・ウィンニング・ロード
ハイ！
BEACH POWER　愛のパワー 闇をブロック
完全にLOVE！ LOVE！ LOVE！
BEACH POWER　愛のアタッカー　明日にトス
絶対に V！ V！ V！
JBV！！！
砂のステージのKing＆Queen　グランドスラム　ゲッター！！
If you can dream it, you can do it. never give up!!!
If you can dream it, you can do it. never give up!!!
Believe in yourself, and your dreams will come true.
Why Not? Well done!! That is Cool!!!
一進一退　攻防戦
期待に応え　ナイスプレー
チームワークもNO 問題
歴史　刻め　未来　刻め　栄光のシャイニング　コート
ハイ！
BEACH POWER　愛のパワー　闇をカット
完全にLOVE！ LOVE！ LOVE！
BEACH POWER　愛のスパイカー　明日にパス　
絶対に V！ V！ V！
JBV！！！
君と呼吸をあわせ　この手でつかもうぜ
後ろに隠したサインは　ふたり繋ぐ絆
トス！ ジャンプ！ ショット！！
ハイ！
BEACH POWER　愛のパワー　闇をブロック
完全にLOVE！ LOVE！ LOVE！
BEACH POWER　愛のサーバー　明日にトス　
絶対に V！ V！ V！
BEACH POWER　愛のパワー　闇をカット　
完全にLOVE！ LOVE！ LOVE！
BEACH POWER　愛のレシーバー　
明日にパス　絶対にV！ V！ V！
JBV！！

砂のステージのKing＆Queen　グランドスラム　ゲッター！！
Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
Na Na Na Na BEACH POWER ×2
パーフェクト　Victory！！！ 
V―――――！！！

JBVツアー2012オフィシャルソング
「BEACH POWER」　　作詞作曲 ： 江崎マサル

hy4_4yh（ハイパーヨーヨ）

05年結成のユカリン、ユミコ、サダチからなる「3人組のPUFFY」とも称さ
れる実力派元祖オルタナティブ・アイドルユニット。3人3様のファニーかつ、
カッコいい、チャーミングな
キャラクターと一度聴いたら
頭から離れないキャッチーで
完成度の高い楽曲とが、絶妙
なブレンドを描き出し、唯一無
二のハイパーヨーヨワールドを
作り出している。奇才アーティ
スト江崎マサル全面全力プロ
デュースのもと、まさにハイ
パーに活動中。

yukarin  ─ゆかりん─
1.7生まれ AB型

1. 好きなアーティスト
　 安室奈美恵・甲本ヒロト 
2. 好きなファッション
　 奈美恵師匠が着てそうな服 
3. 好きな場所
　 CDショップ 
4. 好きな映画
　 マシュー・ヴォーン監督の作品
5. 好きな言葉 
　「カッコつけるなんてまっぴら
　 ゴメン」 by 安室奈美恵

サビの部分でタオルを振る振付に
なっているのでぜひ皆さん一緒に
タオル振ってください。J・B・Vで手
を掲げるところもポイントです！

Yumiko  ─ゆみこ─
3.22生まれ B型

1. 好きなアーティスト
　 鳥居みゆき ・中島みゆき
2. 好きなファッション
　 鳥居師匠の着てそうな服
3. 好きな場所
　 ディズニーランド
4. 好きな映画
　 ピクサー社の映画
5. 好きな言葉
　「人の事ばっか気にして生きていけ
るかってんだよ!」 by 鳥居みゆき

この「BEACH POWER」はJBVツ
アーのために書き下ろされたオリジ
ナルの楽曲です。歌詞には、アタック
やブロック、トスといったバレー用語
もちりばめられています！

Sadachi  ─さだち─
9.21生まれ O型

1. 好きなアーティスト
　 特になし 
2. 好きなファッション
　 セレブ・ファッション
3. 好きな場所
　 平日のデパート 
4. 好きな映画
　 ソフィア・コッポラ監督の作品 
5. 好きな言葉
　「俺は竹の子が3本の指にはいる
ぐらいすきなんだよ。でも、あと2
つがないから竹の子が一番好き
なんだ。」 by うちのお父さん

とても元気が出る曲なので、ぜひ皆
さんに覚えて頂いて、一緒に歌って
踊れたらとても嬉しいです。よろし
くお願いします！

オフィシャルサイト／http://www.thelabel.jp/hy4_4yh/

⇦ ピースサインを作って 左右に大きく振ろう～！

⇦ タオルをグルグル回しちゃおう！

⇦ LOVE! LOVE! LOVE! で拳を3回突き上げよう～！

⇦ V! V! V! で拳を3回拳を突き上げよう～！
⇦ 思いっきり3回拳を突き上げながら「J！ B！ V！」と叫けぼう～！！

⇦ LOVE! LOVE! LOVE! で拳を3回突き上げ～！

⇦ V! V! V! で拳を3回拳を突き上げよう～！
⇦ また、思いっきり3回拳を突き上げながら「J！ B！ V！」だ～！！

⇦ LOVE! LOVE! LOVE! で拳を3回突き上げよう～！

⇦ V! V! V! で拳を3回拳を突き上げよう～！

⇦ LOVE! LOVE! LOVE! で拳を3回突き上げよう～！

⇦ V! V! V! で拳を3回拳を突き上げてください～！

⇦ もういっちょう！元気に3回拳を突き上げながら「J！ B！ V！」～！！
⇦ またまた、ピースサインを作って 左右に大きく振りましょう～！

⇦ 最後はみんなでVサインで「 Vーーー！」と大きな声で叫ぼう～！！

hy4_4yhhy4_4yh

詳細は6ページ。

JBVツアーオフィシャルソング「BEACH POWER」を含む、
夏曲ばかりのキラーチューン3連発！
M1. 「BEACH POWER」（JBVツアー2012オフィシャルソング）
M2. さまぁ～ライブ
M3. 海の日々。2012

yukarin YumikoSadachi

「BEACH POWER」「BEACH POWER」
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SALE!

BeachVolleyball!
BeachVolleyball!

大阪真夏の大決戦
！

大阪真夏の大決戦
！

今井啓介 選手
元パナソニックパンサーズ／大阪府在住

井上真弥 選手
大阪学院大出身

金田洋世 選手
大阪府／大阪体育大出身

村上めぐみ 選手
大阪国際大出身

仲矢靖央 選手
大阪府／大阪学院大学高出身

鈴木太郎 選手
大阪府／履正社高出身／大阪府在住

村上斉 選手
大阪府在住

大阪からロンドンへ！
五輪チームのプレーを見る！

ダンスイベ
ント、LIVE

、

体験スクール
ではじけよ

う！　

なにわのプレーヤーを
応援しよう！

ダンスイベ
ント

hy4_4yh 
 LIVE

体験スクール

気合を入れてプレーします

関西に夢と勇気、元気を与えたい！

前回優勝出来たのも
皆さんの応援のおかげです！
今年も応援お願いします！

会場に『笑い（笑顔）』を
提供できるような
試合をしたいと思います！

今日はビーチバレーを
存分に楽しんで見て下さい！

僕達の最高のプレーを
楽しんで下さい♪


