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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！

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！

©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、eプラス他

P席　4,500円（5,000円）
A席　2,700円（3,000円）

10月5日　　　無料　
10月6日、7日　Ｓエリア3,600円（4,000円）
　　　　　　 Ａエリア2,250円（2,500円）

MRT宮崎放送
9月15日（土）15：00～15：55
毎日放送（関西ローカル）
9月23日（日）24:50～25:50（予定）
GAORA
9月30日（日）24:00～25:00（予定）

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

発売中

発売中

発売中 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 ： 第13回ビーチバレー霧島酒造オープン
◆開催日 ： 8月31日（金）～9月2日（日）
◆会　場 ： 霧島ファクトリーガーデン（宮崎県都城市）
◆主　催 ： 日本ビーチバレー連盟
◆共　催 ： 宮崎県バレーボール協会、宮崎県ビーチバレー連盟、都城地区バレーボール協会
◆後　援 ： 公益財団法人日本バレーボール協会、都城市、社団法人都城観光協会、
　　　　　株式会社宮崎放送、宮崎日日新聞社

◆特別協賛 ： 霧島酒造株式会社
◆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、
　　　　　　La-vie、宮崎保健福祉専門学校、宮崎県農協果汁株式会社
◆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
◆協　　力 ： エスケイ工事株式会社
◆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

終了

霧島酒造で霧島酒造で霧島酒造で霧島酒造で

朝日健太郎 選手
熊本県／鎮西高出身
都城は高校時代から縁のある街。
今年も思い出つくります！

日高裕次郎 選手
鹿児島県／鹿児島商業高出身
最高のパフォーマンスで会場を盛り上げます！！
応援お願いします！！

高尾和行 選手
佐賀県／佐賀工業高出身
愛しています、みやこんじょう。
愛してください、みやこんじょう。

畑辺純希 選手
熊本県／鎮西高／福岡大出身
九州男児として元気良く顔晴ります☆
応援宜しくお願いします！！

浦田聖子 選手浦田聖子 選手浦田聖子 選手
佐賀県出身佐賀県出身佐賀県出身
九州は佐賀出身と言う事もあり、
霧島酒造オープンでは地元から
バスツアーで応援団が来てくれる
ので頑張ります！

九州は佐賀出身と言う事もあり、
霧島酒造オープンでは地元から
バスツアーで応援団が来てくれる
ので頑張ります！

九州は佐賀出身と言う事もあり、
霧島酒造オープンでは地元から
バスツアーで応援団が来てくれる
ので頑張ります！

浦田景子 選手浦田景子 選手浦田景子 選手
福岡県出身／九州女子高出身福岡県出身／九州女子高出身福岡県出身／九州女子高出身
宮崎まで応援に来てくれるファンの方の、
喜ぶ顔を見るために優勝します！
宮崎まで応援に来てくれるファンの方の、
喜ぶ顔を見るために優勝します！
宮崎まで応援に来てくれるファンの方の、
喜ぶ顔を見るために優勝します！

永田唯 選手永田唯 選手永田唯 選手
鹿児島県／鹿屋体育大出身鹿児島県／鹿屋体育大出身鹿児島県／鹿屋体育大出身
トップクラスの選手のプレーを是非見て下さい。
熱い熱い戦いになると思います。
九州出身の選手も出場していますので、
応援よろしくお願いします！

トップクラスの選手のプレーを是非見て下さい。
熱い熱い戦いになると思います。
九州出身の選手も出場していますので、
応援よろしくお願いします！

トップクラスの選手のプレーを是非見て下さい。
熱い熱い戦いになると思います。
九州出身の選手も出場していますので、
応援よろしくお願いします！

小野田恵子 選手小野田恵子 選手小野田恵子 選手
福岡県／北九州高出身福岡県／北九州高出身福岡県／北九州高出身
目指せ表彰台☆
2人で気持ちをひとつに頑張ります！
応援よろしくお願いします！

目指せ表彰台☆
2人で気持ちをひとつに頑張ります！
応援よろしくお願いします！

目指せ表彰台☆
2人で気持ちをひとつに頑張ります！
応援よろしくお願いします！

徳丸信代 選手徳丸信代 選手徳丸信代 選手
都城市出身／宮崎日大高／
鹿屋体育大出身
都城市出身／宮崎日大高／
鹿屋体育大出身
都城市出身／宮崎日大高／
鹿屋体育大出身

地元都城！今年も帰ってこられました！！
皆様、応援よろしくお願いします！
地元都城！今年も帰ってこられました！！
皆様、応援よろしくお願いします！
地元都城！今年も帰ってこられました！！
皆様、応援よろしくお願いします！

ENJOY!
Beachvolleyball!ENJOY!
Beachvolleyball!ENJOY!
Beachvolleyball!ENJOY!
Beachvolleyball!ENJOY!
Beachvolleyball!

霧島酒造で霧島酒造で

九州男児プレーヤーを応援しよう！九州男児プレーヤーを応援しよう！

九州女子プレーヤーを応援しよう！九州女子プレーヤーを応援しよう！九州女子プレーヤーを応援しよう！九州女子プレーヤーを応援しよう！

ENJOY!
Beachvolleyball!ENJOY!
Beachvolleyball!ENJOY!
Beachvolleyball!
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JBVツアー第4戦霧島酒造オープン展望JBVツアー第4戦霧島酒造オープン展望

ベテラン vs 次世代。
火花を散らす戦い

ベテラン vs 次世代。
火花を散らす戦い

　この夏、世界中に感動を与え、数々のドラマを生み出したロンドン五輪。バレー
ボール競技は、女子バレーボールと男子ビーチバレーが出場し、眞鍋政義監督率
いる女子バレーボール日本代表はロサンゼルス五輪以来、28年ぶりに五輪で銅
メダルを獲得した。
　一方、2大会連続出場を果たした男子ビーチバレー代表の白鳥勝浩・朝日健太
郎ペアは、3戦全敗で予選ラウンドで敗退し19位に終わった。
　北京五輪で残した9位という成績を上回ることができず悔しい敗戦となった
が、ロンドンの地で世界との差を体感したことは、大きな財産だ。「この悔しさを
日本のビーチバレーに携わるすべての人にフィードバックできるようにしたい」と
白鳥が語るように、この経験をどう活かし反映していくかが、今後の重要課題と
なる。

JBVツアーは世界レベルの戦い

　男子は、第1戦、第2戦で西村晃一・ケーシー,パターソンペアが2連勝、第3戦
では日本代表の白鳥・朝日ペアが優勝を飾り、前半戦はベテラン勢に軍配があ
がった。
　現在JBVツアーランキング1位に躍り出ている西村は、ニュージーランドから
やってきたカーク・ピットマンとペアを組んで出場する。ピットマンは、身長
192cm、30歳。上背がないながらも、世界ランキング30位に位置し、アジアの
ビーチバレーをけん引してきた選手である。豊富なジャンプ力と空中で見せるキ
レのあるテクニックは、まさに世界レベル。毎回新しい助っ人と結果を残している
パートナーの西村とともにどんなコンビネーションを見せてくれるのか、非常に
楽しみである。
　ベテラン勢の牙城の前で崩れ、前半戦で涙を飲んだのは、昨シーズン年間チャ
ンピオンに輝いた若手の台頭である井上真弥・長谷川徳海ペアだ。3戦とも準優
勝に終わっており、「ベテラン勢を倒して、自分たちが日本一であることを証明し
たい」（井上）と今大会に懸ける想いは強い。
　またシーズン中盤から2年半ぶりにペアを復活させた畑信也・今井啓介ペア
も、次世代を担う注目株。第3戦では、ブランクを感じさせないコンビネーション
を披露し４位に入るなど、調子は上々。今大会では久しぶりの表彰台を狙う。

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」で敗退し、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コートで表したい」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。
　前半戦では、浦田・西堀ペアが2勝（第1戦、第3戦）、第2戦では次世代の台頭
である草野歩・尾崎睦ペアが優勝。ベテランvs若手が火花を散らし均衡したゲー
ムが繰り広げられた。
　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。

今シーズン2勝を挙げている浦田・西堀ペア

浦田・西堀ペアを追う草野・尾崎ペア

ツアーランキング3位の浦田・浅尾ペア 後半戦、巻き返しを狙うベテランの田中 第3戦で4位にランクインした宮川
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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

女王の座を狙うチーム

　浦田・西堀ペアの背後に迫るのが、現在JBVツアーランキング2位の尾崎・草
野ペアだ。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。第2戦で優勝し、見事完全復活を遂げた。
　「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。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。
　この尾崎・草野ペアを追うのが、新ペアの浅尾美和・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、虎視
眈々と初優勝を狙っている。
　2年連続で年間チャンピオンに輝いてきた田中・溝江ペアは、現在JBVツアー
ランキング4位。今シーズンは未だ無冠に終わっているが、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。
　オリンピックの直後、ベテランと若手の想いが交錯する今大会は、4年後のブ
ラジル・リオデジャネイロ五輪への第一歩にふさわしい。世代交代なるか、それと
も日本代表が意地を見せるのか。今後のビーチバレー界の行方を占う重要な戦
いを、観客の皆さんと共に見守りたい。

（ビーチバレースタイル編集長・吉田亜衣）

ビーチバレー界をけん引するベテラン・白鳥

ロンドン五輪に出場した白鳥・朝日ペア

ペアを再結成した畑・今井ペア

白鳥・朝日ペアに勝利した経験がある若手の長谷川（翔） 今シーズン初優勝を狙う長谷川（徳）のパフォーマンス
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　大学1年生の冬にインドアバレー部を辞めて、何か始めよう
と思った時に、在学していた鹿屋体育大に男子ビーチバレー
部がありコートも4面あったので、遊び半分でやってみようと
思ったのがきっかけです。初めはスパイクも全然打てなくて、
少し走るだけで息があがってしまう、できない自分に腹が立っ
て、もっとうまくなりたいと練習するようになりました。インド
アは6人いるけど、ビーチバレーはすべてをパートナーと2人
でやる、だからこ勝った時の喜びが大きい。海に行ってボール
さえあれば、誰でも楽しめるというところも魅力ですね。

　実は、昨年のユニバーシアードが終わってから、普通に就
職したいと思っていました。ビーチバレーは遊び程度でいい
かなと。けれど、昨年9月に行われたJBVツアーの大阪オー
プンに、草野歩選手から一緒に出ないかと誘われ、出場した
ことが転機になりました。JBVツアーのような大きな大会
で、ちゃんとプレーできるのか緊張と不安でいっぱいでした
が、いざ試合になると普段通りにプレーすることができまし
た。何より、トップ選手と試合できたことが嬉しかったです。
その後、幸運なことに、いろいろな人のバックアップがあっ
て、現在の所属先であるスポーツクラブNAS株式会社にサ
ポートを頂けることになって、このチャンスを無駄にしたく

ないと思いました。体が動く時期も、好きなことをできる時
期も限られているので、ビーチバレーを頑張りたい、まずは
日本一を目指したいと思いました。

　スポーツクラブNAS株式会社をはじめ、ファンの皆さん
やたくさんの人達に支えてもらいプレッシャーもあります
が、楽しくビーチバレーが出来る事に感謝しています。ここ
まで自分勝手に歩んできた私を何一つ文句も言わずに支え
てくれ、ビーチバレーを応援してくれる両親に、ビーチバ
レーを頑張ることで親孝行をしたいと思っています。また、
親のように育ててくれて、ビーチバレーを応援し続けてくれ
た祖父が先日亡くなりました。一時は、数日後に控えていた
ジャパンレディースの出場も悩みましたが、やはり、今、自分
にできることはコートで頑張る姿を見せることだという思い
がさらに強くなりました。

　私たちのチームは、ラリー負けしないことが強み。チーム
結成当初は、遠慮していた部分もありますが、今は、自分か
ら提案をしたり、お互いにどうしたらよいかを言い合って良
いチーム作りができています。パートナーの保立選手ととも
に年に1回の地元九州で行われるJBVツアーで良いパ
フォーマンスをお見せ出来るよう頑張ります。粘りとコンビ
バレーで優勝を目指しますので、応援よろしくお願いします！

TIRIHCAEB PS
高尾和行／たかおかずゆき▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

法政大学時代にビーチバレーを始め、1994年広島
アジア大会金メダル、1996年アトランタ五輪に日本
人男子としてビーチバレーに初出場。ビーチバレー
ジャパン（男子全日本選手権）2回の優勝など国内
外で数々のタイトルを獲得しミスタービーチバレーの
異名をもつ。

何年経ても新鮮な気持ちで！
だからビーチバレーは面白い

’ SREYALP

　JBVツアーにただ出るのなら、出ない方がいい。自分の
中で引退のベースがあって、ベスト8に入れなくなった時は
いろいろ考えなければならないと思っている。1試合目を
勝っていくということが俺の中ではとても大事で、自分でこ
だわりは持っておかないと、しんどいときに負けてしまう。何
としても、1試合目は勝たなきゃいかん、それがJBVツアー
のコートに立っている自分のこだわり。

　今、パートナーには、オーバーハンドトスを求めている。や
はり、オーバーハンドトスを使えない選手はトップにいけな
いし、風が強い時でもオーバーであげられる選手になって
ほしいよね。安直にアンダーでトスあげることは誰でもでき
るが、それはプロの選手としてどうかと思う、みんなができ
ることをやるのはプロじゃなくていい。また、練習でどんな
にできても試合で使えない選手が山ほどいる中で、畑辺に
は「ドリブルでいいけぇ、オーバーで持ってこい」と言ってい
る。最高の舞台である試合で、チャレンジすることが大事だ
し、それが次の自信につながっていく。俺と組んだ選手が、
次に組む選手に喜ばれる選手であってほしいし、オリンピッ
クやワールドツアーを目指すにあたって、経験が役立ってほ
しいと思っている。

　ビーチバレーの技術面では年々進化しているが、選手の
ハートが後退していると感じている。吠える選手が少なく
なったね。勝って高揚しているときは、誰でも声がでる、肝
心なのは負けている時にどういう声が出せるか。点数はス
コ負けだけど、負けているチームの方が盛り上がっているみ
たいな。お客さんは得点版を見ながら、試合を見ているの
ではなく、選手を見て一緒に盛り上がるんよね。魅了できる
選手が増えてこないとお客さんは増えてこんけい。
　当然勝ったり負けたりがある勝負の世界やけど、プロ選手
としてその空間を盛り上げることも大事。何より盛り上がら
ないとやっていて、自分が面白くない。びっくりするくらい負
けることもあるんよ。でも、負けにも本気の負けっぷりという
ものがある。その姿をみて「そんなに悔しんや、本気なんや、
今度は頑張ってね」って応援しにきてくれる。「あの選手、
おっさんやけどかっこいいよね」とか、初めて来た人がもう1
回見に来たいと思われるような、そういう選手でありたいね。

　ビーチバレーをやめようと思ったことはないんよ。それ
は、毎回、ビーチバレーには同じ状況がない。風の向きや、砂
の感覚も常に違うし、昨日見たチームも今日はまた違う。何
百回試合をしたとしても、常に新しい試合を目の前におい
ている。大切なのは、常に新鮮な気持ちで臨むこと、先入観
を持たないこと、ビーチバレーに慣れないことやね。
　20歳でビーチバレーを始めたころとビーチバレーに対する
気持ちも変わらない。「ビーチバレーは面白い」それだけやな。

20歳でビーチバレーを始め、1996年アトランタ五輪出
場、数々のタイトルを獲得し「ミスタービーチバレー」の
異名をもつ高尾和行選手。2シーズンのブランクを経て、
45歳を迎えた今季、JBVツアーのコートに帰ってきまし
た。高尾選手がJBVツアーのコートに立つ思いとは。

今季のパートナーは同じ九州出身の畑辺純希選手。
ベテラン選手として選手を育てるという思いも強い。

高尾選手の魅力の一つは、プロ選手として、会場を魅了する
パフォーマンス。

高尾選手をコートに立たせ続けるビーチバレーの魅力とは。

ビーチバレー大学選手権で優勝を果たし、次世代を担う若手の
ホープとして成長が期待されている永田唯選手にインタビュー。

ビーチバレーを始めたきっかけとビーチバレーの魅力とは。

大学卒業後、プロのビーチバレー選手として歩む決断を
した永田選手、その思いとは。

厳しい練習に耐え、トップの世界で戦う永田選手を支えて
いるものとは。

鹿児島出身の永田選手とって地元開催となる今大会の
意気込みは。

TIRIHCAEB PS
永田　唯／ながたゆい▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

大学1年からビーチバレーを始める。大学4年の時に
ビーチバレー大学選手権優勝。
2011年、2012年ユニバーシアード世界大会日本代
表に選出される。今後のビーチバレー界を担う活躍が
期待される。支えてくれる人のために

ビーチバレーを頑張る！

’ 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4戦　第13回ビーチバレー霧島酒造オープン

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！

◆スケジュール ◆男子プール戦 ◆男子トーナメント戦
8月31日（金）
時間 コート2コート1

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

女子
＃1

男子
＃2

女子
＃3

男子
＃4

女子
＃5

女子
＃6

男子
＃7

男子
＃8

浦田（聖）
西堀 vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

保立
永田

朝日
白鳥

鈴木
土屋

浦田（景）
浅尾

大山
松村

畑
今井

中川
吉田

金田
村上

保立
永田

徳丸
北村

石田
鈴木

高尾
畑辺

道木
佐藤

仲矢
長谷川（翔）

中川
吉田

男子
＃1

女子
＃2

男子
＃3

女子
＃4

男子
＃5

男子
＃6

女子
＃7

女子
＃8

井上
長谷川（徳）

松本
日高

草野
尾崎

石田
鈴木

西村
Kirk

道木
佐藤

田中
溝江

中村
藤村

村上
高橋

松本
日高

奥平
瀬田

鈴木
土屋

幅口
小野田

大山
松村

松山
宮川

中村
藤村

9月1日（土）
時間 コート2コート1

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

男子
＃10

女子
＃9

男子
＃11

女子
＃11

男子
＃14

女子
＃14

男子
＃13

女子
＃13

朝日
白鳥

奥平
瀬田

浦田（聖）
西堀

金田
村上

西村
Kirk

高尾
畑辺

浦田（景）
浅尾

幅口
小野田

男子
＃9

女子
＃10

男子
＃12

女子
＃12

井上
長谷川（徳）

村上
高橋

草野
尾崎

徳丸
北村

畑
今井

仲矢
長谷川（翔）

田中
溝江

松山
宮川

9月2日（日）
時間 コート1

10:00

11:00

13:00

14:00

男子
＃15

女子
＃15

女子
＃16

男子
＃16

C
シード3

シード6

シード11

チーム名

#11

#7

#11

#3

#3

#7高尾和行
畑辺純希

道木優輝
佐藤洸祐

高尾和行
畑辺純希

道木優輝
佐藤洸祐 D

シード4

シード5

シード12

チーム名

#12

#8

#12

#4

#4

#8仲矢靖央
長谷川翔

畑　信也
今井啓介

中川　一
吉田英樹

仲矢靖央
長谷川翔

畑　信也
今井啓介

西村晃一
Kirk Pitman

西村晃一
Joe Hillman

中川　一
吉田英樹

A
シード1

シード8

シード9

チーム名

#9

#5

#9

#1

#1

#5村上　斉
高橋　巧

井上真弥
長谷川徳海

松本大翼
日高裕次郎

村上　斉
高橋　巧

井上真弥
長谷川徳海

松本大翼
日高裕次郎 B

シード2

シード7

シード10

チーム名

#10

A1位

D1位

#13

#16 優勝

3位

C1位

B1位

#14

#6

#10

#2

#2

#6奥平翔悟
瀬田久史

朝日健太郎
白鳥勝浩

鈴木太郎
土屋宝士

奥平翔悟
瀬田久史

朝日健太郎
白鳥勝浩

鈴木太郎
土屋宝士

◆女子プール戦

C
シード3

シード6

シード11

チーム名

#11

#7

#11

#3

#3

#7幅口絵里香
小野田恵子

大山未希
松村美由紀

幅口絵里香
小野田恵子

大山未希
松村美由紀 D

シード4

シード5

シード12

チーム名

#12

#8

#12

#4

#4

#8松山紘子
宮川紗麻亜

田中姿子
溝江明香

中村彩羅
藤村　瞳

松山紘子
宮川紗麻亜

田中姿子
溝江明香

浦田景子
浅尾美和

浦田景子
浅尾美和

中村彩羅
藤村　瞳

A
シード1

シード8

シード9

チーム名

#9

#5

#9

#1

#1

#5金田洋世
村上めぐみ

保立沙織
永田　唯

金田洋世
村上めぐみ

保立沙織
永田　唯 B

シード2

シード7

シード10

チーム名

#10

#6

#10

#2

#2

#6徳丸信代
北村名都子

草野　歩
尾崎　睦

石田アンジェラ
鈴木千代

徳丸信代
北村名都子

草野　歩
尾崎　睦

浦田聖子
西堀健実

浦田聖子
西堀健実

石田アンジェラ
鈴木千代

loser#13

loser#14

#15

◆女子トーナメント戦
A1位

D1位

#13

#16 優勝

3位

C1位

B1位

#14

loser#13

loser#14

#15

※上記の時間は予定です。
　試合の状況によって変更する場合があります。
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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
⑧5/5/5

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
⑧1/1/3

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
⑧5/5/5

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
⑧5/5/5

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
⑧5/5/4

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
⑧5/5/5

高尾和行
たかおかずゆき
①NAS・KYUBA 
②佐賀県 ③180cm 
④45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 ─
⑧5/5/5

 ▼　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　▼

①所属 ②出身地 ③身長 ④年齢（2012年8月31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
⑧9/5/9

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
⑧9/5/9

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-/-/5

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/-
⑧4/3/1

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/-
⑧4/3/1

松本大翼
まつもとだいすけ
①松本雅人土地家屋
　調査士事務所
②鳥取県
③180cm ④26歳
⑤1985年10月3日
⑥境港工業校→鹿屋体育大
⑦ ─
⑧ ─

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/-
⑧3/4/4

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 ④28歳
⑤1984年8月23日
⑥中越高→中央学院大
⑦1/3/3/1/3/2/-
⑧2/2/2

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/-
⑧2/2/2

 ▼　ワイルドカードチーム　▼

 ▼　ワイルドカードチーム　▼

Kirk Pitman　
かーく　ぴっとまん
①WINDS 
②ニュージーランド　
③192cm ④30歳
⑤1981年12月13日
⑥ ─
⑦ ─
⑧ ─

男子選手

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

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-/-/9

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 ─
⑧9/9/9

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/-/-
⑧9/9/5

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 ─
⑧9/9/9

ビーチバレーを体感して！ JBVツアーを楽しもう！ビーチバレーを体感して！ JBVツアーを楽しもう！ビーチバレーを体感して！ 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！

チームカラーで応援！
手作りボードで応援！

応援で盛り上がる！応援で盛り上がる！

ふれあいファンブースで手作り応援ボード、
チームカラー（各チームのユニフォームの色）の
ポンポンを作
成できます。
応援もスポー
ツ観戦の醍醐
味、思いっきり
楽しもう！

試合終了後、ふれあいファンブースで勝利チー
ムによるファンサービスを予定しています。選
手と握手、
サイン、写
真撮影がで
きます。

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。

ビーチバレー選手を間近で！
観戦の思い出をつくろう！

ふれあいファンブース！ふれあいファンブース！

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！

13：00～13：30
15：00～15：30

第1戦3日目のＧＰＰは
西堀健実選手

9月1日（土）

中川一
なかがわはじめ
①ＢＥＬＬＯＮＡ
②三重県
③190cm ④37歳
⑤1974年10月14日
⑥伊勢高→甲南大→
　NTT西日本レグルス
⑦-/7/-/-/7/-/-
⑧-/9/-

吉田英樹
よしだひでき
①フリー ②愛知県
③178cm ④25歳
⑤1986年2月5日
⑥東邦高→東海学園大
⑦-/7/-/-/7/-/-
⑧-/9/-

選手に手作り応援メッセージ！ ※時間は10分間となっております。
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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 
④37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
⑧2/5/3

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
⑧2/5/3

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

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フリー 
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

①丸善食品工業
②長野県
③171cm ④31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
⑧1/3/1

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鹿児島南高→
　鹿屋体育大
⑦-/-/-/3/5/-/7
⑧5/9/5

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
⑧3/2/5

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
⑧5/5/9

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
⑧5/5/9

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
⑧9/4/5

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
⑧4/1/2

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
⑧3/2/5

宮川紗麻亜
みやがわさまあ
①フリー 
②山梨県 ③171cm
④29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
⑧5/5/4

 ▼　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/-/-/-/-/-
⑧5/5/9

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/-/-/-/-/-/-
⑧9/9/9

①所属 ②出身地 ③身長 ④年齢（2012年8月31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/-
⑧5/9/5

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/-/-
⑧5/5/4

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/-/-/-/-/-/-
⑧4/1/2

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/-/-
⑧9/4/5

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/-/-
⑧9/9/9

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 ─
⑧9/9/9

女子選手

ビーチバレーを体感して！ 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 ④24歳
⑤1988年7月4日
⑥小野高→早稲田大
⑦ ─
⑧-/9/9

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-/9/9

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

北村名都子
きたむらなつこ
①KLB 
②長野県 
③164cm ④29歳
⑤1982年9月20日
⑥北多摩高→東海大
⑦ ─
⑧9/-/-

徳丸信代
とくまるのぶよ
①フリー 
②宮崎県
③172cm ④30歳
⑤1982年6月23日
⑥宮崎日大高→
　鹿屋体育大
⑦-/-/5/-/13/-/-
⑧9/-/-
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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

ビーチバレーボールタイムズ

霧島酒造で霧島酒造で

朝日健太郎 選手朝日健太郎 選手朝日健太郎 選手
熊本県／鎮西高出身熊本県／鎮西高出身熊本県／鎮西高出身
都城は高校時代から縁のある街。
今年も思い出つくります！
都城は高校時代から縁のある街。
今年も思い出つくります！
都城は高校時代から縁のある街。
今年も思い出つくります！

日高裕次郎 選手日高裕次郎 選手日高裕次郎 選手
鹿児島県／鹿児島商業高出身鹿児島県／鹿児島商業高出身鹿児島県／鹿児島商業高出身
最高のパフォーマンスで会場を盛り上げます！！
応援お願いします！！
最高のパフォーマンスで会場を盛り上げます！！
応援お願いします！！
最高のパフォーマンスで会場を盛り上げます！！
応援お願いします！！

高尾和行 選手高尾和行 選手高尾和行 選手
佐賀県／佐賀工業高出身佐賀県／佐賀工業高出身佐賀県／佐賀工業高出身
愛しています、みやこんじょう。
愛してください、みやこんじょう。
愛しています、みやこんじょう。
愛してください、みやこんじょう。
愛しています、みやこんじょう。
愛してください、みやこんじょう。

畑辺純希 選手畑辺純希 選手畑辺純希 選手
熊本県／鎮西高／福岡大出身熊本県／鎮西高／福岡大出身熊本県／鎮西高／福岡大出身
九州男児として元気良く顔晴ります☆
応援宜しくお願いします！！
九州男児として元気良く顔晴ります☆
応援宜しくお願いします！！
九州男児として元気良く顔晴ります☆
応援宜しくお願いします！！

浦田聖子 選手
佐賀県出身
九州は佐賀出身と言う事もあり、
霧島酒造オープンでは地元から
バスツアーで応援団が来てくれる
ので頑張ります！

浦田景子 選手
福岡県出身／九州女子高出身
宮崎まで応援に来てくれるファンの方の、
喜ぶ顔を見るために優勝します！

永田唯 選手
鹿児島県／鹿屋体育大出身
トップクラスの選手のプレーを是非見て下さい。
熱い熱い戦いになると思います。
九州出身の選手も出場していますので、
応援よろしくお願いします！

小野田恵子 選手
福岡県／北九州高出身
目指せ表彰台☆
2人で気持ちをひとつに頑張ります！
応援よろしくお願いします！

徳丸信代 選手
都城市出身／宮崎日大高／
鹿屋体育大出身

地元都城！今年も帰ってこられました！！
皆様、応援よろしくお願いします！

ENJOY!
Beachvolleyball!ENJOY!
Beachvolleyball!ENJOY!
Beachvolleyball!

霧島酒造で霧島酒造で霧島酒造で霧島酒造で

九州男児プレーヤーを応援しよう！九州男児プレーヤーを応援しよう！九州男児プレーヤーを応援しよう！九州男児プレーヤーを応援しよう！

九州女子プレーヤーを応援しよう！九州女子プレーヤーを応援しよう！

ENJOY!
Beachvolleyball!ENJOY!
Beachvolleyball!ENJOY!
Beachvolleyball!ENJOY!
Beachvolleyball!ENJOY!
Beachvolleyball!


