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国内ツアー統合へ。
新 「ジャパンツアー」発進！

国体の正式競技化により、
全国各地で普及が加速。
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ついに迎えた2016年のオ
リンピックイヤー。今年8

月にブラジル・リオデジャネイロ
で開催されるオリンピックの出
場権獲得に向けて、ビーチバ
レーボール日本代表チームの
戦いもいよいよ最終章を迎え
る。
　通常の公式戦は1チーム
の勝敗数で決するが、ビーチ
バレーボールの「アジア大陸
予選」は一風、変わっている。
アジア大陸予選は、「一ヵ国２
チームによる国対抗戦」となり
2チームの合計勝敗数で決着
をつける。いわば、国としての組
織力が問われる試合方式だ。
　女子日本代表は4年前、ロ
ンドン五輪アジア大陸予選で
敗退した西堀健実・溝江明香組

（ともにトヨタ自動車）が筆頭。
第2代表の石井美樹（フリー）・
村上めぐみ（株式会社オーイン
グ）組と密にコミュニケーション
を図り、一致団結して戦ってき

日本バレーボール協会は
2015年まで個別に開

催されていた「JVAビーチバ
レーボールシリーズA」、「JVA
ビーチバレーボールシリーズA 

19 97年の大阪国体
以降、「公開競技」

として開催されてきたビーチバ
レーボール競技が、2017年の
愛媛国体から「正式競技」とし
て採用されることが決定した。
これにより毎年、各都道府県
で国体予選を開催していくた
め、今後は運営スタッフや審判
員の確保が必要になってくる。
　正式競技化に向けたニー
ズに対応するべく、日本ビー
チバレーボール連盟・審判委
員会は6 人 制や9 人 制の関
係者・審判員の参加を促し、
年に一度開催している「全国
ビーチバレーボール審判講習
会」のテコ入れを図った。その

た。
　一方の男子は、前回のアジ
ア大陸予選で優勝しロンドン
への切符を手にしたという実績
がある。今回のリオは、今年40
歳を迎えるベテランの白鳥勝
浩（トヨタ自動車）を中心とし、
さまざまなペアリングを試行の
末、最終的に長谷川徳海（ミキ
ハウス）とペアを結成すること
になった。4年前、主将を務め
ていた白鳥が、五輪初出場を

ファイナル」、「JBVツアー」を
統合し、一本化を図っていくこ
とを決めた。
　これにより、2016年は全国
10ヵ所で第12戦を開催する
国内最高峰のツアーとして生
まれ変わった。新ツアーは、普
及・地方の推進に主眼を置き、
ジュニアの大会を併催していく

「方式Ⅰ」と、外国人チームを
誘致し興行を目的に開催して
いく「方式Ⅱ」の2つの方式に
分かれて行われる。
　ターゲットを明確にし統合し
た目的について、日本バレー

結果、昨年の61名から今年
の参加者は150名と3倍にの
ぼった。審判委員会は、未だ
ビーチバレーボールが浸透し
ていない各地の普及に向け
て、ビーチバレーボールのルー
ルや審判規則を伝達していく
指針を掲げている。
◇ 国 体のビーチバレーボー

目指す長谷川、第2代表チーム
（5月1日出場チーム決定戦で
決定。編集時未定）をけん引で
きるか、注目である。
◇アジア大陸予選開催予定：
第3フェーズ：5月12日～14日・
タイ（上位2チームが第4フェー
ズへ進出）、第4フェーズ：6
月24日～26日・オーストラリア

（上位1チームが五輪出場権
獲得、2、3位チームはロシアで
行われる最終予選へまわる）

ボール協会の木村憲治会長は
「ビーチバレーボールは今や
世界中で人気のあるスポーツ
の一つとなっている。日本でよ
り多くの方に親しんでいただく
ためにも、ジャパンツアーを通
じてビーチバレーボールのス
ポーツ的価値、そして文化的
価値を高めていきたい」と述べ
た。
◇「シリーズＡ」：日本バレー
ボール協会が地域の普及を目
的として2014年にスタートさ
せたツアー。◇「ＪＢＶツアー」：
日本ビーチバレーボール連盟
が2005年から興行を主とし
て創設し10年間に渡って開
催されていた。

ル 競 技は、1 9 9 7 年 大 阪 、
2 0 0 3 年 静 岡 、2 0 0 5 年 岡
山、2006年兵庫、2009年
新潟、2012年岐阜（デモンス
トレーション）、2013年東京、
2015年和歌山（イベント事
業）とおよそ20年間、8つの都
道府県で公開競技として開催
されてきた。

National Competitions Reorganised as 
New Japan Beach Volleyball Tour Starts

Beach Volleyball Looks to Gain in Popularity as 
Official Event of National Sports Festival

Can Japan Realise Its Olympic Dreams?

Countdown 
to Rio Starts

◀「ファイナル」の舞台となる
グランドフロント大阪の試合会場

▲2015年日本で初めて開催されたワールドツアーグランドスラム横浜大会で9位になった西堀・溝江組

▲男子第1代表の長谷川・白鳥組

国民体育大会・予定開催地
平成28年 （2016）  岩手県（イベント事業）
平成29年 （2017）  愛媛県（正式競技）
平成30年 （2018）  福井県（正式競技）
平成31年 （2019）  茨城県（正式競技）
平成32年 （2020） 鹿児島県（正式競技）
平成33年 （2021）  三重県（正式競技）

リオへのカウントダウン。オリンピック出場のゆくえ
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選手たちは砂の上でいとも簡単にプレーし
ているが、床やアスファルトと違い砂の上で
動くことは非常に困難だ。砂が柔らかければ
柔らかいほど、足は深く沈み、踏んだときに
生まれる反力を使うことは難しい。不安定な
足場の中で体を支えられるバランス力はもち
ろん、選手たちは砂の上で高く跳び、速く走
る力を備えている。そんな選手たちの力強い
グリッドによって飛び散る砂も、ビーチバレー
ボールの醍醐味の一つだろう。

「川崎マリエンシリーズ
2016・プレシーズン

マッチ」が3月20日（日）、21日
（祝）、神奈川県川崎市・川崎
マリエンで開催された。シーズ
ン開幕前の腕試しとして男子
19チーム、女子15チームが出
場。女子は、現役唯一のオリン
ピアン・楠原千秋と松村美由
紀組が優勝を飾った。楠原は
2010年に現役引退後、昨季
5年ぶりに復帰。昨季は「体を
作ることができなかった」と結果
を残すことはできなかったが、プ
レシーズンマッチでは「体をしっ
かり作って準備することができ
た」（楠原）。若手の有望株で
ある鈴木千代（クロス・ヘッド）・
石坪聖野（産業能率大3年）
組をフルセットで破るなど金星
をあげた。
　男子は、2015年に日本代
表チームとして戦ってきた上
場雄也（松戸レガロ）・高橋巧

（了徳寺大職員）組が優勝し
た。準優勝には、経験豊富な

「第 1回アジアU-21男
女ビーチバレーボー

ル選手権大会」が3月1日(火)
から3日(木)、タイのカムペーン
ペットで開催され、日本代表の
村上礼華（松山東雲女子大
学1年）・出口花（福知山成美
高校2年）組が出場し、銀メダ
ルを獲得した。
　村上・出口組は、プール戦を
全勝で決勝トーナメントに進出
し、準々決勝でニュージーラン
ド、準決勝でオーストラリアに
勝利。決勝戦では中国と対戦

ベテランレシーバー・井上真弥
（SandS）と畑辺純希（ウィン
コーポレーション）組が入った。
◇川崎マリエンシリーズ：国内

し、惜しくもフルセットゲームの
末、敗れた。今大会、勝ち進ん
でいった要因の一つとしてあげ
られるのは、日本のサーブ力。
相手チームの攻撃体制が崩れ
たところで、チャンスをしっかりモ
ノにした。幸先のいいスタートを
切った出口・村上組は、「日本
では味わえない背の高い選手
との戦い方をもっと考えていか
ないと得点がとれない」と次な
る目標に向け、課題をあげた。
　男子の原田真緒（国士舘
大学1年）・北川綾哉（九州国

大会が少ないシーズンオフを
中心に月2回ほどのペースで
開催している日本ビーチバレー
ボール連盟の公認大会。

際大学付属高校3年）組は、
プール戦を2勝1敗で終える
と、準々決勝ではオーストラリ
アに敗戦。セミファイナルラウン
ド（5－8位）ではタイに敗れた
ものの、7位決定戦でオースト
ラリアに勝利し、大会を7位で
終えた。
　2016年はＵ-21の他にも
U-17、U-19などの世代別の
国際大会の開催が予定されて
おり、日本のジュニア世代の活
躍が期待される。
＊学校・学年は大会出場時

▲ベテランの楠原とパートナーの松村

▲オーストラリア・シドニーの会場

砂のグリッドビーチの魅力 ❶ 

川崎マリエンシリーズ。
プレシーズンでベテラン躍動！

日本代表の石井・村上組、
6年ぶりの銅メダル

Veteran Kusuhara Beats Youngsters at 
Kawasaki-Marien Series

Murakami & Ishii First Japanese to Medal in Six 
Years, Claim Bronze at Asian Championships

「アジアビーチバレ－
ボール女子選手権

大会2016」が3月25日(金)
から28日(月)までオーストラリ
アのシドニーで開催された。本
大会に出場した石井美樹（フ
リー）・村上めぐみ（株式会社
オーイング）組は3位決定戦で
タイにフルセットで勝利し、銅メ
ダルを獲得した。日本チームと
して6年ぶりの入賞となった。

2015年から日本代表に選出
された石井は、「厳しい試合が
続く中、フルセットで勝ち切るこ
とができなかったが、今大会は
フルセットで勝ち切れた試合が
多く、自分たちの自信になった。
これで満足せず、さらに上に行
けるようまたがんばりたい」と収
穫を述べた。西堀・溝江組、白
鳥・長谷川組は5位タイ、上場・
高橋組は9位タイに終わった。

▲6年ぶりにメダルを獲得した女子日本代表チーム
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Ｕ-21女子代表が銀メダル獲得！

Murakami & Deguchi win Silver at 
Asian U21 Championships

▲福知山成美高の出口のレシーブ ▲松山東雲女子大学の村上のジャンプフローターサーブ

ビーチバレーボールの大会日程・試合結果・選手登録など、詳しい情報は

www.jva.or.jp/ www.jbv.jp/

 ビーチバレーボールの

価値を
発信する

RESULT
男子
1位　オーストラリア
2位　オーストラリア
3位　オーストラリア
4位　ニュージーランド
 
女子
1位　中国
2位　オーストラリア
3位　日本
4位　タイ
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