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全12戦で行われるビーチ
バレーボールの国内トッ

プツアー「ジャパンビーチバレー
ボールツアー2016」（以下・ジャ
パンツアー）はすでに第４戦まで
消化した。今季は６月までリオデ
ジャネイロ五輪アジア大陸予選
があったため、日本代表チームは
ジャパンツアーには断続的な出
場となっている。
　女子では、草野歩（日体大）
が個人として開幕３連勝を果た
した。長谷川暁子（ミキハウス）
と組んだ第1戦東京大会マイナ
ビシリーズでは、日本代表のエー
ス、西堀健実・溝江明香組（トヨ

リオデジャネイロ五輪のアジ
ア大陸予選「コンチネンタ

ルカップ」が６月24日（木）から
26日（日）、オーストラリア・クイー
ンズランド州のケアンズで開催
された。今大会で獲得できるリ
オデジャネイロ五輪への切符
は男女1枚ずつ、2位、3位は最
終予選行きとなる今大会。男子
日本代表は、高橋巧（了徳寺
大職員）・長谷川徳海（ミキハ

ると思う。低身長でも戦えること
を証明してきた村上の地力、経
験と、Ｖ・プレミアリーグから転向
した石井のポテンシャルが融
合し、たった１年半という短い
期間で成長を遂げてきた。イン
ドアから転向した大型選手と、
ビーチでたたき上げられてきた

タ自動車）を下し優勝。草野・長
谷川組は、4月の日本代表決定
戦に敗れ選出から漏れたが、一
矢を報いた形となった。
　第４戦東京大会マイナビシ
リーズは、五輪予選から帰国直
後の日本代表、石井美樹（湘南
ベルマーレ）・村上めぐみ（オー
イング）組が優勝。今後ジャパン
ツアーは「代表で力をもらった皆
さんにプレーを見せたい」と話
す石井・村上組を軸に、草野・長
谷川組、若手筆頭の鈴木千代

（クロス・ヘッド）・石坪聖野（産
業能率大）組が引っ張っていく
と予想される。

ウス）組、白鳥勝浩（トヨタ自動
車）・上場雄也（松戸レガロ）組
が出場したが、準々決勝で高さ
を誇るカザフスタンと対戦し敗
戦を喫し、5位タイに終わった。
　女子は西堀健実・溝江明香

（トヨタ自動車）組、村上めぐみ
（オーイング）・石井美樹（湘南
ベルマーレ）組が出場。準々決
勝でタイに勝利し準決勝に駒
を進めたが、大型のオーストラリ
アに敗れた。3位決定戦では、
最終予選行きの切符をかけて
中国と対戦。「今持っているす
べての力を出し切った」（村上・
石井組）が、中国の高さに屈し
4位に終わった。
　ビーチバレーボールが1996
年アトランタ五輪で正式競技と
なって以来、男女ともに五輪出

経験のある選手の力が組み合
わさっていけば、必ずアジアで
も世界で勝てる勝機はあると考
えている」と睨む。
　ふたたびアジアの頂点へ、そ
して東京五輪で結果を残すた
めに、人材発掘と育成できる環
境づくりが求められる。

　男子では第１戦、高橋巧（了
徳寺大職員）・上場雄也（松戸
レガロ）組、第2戦志摩大会は
高橋巧・長谷川徳海（ミキハウ
ス）組と代表チームが優勝した。
しかし第3戦南あわじ大会では
村上斉（ADI.G）・清水啓輔組、
第4戦は西村晃一（WINDS）・
仲矢靖央組の優勝で非代表組
が巻き返している。特に経験豊
富な西村・仲矢組は開幕から2
位、5位、2位と好調で、第４戦準
決勝では高橋巧・白鳥勝浩（ト
ヨタ自動車）組を下した。第5戦
以降も代表経験組と非代表組
の争いが見どころになるだろう。 

場権を逃したのは初めて。かつ
てはアジアトップを維持してい
た日本勢だが、近年は水をあけ
られている状況にいる。この課
題に取り組むためには、大型選
手の発掘・育成は不可欠であ
る。
　女子日本代表チームを率い
た牛尾正和監督は「今回、代
表に選出した石井・村上組が、
今後のいいモデルケースにな
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◀開幕戦、第3戦で
優勝した長谷川・草野組

▲5位タイに終わった男子日本代表

▲3位に終わった女子日本代表

▶
準
決
勝
で
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
対
戦
し
た
女
子
日
本
代
表

▲4戦目で今季初勝利をあげた西村・仲矢組▲2年連続開催となった第２戦志摩大会
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第１戦　上場雄也・高橋巧
第２戦　長谷川徳海・高橋巧
第３戦　村上斉・清水啓輔
第４戦　西村晃一・仲矢靖央

優勝　カタール
２位　中国
３位　カザフスタン

RESULT　入賞チーム

RESULT　優勝チーム

第１戦　草野歩・長谷川暁子
第２戦　草野歩・永田唯
第３戦　草野歩・長谷川暁子
第４戦　村上めぐみ・石井美樹

優勝　オーストラリア
２位　バヌアツ
３位　中国
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ビーチバレーボールの今を読む。

＊所属名は2016年7月1日時点
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アウトドアスポーツに付き物である「風」。競
技で使用されるビーチバレーボールは風に触
れると変化しやすいため、風に向かって攻撃
を仕掛けることができる風下側が「グッドサイ
ド」、守備が難しい風上側は「バッドサイド」
といわれる。風向き、風の強弱を読み解き、
最善のプレーを選択できるかが勝利のカギを
握っている。風を最大限に活用する戦術も
ビーチバレーボールの醍醐味の一つだろう。

5月20〜22日、ラオス・ビ
エンチャンにて第１回ア

ジアU19ビーチバレーボール
選手権が行われ、日本代表女
子の出口花（福知山成美高）・
山田紗也香（湘南ベルマーレ
ユース）組は５位、男子の関東
亨哉（神戸学院大）・黒川寛輝
ディラン（近畿大泉州高）組は
９位となった。
　出口・山田組は予選プール
を2勝で通過したが、準々決勝
でタイに敗れた。その後の順
位決定戦でオーストラリアに勝
ち、5位。出口は前週のU21

世界選手権に続く出場、山田
は初の国際大会とチームの調
整は十分ではなかったが、全５
試合で4勝1敗の成績を残し
た。サーブが効果的に決まった
山田は「不安はあったが、攻め
ることができたのは良かった」と
話した。
　関東・黒川組は予選プール
では2敗だったが、順位決定
戦で2勝し9位。関東は「風の
使い方などたくさん学んだ大会
だった」と話した。

国内ビーチバレーボールツ
アーのセカンドカテゴリー

「JBVサテライト2016品川
SBAシリーズ」は5月14日に開
幕。第1戦横浜大会残波カッ
プでは、女子は田中麻衣（全
日本空輸）・柴麻美（産業能率
大）組、男子は土屋宝士・道
木優輝組（オーイング）が優勝

した。
　全５戦で行われるＪＢＶサテ
ライトは、ステップアップを目指
す選手が集まるツアー。より多
くの選手に門戸を開くため、出
場資格として、ペアのJVAビー
チバレーボール・オフィシャルポ
イントの合計に上限を設けてい
る。

　また、出場を２３歳以下の
選手に限定した「大海酒造シ
リーズＪＢＶサテライト2016 
U23ビーチバレーボールトー

ナメント」は全国5カ所で10大
会開催。平塚大会VOL.1、2
は４月23、24日に、大阪大会
VOL.3、4は5月28、29日に行

われた。
　すでに女子は足立沙也夏・
沢目繭組（産業能率大）と石
坪聖野・柴麻美組（産業能率

大）が2勝ずつ、男子は黒川魁
（国士舘大）・但野瑠勇（国士
舘大／ＫＬＢ）組が3勝を挙げて
いる。

▲U19日本代表の男女チーム
（左から山田、出口、関東、黒川）
▼表彰式の模様

▲初の代表に選ばれた武庫川女子大学の御手洗

風は最大の武器ビーチの魅力 ❷ 

高校生が世界で健闘！　
U19アジア選手権

初のメダル獲得を目指して。
世界大学選手権

High School Players Internationally Recognaized 
in U19 Asian Championships

Aiming the First-ever Medal 
in World University Championships

国際大学スポーツ連盟が
主催し、2年に一度、偶

数年に開かれる世界大学選手
権。種目の一つであるビーチバ
レーボール競技は7月13日から
エストニア・パルヌにて行われ
た。
　日本からは女子の鈴木千代

（クロス・ヘッド）・石坪聖野（産
業能率大）組、御手洗瀬奈（武
庫川女子大）・村上礼華（松山
東雲女子大）組、男子は黒川
魁・但野瑠勇組（国士舘大）、
進藤涼・榎本京祐組（法政大）
の4組8人が出場。
　過去7回の同大会で日本
チームは男女とも5位が最高成
績。すでに鈴木とともにワール

ドツアーの出場経験があり、
今回期待される石坪は「大学
の国際大会は楽しみ。粘り負
けしないように、サーブで攻め
たい」と話した。

　黒川は、前回のポルトガル大
会に続き2回目の出場。「前回
は1勝もできず悔しかった。今回
は結果にこだわりたい」と意気
込みを語った。
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今年からU23大会も創設！ JBVサテライト
U23 JBV Satellite Launch

▲JBVサテライト開幕戦の表彰式

▲U23サテライト開幕戦、男子入賞選手▲今年から開催になったU23サテライト開幕戦、女子入賞選手

2020年東京五輪で品川区は、ビーチバレーボール競技を開催します。
品川区ビーチバレーボール協会では、2016年9月18日大井町駅前にて
ビーチバレーボールフェスタを主催。年間を通してJBVサテライトへ協賛し、
ビーチバレーボールを応援しています。

2020年、品川に世界のビーチバレーボールがやってくる！

▲2015年大学王者の黒川・但野ペア
が世界に挑んだ
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