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ビーチバレーボールの今を読む。
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"Grand Front Osaka Final"
for the Best Team to be decided

れまで第10戦を開催し
てきた
「ジャパンビーチバ

レーボールツアー2016」のファ
イナル大会が10月1日から2日、
大阪府大阪市のグランフロント
大阪うめきた広場と毛馬桜之
宮公園内桜之宮ビーチで開催
される。
出場するチームは、
これまでの
ツアー大会でチーム成績上位8
チームを収めたチーム。 男子の
優勝候補は、第7戦若狭おばま
大会以降、4連勝中の長谷川徳
海（フリー）
・高橋巧（了徳寺大職
▲インドアのトップで活躍していた二見。今後の活躍に注目だ

▲世界に通用する大型選手として期待される橋本

High Hope from Indoor Volleyball!

期待の大型新人がインドアから転向！

4

員）
組を筆頭にベテラン率いる西
村晃一（WINDS）
・仲矢靖央（フ
リー）組、白鳥勝浩（トヨタ自動
車）
・庄司憲右
（愛媛県競技力向
上対策本部）
組らが挙げられる。
一方の女子は、
ツアー6勝を

年に一度のスポーツの祭

式会社）
とデンソーエアリビーズ

選手とも国内大会に参戦し、
ポ

挙げている石井美樹（湘南ベル

典であるリオデジャネイロ五

に所属していた橋本涼香（現ト

テンシャルの高さを見せている。

マーレ）
・村上めぐみ
（オーイング）

輪が閉幕し、2020年東京五輪

ヨタ自動車）、パイオニアレッド

彼女たちが新天地を選んだ

組が有力。対抗馬となるのは、
ツ

に向けてビーチバレーボール界も

ウィングス
（現休部）
に所属して

のは、
いずれもインドアバレー時

アー前半戦と第10戦で強さを

新たな時代を迎えようとしている。

いた持丸結美子（現フリー）
ら、

代に果たせなかった「世界と戦

見せつけた草野歩（日本体育大

新たな戦力として注目されて

Vリーグからの転向組だ。二見と

う」
フィールドに立つためだ。東

学）
・長谷川暁子（フリー）組だろ

いるのは、V・プレミアリーグの東

橋本は身長180cmという国内

京五輪に向けて、熱い闘志を胸

う。
「ファイナル」の名の通り、頂

レアローズで活躍していた二見

でもトップクラスの高さ、持丸は

に秘めた大型新人の活躍に期

上決戦において日本最強チーム

梓（現東レエンジニアリング株

スピードとテクニックが武器。各

待したい。

がついに決まる。

日本最強チーム、
ついに決まる！

こ

「グランフロント大阪ファイナル」

▲2015年のグランフロント大阪大会。多くの観客の興味を引いた

ファイナル大会出場チーム
男子

女子
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長谷川徳海・高橋巧
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上場雄也・高橋巧

長谷川徳海・高橋巧

長谷川徳海・高橋巧

Ishii and Murakami,Overcoming the
World Height for Grand Slam 5th Place

世

Experienced against Young Power in Full Play

ベテランと新しい力が躍動！
JBVサテライト
全
国各地で年間5大会開

有人（FOVA）
・倉坂正人（三

催されている
「JBVサテ

保立・宮川紗麻亜
（フリー）
組が

菱オートリース株式会社）組、

優勝。入賞チームには、大学生

ライト2016品川SBAシリーズ」

保立沙織（フリー）
・山口茜（フ

や新人選手の活躍が目覚まし

は、9月までに3大会が開催され

リー）組、第3戦越谷大会では、

く、ベテランと新しい力が躍動

た。第2戦高萩大会では渡辺

畑信也（フリー）
・松本大翼組、

を見せている。

界トップクラスが集まる

が出場した。唯一本選から出場

五輪出場経験のあるオランダ、

「FIVBワールドツアーグ

した村上めぐみ（オーイング）
・

強豪のブラジルを相手に世界

ランドスラム」のアメリカ・ロング

石井美樹（湘南ベルマーレ）組

の高さに屈しない戦いを見せた

ビーチ大会が8月23日から28

は、
プール戦で2勝1敗となり決

石井・村上組は、最終成績を5

日に開催され、
日本から7チーム

勝トーナメントに進出。その後も

位で終えた。

▶「小さい選手が世界で闘うことは無理ではないことを、
身をもって感じることができた」と村上めぐみ

第３戦越谷大会大石カップの表彰式

石井・村上組、
世界の高さに屈せず、
グランドスラム5位

J BVサテライト 男女優勝チーム
第１戦横浜大会残波カップ

土屋宝士・道木優輝

田中麻衣・芝 麻美

第２戦高萩大会泰明カップ

渡辺有人・倉坂正人

保立沙織・山口 茜

第３戦越谷大会大石カップ

畑

保立沙織・宮川紗麻亜
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信也・松本大翼
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The First Beach Volleyball Event
in Tohoku National Athletic Meet
▲瓦礫をきれいに取り除き、会場の砂として使用された

被災地の砂を国体の会場へ。東北初の国体イベント。
「第

71回国民体育大

災前は岩手県のビーチバレー

会・希望郷いわて国

ボール競技者が汗を流してい

体」のイベント事業であるビー

たビーチとあって、今大会の国

チバレーボール競 技 会が8月

体開催は感慨深いものとなっ

19日
（金）
から8月21日
（日）、

た。 最終日に行われた決勝戦

岩手県陸前高田市の高田町

では、福 井 県の土 屋 宝 士・道

特設会場で開催された。今大

木優輝組、東京都の草野歩・

会の会場は、東日本大震災で

長谷川暁子組がそれぞれ優勝

被 災した高 田 松 原 海 岸の砂

を飾った。ビーチバレーボール

を持ち運び 、行われた。高 田

競技は2017年の愛媛国体か

松原といえば、現在は「奇跡の

ら正式競技として開催される。

1 本 松 」として知られる地 。震

▲岩手国体イベント事業の表彰式

The Mid-Summer Features,
"Beach Volley Japan" and "Japan Ladies"

国

真夏の風物詩。

型 の 最 高 峰 の 戦いで 「ビーチバレージャパン」
ある「ビーチバレージャパン」
と「ジャパンレディース」
（神奈川県藤沢市鵠沼海
内 唯 一 のトーナメント

岸）
と
「ビーチバレージャパンレ

▲山を切り開いた土地に設営された岩手国体の会場

Beach Emerges in Front of Station!

2

020年東京五輪のビー
チバレーボール競 技の

開催地となっている品川区で
は9月１８日、地域でのビーチバ

駅前にビーチが出現！

品川ビーチバレーボールフェスタ2016

レーボールの関 心を高めるた

ディース」
（大阪府泉南郡潮

め、大井町駅前にてPRイベント

騒ビバレー）
が各地で開催され

を開催した。駅前の交差点を封

た。
１９８７年から始まったビー

鎖し、■トンの砂を運び込み、巨

チバレージャパンは今年３０回

大ビーチが出現。ニュージーラン

目。記念すべき大会を制したの

ド男女ペアと日本チームのエキ

は、長 谷 川 徳 海・高 橋 巧 組 。

シビションを一目見ようと駅前は

高橋は個人４連覇目を飾った。

人並みに溢れ、迫力あるプレー

２７回目を迎えた「ビーチバレー

にため息が漏れた。

ジャパンレディース」は、石 井
美樹・村上めぐみ組が制した。

▲30回目を迎えたビーチバレージャパン表彰式

Shinko Gakuen and Fukuchiyama Seibi
Win Successive Victories

連覇を達成した神港学園神港高、
福知山成美高

▲「ジュニア男子選手権」の表彰式

高

校ビーチNO.1を決める

「ジュニア男子選手権」

（大阪府阪南市箱作ぴちぴち
ビーチ）
と
「マドンナカップ」
（愛

▶大井町駅前の商店街にビーチが出現した

College Champions Kobe Gakuin University
and Sanno Institute of Management

大学チャンピオンは
神戸学院大と産業能率大

大

学日本一を決める
「ビー
チバレージャパンカレッ

ジ・全日本大学選手権」が8月

媛県伊予市五色姫海浜公園）

5日から8日、神奈川県川崎市

が8月に開催された。男子の高

の川崎マリエンで開催された。

校チャンピオンは、兵庫県神港

男女各22チームの頂点に立っ

学園神港高の藤本直樹・原宏

たのは、神戸学院大の中川大

之組、昨年に続き、2連覇を達

成・齋藤侑亮組と産業能率大

成した。女子は京都の福知山

学の石坪聖野・柴麻美組。神

成美高の出口花・西美保組が

戸学院大の中川・齋藤ペアは

優勝し、福知山成美高は前人

2 年 生 同 士 のペアで上 級 生

未 踏の4 連 覇を達 成した。王

ペアを打ち破り、初 優 勝に輝

者の座を掴んだ両校は、真夏

いた。産業能率大の石坪は昨

の厳しいコンディションの中、

年に続き、個人2連覇を達成し

練習の成果を発揮した。

2020 年、
品川に世界のビーチバレーボールがやってくる！

▲産業能率大対神戸学院大の対戦となった女子決勝戦

中

学校のビーチバレーボー
ル全国大会「湘南藤沢

カップ」が8月14日、15日、神

た。

Junior High Hot Battle in Shonan, Enoshima

湘南・江の島で中学生の熱い戦い！

奈川県藤沢市鵠沼海岸で開
催された。湘南の風を受けなが
ら4 人 制で行われた大 会は、
史 上 最 多となる男 女 9 3チー
ムが出場。男子は沖縄の「 西
原東A」、女子は地元神奈川の
2020年東京五輪において、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、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。

「 茅ヶ崎市立西浜中学校 」が
初 優 勝に輝いた。4 人のチー
ムワークが問われる中、真夏の
太陽の下、中学生の笑顔が湘
南にはじけた。

Japan Beach Times_003.indd 2

▲湘南・江の島をバックに熱い戦いが繰り広げられた
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