
広島から五輪へ!!

競技 種目 選手

陸上

男子100m 山縣　亮太
男子110m障害 髙山　峻野
女子100m障害 木村　文子
女子5000m 萩谷　　楓
女子20km競歩 藤井菜々子

ハンドボール
男子 成田　幸平

女子 板野　　陽
近藤　万春

セーリング 女子470級 吉岡　美帆
水球 男子 高田　　充
サッカー 男子 大迫　敬介
バレーボール 男子 小野寺太志
アーチェリー 男子 河田　悠希

競技 種目 選手

ホッケー

男子 山崎　晃嗣

女子

錦織　えみ
浅井　悠由
松本　夏波
尾本　桜子
山田　明季
森　　花音

野球

森下　暢仁
栗林　良吏
菊池　涼介
鈴木　誠也
柳田　悠岐

バスケットボール 女子3×3 山本　麻衣

ホッケー女子日本代表内定選手のみなさん（写真前列中央は広島県スポーツ協会神出会長）

広島県ゆかりのオリンピック代表内定選手

広島県スポーツ協会
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中国電力／シンボルスポーツ  H60mm×W200mm_4c

未来へ！
ともにさあ、

中国電力ではシンボルスポーツ部の活動を通して、地域のスポーツ発展に貢献するだけでなく、
夢に向かって挑戦し続けることの大切さを子どもたちに知ってほしいと願っています。

女子卓球部 陸上競技部ラグビー部

ニッタクニュース

　世界的な新型コロナウイルスの感染拡大によって1年延期を余儀なくされた2020東京オリンピックが7月23日に開幕する。日本で開催
される夏季オリンピックとしては1964年（東京）に続いて57年ぶりに巡ってきたビッグイベントである。しかし、「平和の祭典」を高らかに歌
うべき機会でありながら、コロナ禍の影響は決して小さくはない。万全の対策で順調に進行することをひたすら祈るばかりである。
　世紀の東京オリンピック代表となった広島県ゆかりのアスリートは26人を数える。前回の東京大会は24人であり、代表選手の数はほ
ぼ同じ規模となった。前回は金メダル獲得を含む活躍で、県民の士気は高まった。今回も広島のアスリートたちが、胸を熱くする場面を
演出してくれよう。
　東京五輪の県勢として最も多くの人数を送り込むのはホッケーである。女子代表6人はいずれも広島を本拠地とするコカ・コーラレッド
スパークス所属選手たちだ。女子ホッケー代表16人のうち最大勢力を誇る。「さくらジャパン」の中心となるコカ・コーラ勢は2020年に全
日本社会人、日本リーグ、全日本女子選手権の国内3大タイトルを独占した。広島仕込みのスティックさばきに期待が集まる。
　6月21日には湯㟢英彦県知事や県スポーツ協会を訪れ決意を語った6選手。五輪2大会連続出場となる錦織えみ選手は「前回（リオ
デジャネイロ大会）は1勝もできず悔しかった。チーム一丸で金メダルを目標にしたい」と話し、DF陣の柱となる浅井悠由選手は「皆さん
に勇気と感動を与えられるようなプレーをしたい」と抱負を述べた。
　女子ホッケー陣と並んで大勢を送り込むのは野球の広島勢。プロ野球広島東洋カープから4人、ソフトバンクホークスから1人の計5
選手が金メダルに挑む。
　カープからは森下暢仁、栗林良吏両投手と野手の菊池涼介、鈴木誠也選手たち。言わずと知れたスタープレーヤーである。森下投
手は2020年のセ・リーグ新人王、栗林投手は今季、新人ながらカープ投手陣の抑え役。開幕から連続22試合無失点が光る。二塁守
備のスペシャリスト菊池選手は20年シーズンを通し無失策記録を貫いた。若き主砲鈴木選手は、出身地東京での五輪でその打棒に
期待がかかる。広島で生まれ、育った柳田選手は6月初めに通算200本塁打をマークしたばかり。日本球界を代表するスラッガーとして
長打力を存分に発揮するだろう。
　開催国枠で45年ぶりのオリンピック登場となる女子ハンドボールには地元実業団チーム、イズミからGK板野陽、FP近藤万春の2選
手が加わった。男子には湧永製薬の成田幸平選手が名前を連ねている。
　セーリングの女子470級、吉岡美帆選手（ベネッセ）は177㎝の長身を生かして2大会連続出場。中学まではバレーボールに打ち込ん
でいたが、兵庫県の高校からセーリング競技へ。ベテラン吉田愛選手と組んで2018年世界選手権金メダル、19年準優勝と好成績を残
している。リオ五輪では5位入賞を果たしているだけに地元オリンピックでのメダルも有望視される。
　アーチェリー男子の河田悠希選手（エディオン）は地元広島で競技に出会い、成長を遂げた。廿日市市地御前出身で小学1年から
佐伯国際アーチェリーランド（同市佐伯町）で腕を磨いた。佐伯高1年の14年に、全日本選手権を制した後も着実に成績を伸ばし、1位
で五輪最終選考を通過した。
　サッカー男子にはサンフレッチェ広島の若きGK、大迫敬介選手が激しい代表争いを勝ち抜いた。鹿児島県出身で「プロを目指す最
適の環境」と、2015年にサンフレッチェ広島ユースの門をたたいた。県立吉田高校に籍を置きながら、寮とグラウンドの往復でサッカー
漬けの日々 。抜群のサッカーセンスが早くから評価され、2018年にはトップへ昇格した。今度は広島から日本のゴールマウスを守る立場
となり、元サンフレッチェ広島監督の森保一・日本代表監督からの信任も厚い。
　バレーボール男子には、JT広島から小野寺太志選手が代表入りした。201㎝の長身選手は2020年Vリーグのスパイク賞、ブロック
賞、ベスト6のタイトルを獲得した。日本代表には2015年から選出され、もはや欠かせぬ存在である。

世紀の祭典に挑む広島ゆかりの精鋭たち
2020東京オリンピック代表内定に26人
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　広島のスポーツ少年団で育った代表選手もいる。
　ホッケー男子の山崎晃嗣選手（岐阜朝日クラブ）は、2005年創立の広島ホッケースポーツ少年団の出身だ。広島市安佐北区の亀崎
中3年まで在籍し、島根県の強豪、横田高から山梨学院大へ。広島を離れての競技生活となったが、日本のポイントゲッターとしてたく
ましく成長し、2018年ジャカルタ・アジア大会優勝の原動力となった。日本の男子ホッケー代表は1968年メキシコ大会以来、53年ぶりの
出場なる。この時13位となった日本代表チームには山陽高OBの4人がメンバーに名を連ねていた。それ以来の輩出となり、広島のホッ
ケー関係者にとっては万感の思いであろう。
　水球代表の高田充選手（kingfisher74）は広島市南区宇品小3年の時に、広島水球クラブの体験教室に通ったのが競技と出会う
きっかけとなった。高校は岡山・関西高、大学は日本体育大と広島を離れたが、「水球で日本代表になり、五輪に出る」と小学校の学級
新聞につづった熱い思いを実現させた。
　バスケットボールで初実施の3人制女子には、広島市安佐南区出身の山本麻衣選手（トヨタ自動車）が選出された。父親の山本健
之さんは元JT広島のバレーボール選手。父の果たせなかった五輪代表を娘がかなえた。麻衣選手は小学4年まで同市安佐北区の口
田東ミニバスケットクラブに在籍し、その後家族とともに愛知県へ移った。
　広島のスポーツ少年団育ちとしては、陸上男子100mの山縣亮太選手（セイコー）もその一人である。広島市西区の鈴が峰小学校
児童のおり、陸上クラブ「広島ジュニアオリンピア」に加わり、かけっこの楽しさに目覚めた。修道中、同高校と順調に記録を伸ばして国
体などを制覇。慶大に進んで日本を代表するトップスプリンターとなった。五輪代表選考会は3位ではあったが無事、五輪本番に駒を進
めることができた。
　12年ロンドン、16年リオデジャネイロ両大会に続き、3度目のオリンピックは男子100m日本記録（9秒95）保持者のプライドをかけて臨む
ことになる。さらに、日本選手団「主将」の肩書も付いた。押しも押されもせぬ日本選手団の顔となった。前回のリオ五輪では男子400mリ
レーの第1走者として銀メダルを獲得した。今回はリレーの金と自身の100m決勝進出、ファイナリストになることが目標だ。
　男子110m障害の髙山峻野選手（ゼンリン）は苦しみ抜いての代表獲得となった。4月まで日本記録を保持していながら、金井大旺
（ミズノ）に塗り替えられた。代表選考会（日本選手権）直前には背中に故障をしてしまった。悪条件が重なる中で臨んだ代表レース決
勝。そこでライバル2人がフライング失格した。破格の日本記録（泉谷駿介・13秒06）が誕生したレースで、髙山は何とか3位に食い込ん
だのである。参加標準記録を突破していたため、辛くも代表入りを決めたが、薄氷を踏む思いであったろう。
　地元女子実業団のエディオン陸上部は3人を東京五輪に送り込む。100m障害の木村文子選手、5000m萩谷楓選手、そして20㎞
競歩の藤井菜々子選手である。
　広島大大学院に通う33歳の木村選手は今季での引退を表明している。12年ロンドン大会に続く2度目の五輪代表に強い執着はな
かったはずだ。今季の競技成績も決して満足いくものではなかった。五輪参加標準記録にも届かず、6月の日本選手権は準決勝で敗
退した。あきらめかけていた東京五輪への道であった。ところが、ワールドランキングがベテランアスリートを救った。6月中旬時点で40人
中37位にランクされた。このランキングが東京五輪への扉を開いた。全盛期の力には及ばないはずだが、追加代表となった2度目の五
輪は長い競技人生の集大成になるはずだ。
　エディオンは木村選手のほかに若い2人を送り込む。20㎞競歩の藤井選手は2020年の全日本競歩能美大会優勝で代表の座を手
に入れていた。19年世界選手権では7位入賞の実績がある。22歳のウオーカーは伸び盛りである。
　もう一人、5000mの萩谷選手は参加標準記録にあと2秒と迫って選考会に臨んだ。だが、記録突破はならず3位に終わった。しかし、
実業団3年目、着実に記録を伸ばしてきた20歳のランナーに幸運が訪れた。選考会2位の新谷仁美選手（積水化学）はすでに代表を
決めていた10000mに専念することになり5000m代表を辞退し、萩谷選手に「五輪切符」が回ってきた。「うれしい気持ちでいっぱい。
自分らしい走りで世界と戦いたい」と、追加代表のチャンスを生かす考えである。
　� 広島県スポーツ協会広報委員長　渡辺勇一
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陸上
山縣　亮太 選手
出身校：広島修道高等学校−慶應義塾大学
男子100m、男子4×100mリレー
100ｍ現日本記録保持者
　今回で三回目のオリンピック出場となります。大変困

難な状況の中、東京2020オリンピックを開催していただいたこと、広島で
育てていただき応援し続けていただいたことに感謝し、日本選手団の主
将としてまた、チームジャパンの一員として最高のパフォーマンスを皆様
にお見せできるよう頑張ります。
【応援メッセージ】
　山縣亮太選手、3大会連続、東京オリンピックへの出場おめでとうござ
います。また、日本選手団の主将にも選ばれ、大変光栄に思っています。
　私は山縣亮太選手を小学生から見ています。5年生で初めての全国
大会の舞台に立ち、誰よりも華奢な体で緊張と戦っていました。決勝前
には疲労もピークで冷房の効いた控室でマッサージをしたのを覚えてい
ます。結果は8位。これが山縣亮太選手の夢の始まりです。山縣亮太選
手は、何事にも、「無理」と言わずに「チャレンジする人」。「心の美しい
人」「自分の可能性を信じて、夢に向かって、歩み続ける人」です。これ
らの競技に対する姿勢や人間性が、大役を任される要因だと思います。
　何度となく大きなけがや病気というアクシデントにあいながらも日本新
記録を出し、夢をつかみ、チャレンジし続ける君は大した男です。すごい
男です。
　男子100mでは、日本人初めての決勝の舞台でどんな景色か見てほ
しいです。
　男子400mリレーでは、金メダルを期待しています。
　広島ジュニアオリンピアクラブの子どもたちも、広島県民も、いやいや日
本中の人々が応援しています。
� 広島ジュニアオリンピアクラブ　会長　藤本　法生

髙山　峻野 選手
出身校：広島工業大学高等学校−明治大学
男子110mH
　日本選手権は大会直前の怪我によって走ることも難
しい状況でしたが、いつも応援してくださる広島の皆さ

んに走る姿をお見せしたくて“悪化してもいい”と開き直って臨みました。
　結果は奇跡的ともいえる3位、東京オリンピック出場が決まりました。
　まずは怪我の治療を最優先し、本番では“自己ベスト”を目指します。
【応援メッセージ】
　2019年の世界陸上、110mH準決勝でみせたレースが目に焼き付い
ています。好スタートから抜け出すと中盤で先頭に立ち�“これは決勝に
残ったぞ”と思った瞬間、ひとつのミスから後退したレースでした。結果、
決勝進出を逃したものの、髙山君は“世界基準”の選手だと確信しまし
た。世界のトップレベルの選手との互角以上の戦いに鳥肌が立ちまし
た。私はすぐに東京オリンピックの110mHのすべてのレースを予約しまし
た。（無観客となり観戦は断念）
　あれから2年、オリンピック代表を決める日本選手権では直前の怪我
から満身創痍のレースとなりましたが、神がかった走りで東京オリンピック
出場を決めてくれました。
　髙山君のレースは昔から“ハラハラドキドキ”が付き物でしたが、今回も
最高レベルの“ハラハラドキドキ”を味わいました。東京オリンピックではど
んな展開が待っているのか、今は“ワクワクしています。
� 広島工業大学高等学校　教頭　福地　光文

木村　文子 選手
出身校：広島県立祇園北高等学校−横浜国立大学
女子100mH
ロンドンオリンピック出場
　この度は、東京五輪代表に選出して頂けたことを

大変嬉しく思います。ロンドン五輪から9年ぶりの五輪出場となります。多
くの方々の支え、ファンの皆様の応援のおかげで、出場権獲得となりま
した。ありがとうございます。本番までしっかり調整し、五輪の舞台では、
1本でも多くレースを走ることが出来るように準備してまいりたいと思いま
す。応援よろしくお願いします。
【応援メッセージ】
　木村は小学校（可部南小）で始めた陸上競技を今日まで続けてき
た。中学（可部中）・高校（祇園北高）では陸上競技専門の指導者がい
ない環境で、明るく前向きに競技を続け、高3のインターハイで走り幅跳
び、大学（横浜国大）4年のインカレでは100mハードルで全国チャンピオ
ンになった。教師の道も考えていたのだが、インカレ後に「世界」を目指
す決心をする。大学卒業後、地元広島に帰って、地元企業の陸上競技
部に入部。陸上競技部には長距離選手しかいなかったので、孤軍奮闘
することになる。広島・日本での地道なトレーニングに加え、米国アリゾナ
州で米国選手とトレーニングをしたり、豪州でロンドン五輪金メダリストとト
レーニングをしたりして、世界を相手に自己改革に取り組んできた。今回
で2度目のオリンピック代表である。東京五輪では、ロンドン五輪の経験を
活かし、陸上人生の集大成として最高のレースができることを心より祈り
応援したい。
� 広島工業大学　教育学習支援センター　松﨑　親男

バレーボール
小野寺　太志 選手
出身校：東北高等学校−東海大学
ポジション：ミドルブロッカー
　この度、東京2020オリンピック競技大会への出場に
あたり、関係者の皆様には、多大なるご支援をいただ

き、誠にありがとうございます。本大会では、感謝の気持ちを忘れず、皆
様の期待に応え勇気と感動を与えられるよう、また自分自身としても悔い
の残らないよう精一杯戦いたいと思います。
　東京2020オリンピック競技大会では、スパイク、ブロック、サーブなど安
定したプレーが求められるので、自分の持ち味を生かせるよう頑張りた
いと思います。
　また、ミドルブロッカーの中心として、リーダーシップを発揮し、チーム一
丸となり戦いたいと思います。
　皆様、温かいご声援よろしくお願いいたします。
【応援メッセージ】
　頑張れ日本！�頑張れ太志！
　オリンピックでの活躍を心から願っています。広島からチーム一同応
援しています。しっかり楽しんでこいよ。
� 井上　航（チームメイト、リベロ）
　太志さん、日本NO.１ミドルブロッカーとして、オリンピックでも活躍期待
しています。
　最高のパフォーマンスを魅せてくれることを信じています。
　頑張ってください。
� 新井　雄大（チームメイト、アウトサイドヒッター）

広島県所属の日本代表内定選手を紹介!!
※JOCの定めるマーケティングガイドラインにより、所属先等一部掲載しておりません。
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ホッケー
錦織　えみ 選手
出身校：島根県立横田高等学校
ポジション：フルバック
オリンピック2大会連続出場
　この度、東京2020オリンピックの代表に選ばれたい

へん嬉しく思います。また、再びオリンピックの舞台でプレーできることに感
謝します。前回大会の悔しさや今回のオリンピックに向けて一緒に頑張っ
てきた仲間の想いを忘れることなく、目標である金メダル獲得に向けチー
ム一丸となって頑張りたいと思います。これまで支えてくださったすべて
の方に恩返しが出来るよう、応援を力に変えて精一杯全力でプレーした
いと思います。残りの期間、怪我無く良い準備ができるよう頑張ります。
【応援メッセージ】
　2大会連続、東京2020オリンピックの出場、おめでとうございます。内
定の一報を聞いたとき自然と大喜びしました。えみは思ったより冷静で
「頑張るしかないね」とはにかみながら言っていたのが印象的でした。
私も東京2020への出場を目指しました。5年前、えみがリオオリンピック
に出場したときから『2020年は私も一緒に東京に選ばれたい』と思って
やってきました。同い年で高校を卒業し同じタイミングで入社。常に一緒
に成長してきたえみを仲間でありライバルであり、それ以上に言葉では
言い表せない同志だと思っています。今回私は東京への出場は叶いま
せんでしたが、えみにこの想いを託します。ホッケーを積み重ねてきた集
大成として、日本DFのNo１プレーヤーとして堂 と々世界で戦ってきてくだ
さい。応援しています。� 金藤　祥子（チームメイト）

浅井　悠由 選手
出身校：羽衣学園高等学校
ポジション：フルバック
　オリンピックの選手に選ばれ嬉しく思います。バック
アップメンバーだったリオオリンピックではピッチに立つ

ことはできませんでした。5年間この悔しい気持ちがあったからこその今
だと感じています。しかしここはあくまでも通過点ですので、満足すること
なくメダル獲得に向けて目の前にある壁をひとつひとつ乗り越えていける
よう全力で頑張ります。関わってくださる全ての方 に々感謝の気持ちを忘
れずに、結果にこだわって一戦一戦を戦います。たくさんの応援よろしく
お願いいたします。
【応援メッセージ】
　東京2020オリンピック日本代表に選ばれた悠由。本当におめでとうご
ざいます。悠由のダイナミックなDFで世界を止めてほしいです。そして
悠由のプレーをたくさんの人に見てもらえること嬉しく思います。私は悠
由と一緒にレッドスパークスのゴールを守っていますが、悠由は長いリー
チで相手を止めてくれる頼れるDFの一人です。仲間への的確な指示
やリスクマネジメントの情報共有など、普段の楽しい明るい雰囲気から
は真逆の統制力でチームの要になっています。それが日本代表チーム
でも同じように発揮されることを願っています。全身全霊をかけてオリン
ピックで戦って、日本に勝利をもたらすことを期待しています。広島に帰っ
てきたらまたキャンプにでも行って焚火をみてリフレッシュしましょう。応援
しています。� 中村　瑛香（チームメイト）

松本　夏波 選手
出身校：滋賀県立伊吹高等学校−天理大学
ポジション：フルバック
　オリンピックの選手に選ばれ嬉しく思います。私に
とって初めてのオリンピックとなりますが楽しみでもあ

り、緊張もしています。支えてくださるたくさんの方々や応援してくださる
方々に感謝し、最高の結果を報告できるよう頑張ります。目標であるメダ
ルを取るために、そしてチームに貢献できるよう本番までの残りの時間
を、気持ちを引き締め、ベストな状態で挑めるよう努力していきたいと思
います。

【応援メッセージ】
　オリンピックの出場おめでとうございます。夏波とは天理大学時代から
の同級生で、一緒に入社し切磋琢磨してきたことを思うととても嬉しいで
す。2018年には日本代表のヨーロッパ遠征中に帰国宣告があり広島に
戻ってきた時はとてもつらかったのではないかと思い出します。あの当時
もチームメイトに辛い顔を見せず、もくもくとホッケーに取り組んでいました
ね。「今回はだめやったけど、またチャンスがくる」と静かに語っていたこ
とが忘れられません。着 と々日本代表に定着し今回オリンピックの代表に
入れたこと、チームメイトとして誇りに思います。オリンピック本番では、持
ち味の落ち着いたボール配分、そしてパスフェイントから突然始まるドリ
ブル突破、強烈なストロークで日本のDFも攻撃も支えてください。応援し
ています。� 平原　萌子（チームメイト）

尾本　桜子 選手
出身校：山口県立西京高等学校−山梨学院大学
ポジション：ミッドフィルダー
　東京2020オリンピックの選手に選ばれとても嬉しく
思います。今まで支えてくれた家族、お世話になった

方々に感謝の気持ちでいっぱいです。勝利に貢献できるよう、私らしくプ
レーします。残りの期間、戦術の理解やスキルアップを目指し頑張ってい
きたいと思います。応援よろしくお願いします。
【応援メッセージ】
　この度は東京2020オリンピックの出場おめでとうございます。1年前は
桜子がオリンピック日本代表になることを正直想像していませんでした。
同級生の私は山梨学院大学そしてコカ・コーラレッドスパークスでもチー
ムメイトであり、親友であるからこそ、今回の選出はとても嬉しく思いま
す。同じ時期に日本代表合宿に招集され切磋琢磨してきた桜子がオリ
ンピックの大舞台で活躍する姿を想像すると私まで緊張してきます。誰
よりも走り続けることができる桜子の姿を目に焼き付けます。オリンピック
本番では桜子の持ち味であるキレのあるドリブル突破で、日本代表勝利
の原動力になってください。初出場の緊張もあるかと思いますが選ばれ
た誇りを持って戦ってきてください。私も怪我から復帰し桜子と一緒にプ
レー出来ることを目指しリハビリを頑張ります。また一段と成長した姿で
お互い会えるように頑張りましょう。� 的場　斐那（チームメイト）

山田　明季 選手
出身校：羽衣学園高等学校−山梨学院大学
ポジション：フォワード
　オンラインにて代表監督からオリンピックのメンバー
に入ったことを聞いたとき、「本当ですか？」と何回も聞

き直してしまいました。最初は信じられませんでしたが、両親に伝えたと
き、両親の喜ぶ声を聞き、私も改めて嬉しさを実感しました。本番ではメ
ダル獲得という目標を達成し、たくさんの方々に明るいニュースをお届け
したいと思います。私たちの全力でプレーする姿を通して感動や勇気、
ポジティブなエネルギーを感じていただけると嬉しいです。残りの期間、
しっかりと準備し頑張りたいと思います。
【応援メッセージ】
　明季、オリンピック出場おめでとうございます。明季のオリンピック内定
を聞いた時、正直びっくりしました。どれほどの努力を積んできたかは近
くにいたから知っていたけれど、明季自身は「やるだけやったから、あと
は結果だけや」としか言わなかったので、私もどうなるか気になっていま
した。びっくりしたと同時に本当にオリンピックに選ばれて自分のように嬉
しかったです。これからの本番ではすさまじいプレッシャーとの闘いだと
思いますが、切羽詰まったときは風の音が聞こえるくらい心を静め、日本
のため、そして自分のために戦ってください。私はリオに続くチャレンジは
叶わなかったけれど同郷であり、チームメイトであり親友の明季にこの想
いを託します。応援しています。� 湯田　葉月（チームメイト）
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森　花音 選手
出身校：滋賀県立伊吹高等学校−天理大学
ポジション：フォワード
　オリンピック出場が決まり、今はただ喜びの気持ち
でいっぱいです。6歳からホッケーを始め、ずっとオリン

ピックの舞台でプレーする事を夢見てきました。今の私一人ではここまで
来ることはできませんでした。今まで支えてくださった全ての方々に感謝
の気持ちで溢れています。東京で結果を出すことがまた恩返しにもつな
がると思いますので、FWとしてたくさんゴールを決めて勝利に貢献でき
るように、これからしっかり準備をしていきたいと思います。
【応援メッセージ】
　花音さん、オリンピック初選出、おめでとうございます。オリンピックで花
音さんのシュートが決まるよう応援しています。いつもマイペースな花音
さんに新入社員の私は本当に助けられています。うまくいかないときなど
アドバイスをいただき、私はのびのびとホッケーができています。私はオリ
ンピックの最終選考まで残りましたがまだまだ経験が浅く今回の出場は
叶いませんでしたが、花音さんも初選出から4年で掴み取った大舞台で
すので、私も諦めずに頑張ります。花音さんは相手DFのボールをこれで
もかというくらい奪いに行き、そして自分のボールにしたらすぐさま判断
力でパスなのかドリブルなのか見極める事ができます。そしてシュートに
対する執着心と嗅覚は秀逸で、激しいプレーも繊細なプレーも得意とす
る二刀流のＦＷです。日本のエースとしてオリンピックではメダルの原動
力になれるよう期待しています。頑張ってください。
� 浦田　果菜（チームメイト）

ハンドボール
成田　幸平 選手
出身校：洛北高等学校−大阪体育大学
ポジション：レフトバック
　チームとしては予選突破を最低限の目標に決勝
トーナメントで1つでも多く勝てるようにベストを尽くしま
す。個人としては数字には残りませんが守備でチーム

の勝利に貢献できるように体を張っていきます。これまで関わっていただ
いた全ての人に感謝してプレーで恩返しができるように残りの期間良い
準備をして臨みたいと思います。
【チームメイトからの応援メッセージ】
伊藤浩太郎：輝け！スイーツ男子！悔いのないように
稲毛隆人：たくさんの人たちの想いを背負って頑張ってください
子安貴之：ハンドボール界の成田！行け！成田Express！
原健也：夢の舞台で活躍するのを期待しています！
福田将太：自分の力を全て出し切り、悔いのないように！
矢田路人：為せば成る！強い意志を持って全力で！
助安功成：最高の舞台で輝いている姿を楽しみにしています
田中圭：Don’t�forget�to�open�your�eyes�during�the�game,�please...
後藤悟：全力で楽しんでください。ファイト！
庄子直志：備えあれば憂いなし。応援しています！頑張ってください！
西田祐輝：とてつもないロングシュートやDFを見せつけてください！
阿部成将：かっこいい姿見せてください！�応援しています。
楢山修平：世界相手に最強のディフェンスかましてください！
樋川卓：日本のPoweeeeerrr！�本気の勝負、楽しんできてください！
川上勝太：最高のディフェンス、強烈なシュート期待しています！
利光克人：ベストコンディションで勝ち進んでください。
磯田健太：歴史的快挙を期待しています。頑張ってください。
小武蒼太：世界を相手にご活躍されるのを楽しみにしております。
原口宙輝：活躍している姿を楽しみにしております。応援しています。
福本吉伸：豪快なシュートで日本代表の勝利に導いてください。

ハンドボール
板野　陽 選手
出身校：岡山県立総社南高等学校−大阪教育大学
ポジション：ゴールキーパー
　内定選手に選ばれて、素直に嬉しい気持ちはあり
ますが、一緒に頑張ってきたメンバーを代表してコート
に立つという責任を、今はより強く感じています。メダル

を獲得するために、まずは予選リーグの突破が第一目標です。個人とし
ては、いつどのように起用されても100％の力を発揮できるように準備し
て、チームの勝利に繋がる働きをするつもりです。今まで私を育ててくれ
た両親と、関わって下さった全ての方々に感謝の気持ちを込めてプレー
します！

近藤　万春 選手
出身校：筑紫女学園高等学校−大阪体育大学
ポジション：レフトウィング、レフトバック、センターバック
　14人のメンバーだと聞いた時、驚きを隠せず、緊張
と興奮で夜も眠れませんでした。選ばれなかった選
手の想いも背負って、全力で戦いたいと思っています。

個人の目標としては、小柄な選手でもやれるということを全世界に証明し
たいと思っています。チームの目標はメダル獲得です。そのために自分
にできる最大限のパフォーマンスを発揮して、自分らしく泥臭く、全身全
霊で戦います。これまで私を支えてくださった方々、私にハンドボールを
教えてくださった恩師、仲間、ファンの皆様、そして両親。この舞台に立て
るのは皆様からのビッグサプライズだと思っています。
　オリンピックという最高の舞台で恩返しができるよう、一瞬一瞬に全力
を注ぎ、想いをプレーで表現します。

写真提供：JHA

写真提供：JHA

写真提供：JHA

【チームメイトからの応援メッセージ】
南夏津美：夢の舞台、思いっきり楽しんでください★！
三田未稀：�思いっきり楽しんできてください\（^o^）/広島からぶち応援しとる

けぇ‼︎
石川紗衣：怪我せずに大暴れしてください！�頑張れ！�
清宮ちひろ：広島の誇りです!!�オリンピックの舞台を楽しんでください！
安藤かよこ：みなみさん・まはるさんらしく頑張ってください！�応援してます◎
井内理絵：�広島、メイプルの誇りです!!!�オリンピックを全力で楽しんで来てくだ

さい!!!�
大前典子：�みなみ、日本1のGKから世界1のGKへ!!　まはる、日本1のオールラ

ウンダーから世界1のオールラウンダーへ!!　それぞれの持ち味を
発揮して楽しんでね!!

狩野弥生：�『世界の』陽さん。　『世界一小さい』万春。　持てる力を存分に
爆発させてください!�広島からパワーを送ります✴

石川莉子：�計り知れないプレッシャーがあると思いますが、怪我に気をつけて
最高の舞台で楽しんできてください！応援してます!!�

加納ほのか：�とってもカッコよくて、優しくて大好きな先輩方オリンピックでの活
躍を期待しています！�頑張って下さい!�

斗米菜月：�チームの勝利のために尽力し、戦っている姿はとてもかっこいいで
す。応援しています！�頑張ってください!!�

倉岡愛実：�とても緊張すると思いますが、頑張ってきてください!�メイプルにオリ
ンピック選手がいることを本当に本当に誇りに思います!!!�応援して
います！�頑張ってください!�

河原畑祐子：�日本に希望と勇気を!!�チームの核として強敵をぶち破って来てくだ
さい!!

三橋未来：�みなみさん、みなみさんのキーピングで日本に勝利を!!!�オリンピックの
舞台で輝いてください！★　まはる、まはるらしく!!!�楽しんでこい！�小さ
くてもできる！�という事を世界に証明してきてね♥カッコいいよ〜

秋山静香：思う存分に暴れてきてください！活躍を楽しみにしています!!�
山根楓：私達の誇りです！頑張ってください！
田渕美沙：楽しんで来てください!!�
辻菜乃香：�みなみさん、まはるさんはメイプルの誇りです！広島から世界へ！みん

なにユメを！人生に一回あるかないかのオリンピック。。楽しんできて
ください!!�広島から。。パルから応援してます!!�

石田紗貴：�素晴らしい舞台での最高のパフォーマンスを期待してる！�とことん
楽しんできて！�メイプル全員が応援してるよ！

中山剛：�これまで積み上げた努力と携わってくれた全ての人へ感謝を精一杯
表現して下さい！

中西麻由香：思う存分暴れてきてください!!�全力で応援してます!!!
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野球
森下　暢仁 投手
出身校：大分県立大分商業高等学校−明治大学
　日本球界の素晴らしい選手の中から選んで頂き大
変嬉しく思います。
　本当だったら去年開催されたオリンピックなので、1

年延期となって、今年こうして出来ることは本当に嬉しいです。
　選んで頂いた以上は結果で応えたいので、しっかりと準備をして期待
に応えられるように頑張ります。

栗林　良吏 投手
出身校：愛知黎明高等学校−名城大学
　日本代表に選んで頂いたことに嬉しさよりも1番は驚
きを感じています。
　本当であれば昨年開催され出場できていなかった

大会なので、選んで頂いたことに感謝し、結果で応えられるよう全力で
頑張ります。
　与えられたポジションでしっかり自分の力を発揮して日本の金メダルに
貢献できるようにやっていきたいです。

菊池　涼介 選手
出身校：武蔵工大第二高等学校−中京学院大学
第2回WBSCプレミア12優勝
　選んで頂き光栄に思います。東京オリンピックという
事でプレッシャーもありますが、チームに貢献できるよう

に全力で頑張ります。
　新しい選手もいるので、会話できるようにコミュニケーションとれるように
していきたいです。

鈴木　誠也 選手
出身校：二松学舎大附属高等学校
第2回WBSCプレミア12優勝
　日本代表に選んで頂き光栄です。
　コロナ禍での開催で複雑な気持ちも実際にはあり

ますが、出場できることに感謝の気持ちを持って、チームに貢献出来るよ
うに金メダルを目指して頑張っていきたいと思います。
　そして、感動を与えられるようなプレーをしていきたいです。

サッカー
大迫　敬介 選手
出身校：広島県立吉田高等学校
ポジション：ゴールキーパー
　今回オリンピックのメンバーに選出されて嬉しく思い
ます。

　自国開催ということで国民の期待も大きいと思います。
　金メダルを獲得できるように全力で頑張ります。
【応援メッセージ】
　東京オリンピック出場おめでとう！
　中学校三年生の時に試合で初めて握手を交わした時は、大きな手だ
なと、すごい選手だなと思ったのが敬介の第一印象。加藤GKコーチの
練習を毎日毎日積み重ねて成長したな。ユースで初めて勝った時は、試
合後に涙を流していた姿を思い出す。オリンピックでも敬介らしく、どんどん
チャレンジする姿で活躍することを願っています。今まで、経験し、積み重
ね、成長した力を発揮し活躍することを期待しています。
� コーチ　沢田謙太郎
　東京オリンピック出場おめでとう！
　コツコツと積み上げてきた結果だと思います。コロナ渦の中においても
開催される今回の大会に出場できる喜びと、感謝の気持ちを持ち積極
的なプレーを見せてください。
� GKコーチ　加藤寿一

アーチェリー
河田　悠希 選手
出身校：広島県立佐伯高等学校−日本体育大学
東京五輪日本代表最終選考会1位
　この度、東京オリンピックの日本代表に内定すること
が出来ました。

　オリンピックでメダルを獲得するために日々 精進して参ります。今後とも
応援よろしくお願いします。
【応援メッセージ】
　この度は、日本で行われる第32回オリンピック競技大会（2020／東京）
アーチェリー競技への出場おめでとうございます。
　この大会に臨み、小学生から始めたアーチェリーが、日々 の練習の積
み重ねによって夢の舞台に立てたことを嬉しく思います。これまでの日々
には、苦しい練習もあった事でしょう。また、試合で勝ち嬉しいこと、負け
て悔しいこともたくさんあったと思います。今まで常に向上心を持ち長い
時間練習したこと、体力アップのトレーニングで積み上げてきたものを自
信に持ち本番では、最高のパフォーマンスを発揮してください。大会では
混合・団体・個人と試合が行われますが、チームジャパンとして一つになり
戦ってください。広島県人も応援しています。その応援も力に勇気を持っ
て頑張ってください。結果は素晴らしいものになると思います。健闘を祈り
ます。目指せ！メダル獲得！
� 広島県アーチェリー協会　理事長　松木裕二
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幻の銅メダリスト、レスラー「ナイトー」
　近代オリンピックは、提唱者クーベルタンの思惑とは異なりメダル獲得争いと化した。メダル争いこそ
オリンピックのもう一つの興味であることは疑いを持たない。日本選手の金メダル第1号は1928年アム
ステルダム大会陸上三段跳びで広島県海田町生まれの織田幹雄が獲得した。その4年前、1924年パリ
大会では広島生まれのレスリング選手、内藤克俊が日本人銅メダル第1号となっている。とはいえ、在米
レスラーだった内藤を知る人は少ない。
　第8回パリ・オリンピックには日本から陸上8、水泳6，テニス4、レスリング1の計19選手が出場した。当
時の日本でレスリングは未発達、協会設立は1931年であり、まだ誰もこの競技に本格的に挑んだ者はい
なかった。なぜ、内藤が代表に？の疑問がわく。
　内藤は台北一中から鹿児島高等農林学校（現鹿児島大農学部）を経て米ペンシルバニア州立大へ留学
していた。日本で柔道二段だった内藤は同じ格闘技のレスリング部に入部。持ち前の統率力を発揮して
チームのキャプテンに推された。おりしも米国では新たな移民法によって排日機運が高まりを見せてい
た。そうした折、大学レスリング界での内藤の活躍を知った在米大使、埴原正直がパリ五輪代表を進言し
たという。内藤の存在をアピールして日米間の摩擦を和らげようという狙いもあったようだ。
　29歳で挑んだ五輪に介添え役（マネジャー）として欧州滞在中の柔道家、会田彦一が付き添った。渡航
中の船内で左薬指を痛めていた内藤にとって心強い同伴者だった。現地でわずか3日間練習しただけの
グレコローマンでも1勝を挙げる活躍を見せた内藤。フリースタイル・フェザー級（61㎏）ではアメリカで
培った技を存分に発揮した。ベルギー選手に勝ってベスト8に進出し、金、銀を占めた米国選手には敗れ
たが、3位決定戦ではフィンランド、スウェーデン選手を連破して銅メダルに輝いた。パリ大会で日本選手
が手中にした唯一のメダルだった。ちなみに、この大会で陸上三段跳びに出場した織田（広島一中出）は
14m35で6位入賞した。
　内藤は1895（明治28）年2月24日、広島市西引御堂町（現中区十日市2丁目）生まれ。父親の克明は陸軍将校で日清戦争から戻ったばかり
だったが、その年8月に病死した。母親アサの実家は広瀬村（現中区広瀬町）の軍御用缶詰工場、浅枝家であった。
　学齢期となった内藤は、陸軍軍人の子弟が集まる広島偕行社付属済美学校（小学校）へ入学した。校舎は現在の中区上八丁堀付近で、内藤
は毎日相生橋を渡って通学したことであろう。下級生にのちの日本サッカー協会会長、野津謙がいた。
　広島市生まれながら、内藤の存在は日本スポーツ界でも長く埋もれていた。レスリング協会発足以前のレスラーであり、資料はなかった。加
えて内藤が日本を離れていたからでもあった。
　内藤が10歳の時、母アサが心臓病で死亡した。次男の克俊が戸主となったが身寄りはなく、台湾・台北市に住む長女久賀を頼って次姉ととも
に渡航した。やがて、鹿児島高農から米留学へ旅立ったのである。
　五輪後の内藤は台湾の製糖会社に就職して妻帯し1928年、新天地を求めて南米ブラジルへ移住した。日本の高等農林学校と米国大学で
学んだ内藤は農園を経営する傍ら、現地で柔道普及に尽力した。オリンピック後に日本を離れた内藤は長く、祖国を訪れることはなかった。日
本五輪史からも消え、いつしか「幻のメダリスト」となったのである。
　再び日本の土を踏んだのは東京オリンピック直前の1964年9月末である。ブラジルからの五輪観光団200人に加わっていた。36年ぶりに
帰国した内藤は10月1日、両親の眠る広島市中区寺町の徳応寺へ墓参。10月2日付中国新聞は「東京でレスリングと柔道をゆっくり見たい」と
報じた。里帰りから5年後の69年9月27日、日本人初の銅メダリストは病気のためブラジル・サンパウロ市郊外で永眠した。銅メダルはその後、
遺族から日本オリンピック委員会（JOC）へ寄贈された。
� 広島県スポーツ協会広報委員長　渡辺勇一（広島経済大学教授）

広島スポーツ余話 2

1924年パリ五輪の内藤克俊
左はマネジャーの会田彦一（大日本体育
協会編「第8回オリンピック大会報告書」）

36年ぶりの里帰りを報じる1964年10月
2日付中国新聞
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