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プレミアム・リゾートという選択
一戸建て住宅型有料老人ホーム

メディケアサポートＨＡＢＡ
2017年12月伊豆高原にオープン
1 2 / 1 （ 金 ） よ り 予 約 申 し込 み 開 始 ！
☎ 0 5 5 7 - 5 1 - 7 8 8 7 （担当 土屋・はば）
私たち株式会社ユリカコーポレーションは、お客様方へ不動産を
用いたライフプランをご提案しております。自社ブランドである
『YURIKA ROSE』(ユリカ ロゼ )シリーズや、社有物件も展開！
待望の2020年『東京オリンピック』まで、いよいよ
カウントダウンが始まりました。
弊社も選手達と共に邁進していきますので、どうぞよろしくお願い
致します。

私達、株式会社ユリカコーポレーションは
女子ハンドボールを応援しています!!
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-6-2 神田セントラルプラザ1202
TEL : 03-3525-8986 / FAX : 03-5295-8188
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http://yurika-co.jp/

―4―

―5―

4月号

№601

【表紙の写真】

CONTENTS
07

第44回日本ハンドボールリーグ
（写真提供：スポーツイベント社）

2020年度事業活動がスタート（東京オリンピックイヤーがスタート）
――
（公財）日本ハンドボール協会専務理事・田口

08

隆

新型コロナウイルス感染症への対応：大会中止相次ぐ
大会開催中止のお知らせ

第44回日本ハンドボールリーグ
09

最終順位・表彰

10

日本ハンドボールリーグ 2019 ー 2020 シーズンを終えて
――日本ハンドボールリーグ機構 GM・家永昌樹

11

男子優勝：大崎電気――大崎電気ハンドボール部監督・岩永

生、選手・小澤広太、玉川裕康

12

女子優勝：北國銀行――北國銀行ハンドボール部主将・塩田沙代

13

年間最優秀選手賞を受賞して――北國銀行ハンドボール部・佐々木春乃、大同特殊鋼・東江雄斗

14

最優秀新人賞を受賞して
――プレステージ・インターナショナル アランマーレ・飯塚美沙希、トヨタ車体・北詰明未

15

最優秀新人レフェリー賞を受賞して――深見忠司・伊藤誠祐

17

都道府県協会：普及活動便り［静岡県］――静岡県ハンドボール協会普及委員長・大澤泰介

18

I ＨＦ便り
がんばれハンドボール 20 万人会「サポート会員」２月入会・継続会員

【岩手】佐久間都歌【埼玉】中妻久子【東京】伊東
岡本
森

卓、田村正一、田村裕子、荘林康次、杉山

茂、内藤信雄【神奈川】相原康宏、

大、塩谷和雄、生熊健二【長野】後藤政俊【石川】寺垣俊彦【愛知】安永光宏、森上真樹、藤戸壮士、藤戸ふさ子、

智種【大阪】舟崎智芳【熊本】葦原大三、若杉和男、川上靖浩

次号 5 月号（№ 602）は 5 月 1 日発行予定です。
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Message from JHA

2020年度事業活動がスタート

（東京オリンピックイヤーがスタート）
公益財団法人 日本ハンドボール協会 専務理事

田口

隆

日頃より日本ハンドボール協会の事業運営に対して、ご理解とご支援を賜り深く感謝申し上げま
す。
昨年 11 月 30 日〜 12 月 15 日には女子世界選手権（熊本）が開催され、315,000 名（目標
300,000 名）という多くの方々に会場へ足を運んでいただき、白熱した世界トップレベルのハン
ドボールをお楽しみいただきました。今年は待望の 2020 年東京オリンピックが開催されます。2
年連続でのビッグイベントの成功に向けて、皆様方とともに全力で取り組んでいきたいと考えてい
ます。
2020 年度事業計画と予算が、本年２月に開催されました理事会にて承認され、オリンピックイ
ヤーがいよいよスタートします。2018 年度は「世界でメダルを取る

アジアの盟主になる」のス

ローガンの下、主に競技力強化に重点を置いて事業計画を策定しました。2019 年度はこれをベー
スに、我が国のスポーツ政策の基本的な方向性を示す「スポーツ立国戦略」に沿った取り組みや、
現在抱えている課題への対応を加え、ポスト 2020 を見据えた将来構想を示すものとしました。そ
して、2020 年度は次の基本方針（３本柱）を掲げ、取り組んで参ります。
〔基本方針〕
１．ポスト 2020 に対応できる自立した経営（組織体制、財務運営の進化）
①

意思決定機関（理事会、評議員会等）の実効性向上

②

業務執行組織としての事務局体制強化

③

新たな財源の確保（セールスメニュー開発による新規スポンサーの獲得）

④

スポーツインテグリティを根付かせる継続的な取り組み（研修等）

２．東京 2020 からパリ 2024 に繋がる強化のレガシー構築（強化施策のやりきり）
①

外国人監督導入効果の検証

②

持続可能な中長期的強化方針の策定

３．競技者の競技体験向上と、ハンドボールと生涯にわたり繋がる仕組み作り
①

競技者データベースの構築

② 「ハンドボールと繋がっている人」100 万人に向けた取り組み
オリンピックイヤーで確実なステップアップを図り、ポスト 2020 で夢を追いかけられるよう、
皆さんと共に “Team Japan, Team Handball” で頑張って参りたいと思います。新年度も引き続き、
ご理解・ご支援いただきますようお願い申し上げます。
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新型コロナウイルス感染症への対応
：大会中止相次ぐ
新型コロナウイルス感染症とは、新型コロナウイルス “SARS-CoV2” が原因とされている病気
であり “COVID-19 ” と名付けられました。2019 年 12 月以降、
中国湖北省武漢市を中心に発生し、
短期間で世界に広まっています。
日本国内では 2020 年 1 月 15 日に武漢市に渡航歴のある肺炎患者からこのウイルスが検出され
ており、同市からの旅行者とその接触者、帰国した邦人合わせて 16 名の感染が確認され、2 月 1
日より感染が確認された際に強制的な入院などを勧告できる “指定感染症” に定められ、国を挙げて
感染拡大を防ぐ体制づくりが進められています。
２月 25 日厚生労働省は、国民の皆様へのメッセージとして、
「国民の皆様におかれては、風邪や
季節性インフルエンザ対策と同様にお一人お一人の咳エチケットや手洗いなどの実施がとても重要
です。感染症対策に努めていただくようお願いいたします。
」を出しました。
更に安倍首相は２月 26 日、
「今後 2 週間の大規模イベントの中止や延期」を要請。翌 27 日には
全国すべての小中高、
特別支援学校を対象に「3 月 2 日から春休みまで臨時休校を行うよう要請する」
としました。

大会開催中止のお知らせ
公益財団法人日本ハンドボール協会（会長

湧永寛仁）は、新型コロナウイルスの感染拡大の状況を

踏まえ、以下の大会の開催を中止することとしました。

・ 第 43 回全国高等学校ハンドボール選抜大会（埼玉県／千葉県）
（男子・女子とも各 41 校、計 82 校が参加予定）

・ 第 15 回春の全国中学生選手権大会（富山県・氷見市）
（男子 49 チーム、女子 46 チーム、計 95 チームが参加予定）

発

ハンドボールスキルアップシリーズ
売中

好評

既刊

目からウロコの

ポジション別上達術

指崎泰利 著
スポーツイベント・ハンドボール編集部 編著
B5判 188ページ 1，
8００円+税 発行元 グローバル教育出版
バックコート、サイド、
ポストの３ポジションについて、
それぞれの役割、求められる
能力などをわかりやすく解説しているコートプレーヤー必読の一冊です。
株式会社スポーツイベント

目からウロコのＤＦ戦術
1,800円+税

TEL：03-3253-5941 ご注文はオンラインショップから→http://sportsevent.shop-pro.jp/
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第44回日本ハンドボールリーグ
日本ハンドボールリーグ機構（以下、日本リーグ機構）は、臨時の常任委員会を開催し、3 月 13 日（金）から 3 月 15 日（日）
に開催予定の「ANA CUP 第 44 回日本ハンドボールリーグ プレーオフ」ならびに「第 9 回 JHL ジュニアリーグ優勝決定戦」の
開催中止を決断いたしました。（JAPAN HANDBALL LEAGUE NEWS RELEASE、2020 年 3 月 4 日、http://www.jhl.handball.jp/
jhl44/topics/JHLRL19011.pdf）
このことをうけて、日本ハンドボールリーグ機構では、第 44 回日本ハンドボールリーグ最終順位及び表彰の取り扱いについて次
の通りとなりましたことをお知らせいたします。
［最終順位］第 44 回日本ハンドボールリーグ レギュラーシーズン順位を第 44 回日本ハンドボールリーグ最終順位とする。
［表彰］表彰項目については、レギュラーシーズン表彰、レフェリー表彰を実施し、プレーオフ表彰については実施しない。
（JAPAN HANDBALL LEAGUE NEWS RELEASE、2020 年 3 月 4 日、http://www.jhl.handball.jp/jhl44/topics/JHLRL19012.pdf）

［最終順位］

［レギュラーシーズン表彰］

《男子》

《男子》
表彰項目

受賞者名

（チーム名）

受賞回数

年間最優秀選手賞

東江

雄斗

（大同特殊鋼）

2 回目

ベストセブン賞

元木

博紀

（大崎電気）

2 回目

橋本

明雄

（豊田合成）

2 回目

杉岡

尚樹

（トヨタ車体）

2 回目

岩下

祐太

（トヨタ紡織九州）

初

トヨタ自動車東日本

東江

雄斗

（大同特殊鋼）

3 回目

7位

トヨタ紡織九州

吉野

樹

（トヨタ車体）

2 回目

8位

北陸電力

9位

琉球コラソン

1位

大崎電気

2位

大同特殊鋼

3位

豊田合成

4位

トヨタ車体

5位

湧永製薬

6位

10 位 ゴールデンウルヴス福岡
《女子》
1位

北國銀行

2位

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング

3位

イズミメイプルレッズ

4位

三重バイオレットアイリス

5位

オムロン

6位

プレステージ・インターナショナルアランマーレ

7位

HC 名古屋

8位

飛騨高山ブラックブルズ岐阜

9位

大阪ラヴィッツ

東長濱
玉川

裕康

（大崎電気）

初

最優秀新人賞

北詰

明未

（トヨタ車体）

-

得点王

東江

雄斗

（大同特殊鋼）

2 回目

197 点

フィールド得点賞

東江

雄斗

（大同特殊鋼）

2 回目

170 点

シュート率賞

橋本

明雄

（豊田合成）

2 回目

0.799（119/149）

7m スロー得点賞

津山

弘也

（トヨタ紡織九州）

初

49 点

シュート阻止率賞

岩下

祐太

（トヨタ紡織九州）

2 回目

0.355（305/860）

7m スロー阻止率賞 家田

幹太

（北陸電力）

初

0.390（16/41）

フェアプレー賞

ゴールデンウルヴス福岡

河合

健 ペア

最優秀新人レフェリー賞
深見

忠司／伊藤

誠祐 ペア

3.385 点 / 試合

表彰項目

受賞者名

年間最優秀選手賞

佐々木

ベストセブン賞

秋山

なつみ （北國銀行）

初

角南

果帆

2 回目

團

智子／島尻 真理子 ペア
威廷／臼井

初

《女子》

最優秀レフェリー賞
優秀レフェリー賞

6 回目

ベストディフェンダー賞

［レフェリー表彰］
太田

秀希 （大崎電気）

（チーム名）

春乃 （北國銀行）

玲伊奈

（ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング）

受賞回数
初

（三重バイオレットアイリス）

初

中村

桃子

（イズミメイプルレッズ）

初

藤井

紫緒

（大阪ラヴィッツ）

7 回目

佐々木

春乃 （北國銀行）

2 回目

大山

真奈

（北國銀行）

初

ベストディフェンダー賞

塩田

沙代

（北國銀行）

6 回目

最優秀新人賞

飯塚

美沙希 （プレステージ・インターナショナルアランマーレ） -

得点王

藤井

紫緒

（大阪ラヴィッツ）

初

102 点

フィールド得点賞

藤井

紫緒

（大阪ラヴィッツ）

初

97 点

シュート率賞

團

（三重バイオレットアイリス）

初

0.705（91/129）

7m スロー得点賞

佐々木

初

40 点

シュート阻止率賞

馬場

敦子

（北國銀行）

7m スロー阻止率賞 安田

絢恵

（プレステージ・インターナショナルアランマーレ） 初

フェアプレー賞

玲伊奈

春乃 （北國銀行）

ＨＣ名古屋		
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初
5 回目

0.462（188/407）
0.349（15/43）
3.500 点 / 試合

第 44 回日本ハンドボールリーグ

日本ハンドボールリーグ 2019ー2020 シーズンを終えて
日本ハンドボールリーグ機構 GM

家永 昌樹

今シーズンの ANA CUP 第 44 回日本ハンドボールリーグプレーオフは、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、2 月
26 日の政府からの自粛要請を受け中止と決定いたしました。
毎年多くの皆様に会場に足を運んでいただき、今年も楽しみにしていただいていたファン、関係者の皆様には大変残念
な思いをさせる結果となってしまいました。
なんとか開催できないかといろいろな選択肢の中で検討を重ねてきましたが、関わる全ての方の安全を第一に考え、苦
渋の決断ではありましたが、中止とさせていただきました。
併せて、最終の第 23 週の試合も中止とし、開催地の皆様には直前となり大変ご迷惑をおかけいたしました。
色々な思いで最終戦、プレーオフを迎えようとしていたファンの皆様、選手の皆さん、チーム関係者、開催地の皆様他
たくさんの方々の思いに答えることができず申し訳なく思っております。
その結果、レギュラーシーズンの結果を今シーズンの最終順位とし、男子は大崎電気が、女子は北國銀行がそれぞれ 1
位となりました。
今シーズンは 2019 年熊本女子世界選手権が開催された影響で、女子が 1 月からの開催となり、男子は 3 回戦、女子は
2 回戦の大会でした。
試合数が多く、各チーム、開催地にはご負担をお掛けしておりますが、2020 年東京オリンピックを見据えた中で、殆
どの代表選手が日本リーグチームに所属しており、日本リーグの試合、日々のチームでのトレーニングも代表強化に繋が
っております。その結果、女子は世界選手権で 10 位と 2020 年のオリンピックに期待を抱かせる結果になっています。
男子もアジア選手権では強豪バーレーンに勝つなど、3 位の好成績で順調に強化が進んでいます。
日本リーグの話題では、今シーズン男子にゴールデンウルヴス福岡が新たに参入し戦ってくれました。3 回戦という戦
いで、新規参入チームではありますが、戦うごとに力をつけ白星を挙げています。新たなチームが参入することはリーグ
に活気が溢れます。来年度も既に東京トライスターズの参入も決まっており、男子は 11 チームになります。
日本リーグは、2021 年に新たなスタートが切れるように準備しており、来シーズンはとても大切なシーズンとなると
考えています。オリンピックが終わった後に来シーズンはスタートします。オリンピックで日本代表選手が盛り上がりを
見せてくれると信じ、その勢いそのままでシーズンを迎えたいと思います。というのも、今シーズンは試合期間が限られ
たり、土日連戦が多かったせいか、1 試合当たりの集客が落ち込みました。女子世界選手権後の日本リーグでしたが、各
チーム集客には苦労しました。
今シーズンは終了しましたが、ぜひ来シーズンは会場に足を運んでいただき、日本リーグの試合を観戦してください。
今シーズンは冒頭に書きましたが、最終週とプレーオフが中止になりました。今シーズンを支えていただきました、フ
ァンの皆様、スポンサー各社様、開催地の皆様、選手、チームの皆様、チームを支えいただいている企業、全ての皆様に
この場を借りて御礼を申し上げます。引き続き日本リーグへのご支援、ご声援を宜しくお願い申し上げます。
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第 44 回日本ハンドボールリーグ

男子優勝

大崎電気

大崎電気ハンドボール部監督

岩永

写真提供：スポーツイベント社

生

第 44 回日本ハンドボールリーグを振り返って

7 月 13 日から開幕した日本ハンドボールリーグにおいて最終的に 22 勝 3 分 2 敗という成績で優勝することができま
した。これも日頃から大崎電気ハンドボール部を支えてくださっている会社の皆様、ファンの皆様、家族の支えのおかげ
だと思っています。この場を借りて感謝申し上げます。
今リーグは監督として初めてのリーグ参戦になり、右も左もわからない状態でしたが周りの方々の支えもあり 1 年間戦
い抜くことができました。代表選手が代表合宿でチームを離れる期間も多く、ケガ人もいたりとチームの状態も常にいい
状態とは言えませんでしたが、限られた時間の中で選手 1 人 1 人が自分のやるべき事を理解して実行してくれたことがこ
の結果に繋がったと思います。残念ながら新型コロナウイルスの影響でプレーオフは中止となってしまいましたが、1 年
間戦い続けた結果、＜優勝＞という栄冠を勝ち取ることができ、大崎電気の悲願でもあった国内大会 4 冠を達成すること
ができました。この結果に自信を持って来シーズンも戦い抜きたいと思います。
最後になりますが、日本リーグを開催するにあたりご尽力下さった日本ハンドボール協会、日本ハンドボールリーグ機構、
各地開催関係者の皆様にこの場をお借りしまして深く御礼申し上げます。また、来年以降もお世話になりますが宜しくお
願い致します。

大崎電気ハンドボール部

小澤広太

2019 ～ 2020 シーズンを終えて、まずはほっとしています。プレーオフが中止になり、終わり方としてはすっきりす
るものではありませんでしたが、長いシーズンを戦い抜いて 1 位だったという結果に胸を張ろうと思います。シーズン中
全ての試合が良い内容で出来たわけではありません。その大崎電気の弱い部分を岩永監督先頭に鍛え直し、来シーズンの
開幕を迎えたいと思います。

大崎電気ハンドボール部

玉川裕康

まずチームとして不本意でしたが、四冠取れたことを誇りに思います。プレーオフは中止になりましたがここまでチー
ム全員が積み重ねた結果であり、リーグ戦を勝ち続けることができ良かったです。個人賞を受賞することができましたが、
個人的にもう少しチームに貢献できるように、今後の練習をしていきたいと思います。大崎 OSOL の歴史に良い結果を刻
み続けることができるよう頑張っていくので、来シーズンも変わらぬ応援をよろしくお願いいたします。来年もタイトル
総取りします！
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第 44 回日本ハンドボールリーグ

女子優勝

北國銀行

北國銀行ハンドボール部主将

塩田 沙代

はじめに、この度の新型コロナウイルスに感染し、お亡くなりになられた方々に心よりご冥福をお祈り申し上げますと
共に治療・入院・自宅待機となられました方の１日も早いご回復をお祈り申し上げます。また、感染拡大が 1 日も早く収
束することをお祈り申し上げます。
３月 13 日〜 15 日に行われる予定でありましたプレーオフが、新型コロナウイルスの感染拡大による影響で中止となり
ました。選手、観客の皆様方の安全を第一に考え、プレーオフの開催中止という苦渋の決断を決定した日本ハンドボール
協会ならびに日本ハンドボールリーグ機構の関係者の皆様に感謝申し上げます。
第 44 回日本ハンドボールリーグはレギュラーシーズンの結果が反映され最終順位が決定し、６年連続７回目の優勝と
なりました。プレーオフで勝って優勝を決めたかった気持ちが強いですが、レギュラーシーズンをチーム全員で戦い抜い
た結果なので、嬉しく思います。
今シーズン女子の日本リーグは１月４日に開幕し、約２ヶ月という短期間で 16 試合が行われる過密スケジュールの中で
の戦いでした。リーグ期間中にも怪我人が多く出てしまい、ベストな状態で戦うことがなかなかできませんでした。そん
な中でも、コートに立った選手の頑張りを積み重ねて得た勝ち星は、チームの底上げにもなったと思います。
今回の優勝に満足することなく、チームとしても個人としても成長し続けられるように、これからも頑張っていきたい
と思います。そして、誰がコートに立っても質の落ちないハンドボールが展開できるよう、内容にもこだわった戦いをし
ていきます。
併せて、日本リーグ 6 連覇という結果を受けて、チームとしては２度目のシーズン４冠達成することができました。こ
のような結果を残すことができたのは自分たちの力だけではなく、いつもご支援・ご声援いただいております石川県ハン
ドボール協会、多くのサポータの皆様方、ご父兄の皆様方、また、安宅頭取をはじめ役員・行員の皆様方の強力なバック
アップがあったからこそだと思っております。改めまして、心より御礼申し上げます。シーズン中、ご多忙にもかかわら
ず会場まで足を運んで熱いご声援をしていただいた皆様方にも重ねて御礼申し上げます。
来季に向けて、進化していく北國銀行ハンドボール部に変わらぬご声援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
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第 44 回日本ハンドボールリーグ

年間最優秀選手賞を受賞して
北國銀行ハンドボール部

佐々木 春乃

始めに、各地で開催されました第 44 回日本ハンドボールリーグの諸準備・大会運営
等にご尽力いただいた多くの関係者の皆様方に、心より感謝申し上げます。
この度、新型肺炎の影響により第 23 週に開催される予定の全 13 試合、及びプレーオ
フの開催中止に伴い、第 22 週までのレギュラーシーズンの結果が反映され 6 年連続、7
回目の優勝をすることができました。これもひとえに日頃よりご支援、ご声援を頂いて
おります石川県体育協会並びに石川県ハンドボール協会、サポーターの皆様方、ご家族
の皆様方、そして強力なバックアップをして頂いております安宅頭取をはじめとします
役員・行員の皆様方のおかげだと思っております。この場をお借りして、心より感謝申
し上げます。内心はプレーオフで勝利し、
優勝を決めたかっただけに悔しさはありますが、
レギュラーシーズンでの一試合、一試合をチーム全員で戦った結果の優勝でありますの
で嬉しく思います。
今シーズンは故障者が多く、怪我を押して出場したり、メンバーを替えていつもとは
違うポジションで戦ったりと苦しい状況が続きましたが、コートに立った選手がそれぞれの役割を果たし、勝ち星を重ね
ていきました。私は今回、最優秀選手賞という素晴らしい賞を頂くことができました。私自身、シーズンを通して安定し
たプレーができず、悩むことも多くどうすればこの状況を打破できるのか考える日々が続きました。しかしその度に多く
のアドバイスをして頂いた荷川取監督、小松コーチ、寺田コーチ、そして苦しい状況を変える為に密にコミュニケーショ
ンを取ってくださった先輩・同期・後輩のおかげでこのような賞を獲得することができました。本当に感謝の気持ちでい
っぱいです。これからもこの賞に恥じないよう更に精進していき、1 人の人間としても成長し、ハンドボールの魅力をよ
り多くの人に伝えられる選手を目指して参ります。
そして東京五輪が目前に控えています。14 人という厳しいメンバー選考ではありますが必ずメンバー入りをし、常に挑
戦し続け、世界を相手に勝ち切る試合をします。今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い致します。

大同特殊鋼

東江 雄斗

写真提供：スポーツイベント社
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最優秀新人賞を受賞して
プレステージ・インターナショナル アランマーレ
『感謝』

飯塚 美沙希

この度はこのような賞をいただき本当にうれしく光栄に思っております。
加入当初は、スピードやフィジカルなど、大学時代より格段に高いレベルの日本リー
グのプレーについていくことができませんでした。自分の持ち味と思っていたスピード
も生かすことができず力のなさを痛感する毎日でした。
そのような状態でも監督やコーチに辛抱強くご指導いただき、失敗を恐れず、挑戦的
な姿勢で戦うことを意識できるようになりました。また、チームメイトとのコンビネー
ションも少しずつ取れるようになってくるにつれ、自分の強みのプレーを出せるように
なっていったように思います。もちろんプレーしやすい状況をつくってくれたチームプ
レーが不可欠だったことは言うまでもありません。
来シーズンはより厳しい戦いが待っているものと思っています。今年よりもっともっ
と上のレベルまで高めないと通用しないと覚悟しています。
心残りなのは新型コロナウイルスの感染防止の影響で、ホーム戦だった最終２試合が中止となりシーズンが終了となっ
たしまったことです。１年間の集大成を地元ファンの方々にお見せし、勝って恩返しとチーム全員で意気込んでいました
ので、仕方のないことは承知ですが、残念でなりません。
最後に、最優秀新人賞の受賞はチームスタッフの日頃からの熱心なご指導や先輩方をはじめチームメイト全員のお陰と
感謝しております。また、日本リーグ会場での多くのファンの方々の声援も本当に大きな力となりました。来シーズンも
さらに個の力をレベルアップさせ、チームの勝利にもっと高いレベルで貢献できる選手を目指していきます。

トヨタ車体

北詰 明未

応援して頂いた皆さんのおかげで、日本ハンドボールリーグの最優秀新人賞を受賞す
るこができ大変うれしいです。このリーグ戦に臨むにあたり、始めから受賞を目標にし
て頑張ってきたのでなおさらです。
今シーズンのリーグ戦を振り返ってみると、始めは相手選手の当たりの強さに対応が
出来ずに押し込まれてしまうことが多かったのですが、筋力アップのトレーニングや体
の使い方などの工夫を重ねて徐々に日本リーグの当たりの強さにも対応する事ができて
きました。また、毎試合どれだけ高い意識を持って試合に臨めるかどうかがとても重要
だと思って戦ってきました。今後の課題としては、試合毎の好不調の波を無くすことと、
得点能力を上げることだと思っています。今後、日本代表でコンスタントにスタメンに
選ばれ東京オリンピックで良い成績を残す為には、メンタル面の強化が必要だとも感じ
ています。日本リーグと比べて日本代表の試合では、プレッシャーだったり、１点に対
する気迫が違うと感じています。欧州を中心とする各国代表チームの選手は精神的にも
非常にハングリーで、それに比べると自分はまだまだ厳しさが足りません。だからこそ
常に目標を持ち、その目標に対して自分を見つめ直して自分がどうなりたいのか、その

写真提供：スポーツイベント社

為に何をしなければならないのかを考え続ける必要があります。
最後に、一年間トヨタ車体ブレイヴキングスを応援していただきありがとうございました。初めての日本リーグでした
が、ファンの皆様の温かいご声援のおかげで普段以上のパフォーマンスで試合に臨むことが出来ました。チームの最終結
果が４位という成績で個人としてもチームとしても納得のいく結果では無かったですが、この結果を真摯に受け止め来シ
ーズンは優勝出来るように頑張りますので今後とも応援よろしくお願いします。
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最優秀新人レフェリー賞を受賞して
深見 忠司

この度は最優秀新人レフェリー賞をいただき、誠にありがとうございます。驚きと同時に大変
嬉しく思っております。この受賞ができたことは、坪井東海ブロック審判長の審判育成計画や審
判組織体制の確立。その組織内で、愛知県審判委員会から各審判員に対する協力体制。また、教
え子の伊藤先生がＢ級取得後、ペアとしてＡ級を、そして日本リーグ審判を目指そうと目標を共
有できたことがとても大きく。この年齢で、日本リーグ審判になれる機会をいただけた日本リー
グ機構の方々を含め、感謝しかありません。本当にありがとうございます。
私自身、審判として頑張ろうと思う背景には、ハンドボールの指導があります。数多くの全国
大会に出場し日本一にも輝きましたが、本当に多くの審判の方々に試合を吹いていただきました。
その試合を経験する中で、指導力や審判技術力を高めるためには指導者の目線と審判の目線の両方が必要だと感じている
からです。
監督やコーチという指導者の立場で試合となると、プレーとゲーム展開を主観的に見ます。審判という立場で試合とな
ると、プレーとゲーム展開を客観的に見ます。その主観的な部分と客観的な部分には大きな違いがあることをしっかり理
解することが指導に生かされます。本当に両チームを納得させられる笛を吹くことは難しい。だからこそ、審判の笛（ミ
スジャッジではない）に影響されないチームづくり、そのために必要な選手への声掛け、ゲームプランなどを考えること
でチームが強くなっていく実感があります。実際に、全国大会で優勝した滝ノ水中学校では、市大会から全国大会までの
退場は、１度のみです。審判技術が向上することで、指導者としても成長できたと思っています。
今後も、私自身多くの経験をすることでいろいろな角度から選手へ指導をしていきたいと思います。また、審判と指導
の両立を図り、
「監督や選手が目の前の試合に集中できる笛」を目標に、審判技術の向上に努めていきたいと思います。
最後になりますが、この受賞を一緒になって喜び、私の活動を応援してくれる妻と娘に感謝します。本当にありがとう。

伊藤 誠祐

まず、坪井愛知県審判部長をはじめ、愛知県審判委員会のメンバーなど多くの方のご支援やご
助言があり、最優秀新人レフェリー賞を受賞できたこと、大変うれしく思っております。ありが
とうございます。
妻には家事育児の面で負担を掛けてばかりですが、理解してもらっていることに感謝していま
す。また、職場である春日井市立西部中学校やハンドボール部員、保護者の方々にも感謝してお
ります。ありがとうございます。
さて、今シーズンより JHL の担当をさせていただくことになり、自分たちの開幕戦を迎えるま
で緊張しておりました。これまで愛知県の国体予選やチャレンジディビジョンなどを担当させて
もらう機会はありましたが、普段中学生の指導をしており、レフェリーとしても中学カテゴリーを担当する機会が多かっ
たからです。JHL を担当することが決まり、2019 年度、夏に愛知県のブラザー体育館で開催された JHL 主催のサマーキャ
ンプや HC 名古屋が主催する JHL のチーム同士のトレーニングマッチに参加させていただき、大変貴重な経験をさせてい
ただきました。各チームの監督や選手とコミュニケーションを図る良い機会となり、日本のトップリーグを担当する意識
が芽生えるようになりました。
ペアの深見忠司先生とは、2013 年からともにレフェリーを務めることになりました。私の中学校時代の恩師であり、
まさかペアとしてレフェリーをするとは思っておりませんでしたが、これまでレフェリーに関することを含めハンドボー
ルの話をたくさんさせてもらいました。日本リーグの担当が決まってからも、動画を見ながら分析をしたり、ルールブッ
クを確認したり取り組んできました。
最後に、愛知高校時代の同級生である佐藤智仁（元湧永製薬）や大橋隆之（元豊田合成）が昨シーズンで引退。彼らと
同じ舞台でという気持ちもありましたが、まだ同世代で選手として戦っているみなさんに負けないよう、これからもレフェ
リーとしてもハンドボールの指導者としても精進していきたいと思っております。
この度は誠にありがとうございました。
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都道府県協会：普及活動便り

静岡県

静岡県ハンドボール協会 普及委員長

大澤 泰介

現在、静岡県では日本協会に登録し全国大会や東海大会への出場を目指して活動している小学生チームが３～４

チーム、普及の目的で活動しているチームや教室が３～４チーム程あります。全国的にはまだチーム数が非常に少
ないとは思いますが、それぞれ立ち上げてから日が浅く今後さらに活動の幅を広げていってくれると思っておりま
す。それぞれのチームや教室は、各地区の高校 OB の方々やハンドボール経験のある方々が指導や運営にあたって
くれており、ご自身の子どもはもちろん、選手当時の仲間や同級生の子どもにも声を掛け、少しずつ人数も増えて
います。またそれぞれのチームで、OB 同士顔を合わせる機会も増えており、一緒に活動に参加したり、市民大会
などに OB チームで参加するなど子ども活動を通じて指導者や大人が活動することも増えています。静岡県協会と
しては、現在は日本リーグの試合を誘致して小学生に無料で観戦してもらったり、しずおかスポーツフェスティバ
ルでの試合形式での交流戦をおこなっておりますが、今後さらに各チームのレベルアップやスキルアップを目指し
た交流会や練習会を企画してきたいと考えております。静岡県は東海地区の中でも、愛知・岐阜・三重に比べて距
離的に離れているため、同じ東海地区の中で小学生チーム同士で対戦、交流する機会が非常に少なく、他県チーム
のレベルを肌で感じる経験が少ないと感じております。将来的には、協会と各チームとが連携をとってカップ戦な
どを開催し、他県チームを招待し対戦することで本県チームのレベルアップにつなげていきたいと思っております。
さらに、大会や練習会などを通じて小学生チーム関係者との交流を深め、協会の行事や審判にも積極的に参加して
もらうなど他のカテゴリーとの関わりも深めていきたいと考えます。
また、静岡県には中学生チーム（部活
動・クラブ）が非常に少なく、小学生の
受け皿が厳しい状況になっております。
ハンドボールを続けたくても続けられな
いという環境を無くしていくためにも、
小学生チームの中学部の創設や新規クラ
ブの立ち上げに関してできる限りの協力
をしてきたいと思っております。小学生、
中学生の一貫した指導ができるようにな
れば強化だけでなく、競技人口拡大にも
つながるわけですし、静岡県のハンドボ
ールの活性化にもつながってくると捉え
ております。
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I ＨＦ便り
2020 年 3 月 6 日
COVID-19 に関する IHF ステートメント
国際ハンドボール連盟（IHF）は、国際オリンピック委員会（IOC）および世界保健機関（WHO）と協力して、
COVID-19 に関連する状況を注意深く監視しています。
チームとその側近、職員、代表者、スタッフ、ファンの健康と安全は最も重要であるため、すべての利害関係
者と協力し、関係当局と緊密に連絡を取り合って、適切かつタイムリーな処置をします。
3 月 6 日の時点で、次のイベントと研修が会場変更または延期されました。
■ 2020 IHF Women’ s Youth (U18) World Championship: Croatia 開催地変更
■ Global Referee Training Programme (GRTP) in Kuwait: 延期
■ Handball at School course in Kuwait: 延期
■ Handball at School course in PR of China: 延期
さらに、リスクの高い国から来て、過去 14 日間にそのような国に旅行したすべての講師は、ハンガリーで 3
月 6 日から 8 日に開催される IHF 講師セミナーに参加するよう招待されていません。
次のハンドボールイベントである「女子 IHF 東京ハンドボール予選 2020」は、3 月 20 日から 22 日までスペ
イン、ハンガリー、モンテネグロで開催される予定です。このイベントの準備は、4 月の男子東京予選と同様に、
予定どおり継続されます。一方、IHF はコロナウイルスの状況全般を継続的に監視し、特にリスクの高い国から来
た参加チームに焦点を当てて、参加を判断します。
国際ハンドボール連盟は、世界保健機関の助言に従って自己防衛の手順を読み、それに従うことを全員に促し
ています。

東京オリンピック 2020
IOC 理事会はコロナウイルスについて議論し、3 月 3 日に開催された会議で「アスリート、ナショナルオリンピッ
ク委員会、国際連盟、政府の偉大な一致と連帯」を称賛しました。また、「大会の準備に関する緊密な協力と柔軟
性」も歓迎しました。IOC 会長トーマス・バッハによると、東京オリンピック 2020 は予定通りであり、「IOC は
すべての当局および NOC と協力して、7 月 24 日から東京でのオリンピック大会の成功に全力を尽くしています。」
としました。
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I ＨＦ便り

2020 年 3 月 9 日
ビーチハンドボール：パリ 2024 年夏季オリンピックの新種目へ要請
国際ハンドボール連盟（IHF）は、国際オリンピック委員会（IOC）に正式にビーチハンドボールをパリ 2024
年夏季オリンピックの新しいイベントとして含めるよう要請しました。
2 月 11 日に提出された要請は、男子チーム 8 チームと女子チーム 8 チームが出場するもので、128 名の選手（男
女各 64 名、各チーム 8 人）で構成されています。
競技形式は、男女各ごとに 4 つのチームからなる 2 つのグループの予選ラウンド後に準々決勝、準決勝、決勝
の日が続きます。競技は 6 日間に渡って行われ、合計 48 試合（男女毎 24 試合）が行われます。
ビーチハンドボールはすでにアルゼンチンのブエノスアイレスで開催された 2018 年のユースオリンピック競
技大会に参加しており、ホスト国の女子が金メダルを獲得し、男子がブロンズを獲得しました。
IHF は、2004 年のエジプトでの第一回大会以降、2 年ごとに男女のビーチハンドボール世界選手権を開催して
おります。前回の IHF 男子および女子ビーチハンドボール世界選手権は、2018 年にロシアのカザンで開催され、
北米、南アメリカ、アジア、オセアニア、ヨーロッパ、アフリカからの 24 か国の、男子 16 チームおよび女子 16 チー
ムで、448 人の選手が参加しました。
カザン 2018 年までに構築された 123 の全国連盟は、ビーチハンドボール選手として登録された世界中の約
33,000 人の男性と 22,000 人の女性との競技会を開催しました。
今年は、夏に IHF ビーチハンドボールグローバルツアーと、6 月と 7 月にイタリアのペスカーラで開催される
2020 年 IHF 男子および女子ビーチハンドボール世界選手権が開催予定です。
Paris 2024 のビーチハンドボールの参加と競技形式に関する最終決定は、年末までに IOC 理事会で行われます。

2020 年 3 月 13 日
男女オリンピック IHF 予選

延期へ

IHF と開催国の連盟は厳重な安全予防策を講じて予定通りイベントを開催することにしておりましたが、旅行制
限など各国政府の対応により状況が一変しました。
この結果、スペイン、ハンガリー、モンテネグロで 3 月 20 日から 22 日に予定されていた女子の予選と、ノル
ウェー、フランス、ドイツで 4 月 17 日から 19 日に予定されていた男子の予選が 2020 年 6 月に延期されました。
参加国は変更されません。
これらのイベントの新しい日程は、近日中に通知されます。

国際オリンピック委員会（IOC）は 3 月 24 日、新型コロナウイルスのパンデミック（世界的な大流行）を受け、
東京オリンピック・パラリンピックを遅くとも 2021 年夏まで延期すると発表した。
バッハ会長は延期の決定については「人命を守ること」にあると説明した。
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