
開始時間

10：00～女子 vs vs

11：30～女子 vs vs

13：00～男子 vs vs

14：30～男子 vs vs

女子

秋季リーグ結果

19 ー 8 18 ー 9
18 ー 14 11 ー 13

女子

秋季リーグ結果

15 ー 11 9 ー 10
17 ー 13 11 ー 9

チーム紹介

DFからの速攻 チームのよいところ DFからの速い速攻

(東女体が)去年先輩たちが
負けたチームなのでリベンジしたい

試合への意気込み
ミスを減らして

自分達のいいところを出して勝ちます

DFからの速攻 チームの特徴 攻撃力の強さ
・DFでどのように守るか ・DFで組織的な動
きと個人の能力との対応 注目してほしいところ No.2吉田選手のシュート

キャプテンから

32

大教戦は去年の敗北の悔しさをバネに
全員ハンドで勝利を目指す

堅いDFをしてからの素早い速攻

試合への意気込み

チームのよいところ

優勝しに来たので、自分達のリズムを
大事にして、１戦１戦頑張りたい

先輩後輩関係なく仲が良い

24 20 19

監督から

第1試合　Bコート　10：00～

武庫川女子大学 vs 東京女子体育大学
関西リーグ　第３位 関東リーグ　第２位

vs　福岡大学
昨日の結果

vs　環太平洋大学

キャプテンから

堅いDFから速攻のチームチームの特徴

攻撃力 チームワークの良さを活かした全員ハンド

関西リーグ　第２位 関東リーグ　第４位

守って速攻を大事にしている

注目してほしいところ

監督から

22

vs　同志社大学 vs　中京大学

37 22
昨日の結果

29

筑波大学

桃山学院大学

中京大学 国士舘大学

早稲田大学

関西大学

第1試合　Aコート　10：00～

大阪教育大学 国士舘大学

明治大学

vs

ＰＲＥＳＳ　ＲＥＬＥＡＳＥ

本日の組み合わせ

BコートAコート

大阪教育大学 国士舘大学 武庫川女子大学 東京女子体育大学

大阪体育大学

日本体育大学

関西大学

大阪体育大学

日本体育大学

2011.11.04

　2011花巻インカレも、今日で3日目。ベスト8が出揃いました。昨日までも、
白熱した試合が展開されておりますが、ここで今日まで勝ち上がってきた、
男女各8チームの紹介をしていきたいと思います。



女子

秋季リーグ結果

15 ー 9 17 ー 13
13 ー 8 12 ー 8

女子

秋季リーグ結果

9 ー 11
14 ー 14 12 ー 10
15 ー 12 1 ー 2

3 ー 1

29 26

関西リーグ　第５位 関東リーグ　第１位

全員ハンド チームの特徴
運動量の多いプレスDFと

攻守の速さが持ち味

第２試合　Bコート　11：30～

関西大学 vs 日本体育大学

絶対勝ちます!! 試合への意気込み チームが1つになって力を出し勝ちます

25 24

監督から

キャプテンから

守って速攻 チームのよいところ
チーム全員で守り、全員で点を取りに行く

攻めをして、得点へつなげるところ

守って走る チームの特徴
チーム一丸となって攻め、守る、

団結力の強いチーム

28 17 29 21

試合への意気込み
チャレンジャーとして粘り強く、チーム一丸
となってプレーし、悔いのない試合をする

昨日の結果

vs　天理大学

監督から

他と比べてフローターが小さいながら
プレーしているところ

vs　富士大学

一生懸命必死にやっている姿 注目してほしいところ 選手の一生懸命な姿

注目してほしいところ OFやDFで見せるコンビプレー

キャプテンから

前半の立ち上がりをしっかりする

DFからの速攻 チームのよいところ
たくさんある中でも、強い気持ちと

団結力はどこにも負けない

vs　福岡教育大学

昨日の結果

vs　東海大学

大阪体育大学 vs 筑波大学
関西リーグ　第１位 関東リーグ　第４位

第２試合　Aコート　11：30～

　女子は関東・関西から各４チームが勝ち残りました。4試合すべて関東vs関西の試
合となっています。

昨日までの試合も、1点差で逃げ切ったり、延長戦になったりと、どこのチームも1つ
として楽な試合をして勝ち上っているわけではありません。

　昨年は決勝戦が、大阪教育大学vs大阪体育大学と関西対決となりました。今年
は、どこのチームがセンターコートのステージに立つのでしょうか。
　それぞれのチームの特長をコートの上で存分に発揮して、明日の準決勝に勝ち進
んでいってもらいたいと思います。



男子

秋季リーグ結果

21 ー 13 14 ー 15
15 ー 15 14 ー 11

男子

秋季リーグ結果

18 ー 10 24 ー 12
17 ー 9 21 ー 16

男子

秋季リーグ結果

17 ー 16 20 ー 12
13 ー 13 18 ー 10

注目してほしいところ 左利き No.9岡山 のシュート

速攻DFからのスタート チームのよいところ まとまり

ベスト4をかけての試合なので、
絶対勝ちにいく

試合への意気込み 勝ちます

中京大学
関東リーグ　第３位 東海リーグ　第３位

キャプテンから

22

監督から

速攻DFからのスタート チームの特徴 まとまり　約束事の徹底

リスタートを含めたスピード

盛り上がり　スピード

vs　中部大学
昨日の結果

vs　秋田大学

30 29 38

第４試合　Aコート　14：30～

明治大学 vs

絶対勝つ 試合への意気込み なんやかんや勝つ　圧倒的に勝つ

28

監督から

DFから速攻 チームの特徴 DFからの速攻

ディフェンス 注目してほしいところ

キャプテンから

DFから速攻 チームのよいところ なんやかんや仲がいい

早稲田大学 vs 大阪体育大学
関東リーグ　第２位 関西リーグ　第１位

28 28 26

vs　関西学院大学
昨日の結果

vs　信州大学

35 19 45

第３試合　Bコート　13：00～

キャプテンから

結束力が強い チームのよいところ 団結力

王座奪還 試合への意気込み
(日体大が)強いチームなのは分かって
いるので、全力でぶつかっていきたい

第３試合　Aコート　13：00～

日本体育大学 vs 桃山学院大学

監督から

速攻 チームの特徴

60分間走るハンドボール 注目してほしいところ 全員で攻めて全員で守る

関東リーグ　第１位 関西リーグ　第４位
vs　福岡大学

団結力

昨日の結果

vs　同志社大学

36



男子

秋季リーグ結果

10 ー 13 14 ー 15
16 ー 11 17 ー 15

vs

vs

vs

vs

キャプテンから

チーム力 チームのよいところ チームワーク

開始時間

10：00～女子 第1試合　Aコートの勝者 第1試合　Bコートの勝者

第２試合　Bコートの勝者

13：00～男子 第1試合　Aコートの勝者 第1試合　Bコートの勝者

DFからの速攻・強いチーム以上に
良いチームと言われたい

14：30～男子 第２試合　Aコートの勝者 第２試合　Bコートの勝者

明日の日程

11：30～女子 第２試合　Aコートの勝者

今まで順調に勝ち進んできたので、
この流れに乗って明日も勝ち進みたい

試合への意気込み ベスト４以上に向かって勝ちにいく

30

監督から

スピーディー チームの特徴 チームワーク　全員で勝つ

ディフェンス 注目してほしいところ

vs 関西大学
関東リーグ　第７位 関西リーグ　第４位

vs　東海大学
昨日の結果

vs　日本大学

26 24 31

第４試合　Bコート　14：30～

国士舘大学

※11/5(土)男子準決勝（第2試合）ハーフタイム・ショー
「岩手県立大学ダブルダッチサークル『ROPE A DOPE』演技披露」

※11/6(日)男子決勝ハーフタイム・ショー
「北上翔南高校新体操部による演技披露」

　男子は関東4チーム、関西3チーム、東海1チームが勝ち上がってきました。昨日
は、１・２点差で勝負が決まった試合も多かったようです。女子同様、男子も混戦が
予想されます。
　男子選手のスピーディーでダイナミックかつ迫力のあるプレーを、ご来場の皆様に
堪能していただけたらと思います。
　昨年は、国士舘大学が快進撃で栄冠を勝ちとりました。今年の王者は、いったいど
の大学になるのでしょうか。
　今日までともに戦ってきた、仲間の応援を受けて、力一杯試合に臨んでほしいと思
います。


