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☆激闘☆花巻対決!ココがミドコロ!!
平成２９年２月１１日（土）１２：３０～
トヨタ自動車東日本 REGAROSSO（宮城）
ⅴｓ

湧永製薬 WAKUNAGA LEOLIC（広島）

【トヨタ自動車東日本ホームゲーム：花巻市協会主管】
『昨季、リーグ参戦４年目にしてプレーオフに初出場し３位入賞を遂げた東日本は、ホームゲームの利
を活かして前半戦の厳しい状況から上位浮上を目指して勝点奪取に臨む（現在３勝２分６敗 暫定７位）。
一方、過去８回優勝経験のある古豪湧永は３年ぶりのプレーオフ進出をかけて日本代表の志水・成田を
軸に必勝を期す（現在６勝２分３敗 暫定４位）。
』
（前回 9/24 対戦結果 東日本 24-25 湧永）

トヨタ自動車東日本 REGAROSSO「現在リーグ成績は７位と低迷していますが、昨年末に東京で行われた
日本選手権では琉球コラソンと準々決勝で対戦し接戦を制して勝利しました。準決勝でトヨタ車体に破
れたものの初の３位入賞を果たすことができました。その後は湧永戦に照準を合わせて課題を修正して
きました。川端キャプテンを中心に全員でしっかり守り速い展開からゴールを狙い、どこからでも得点
出来る布陣で試合に臨みます。皆様ご声援よろしくお願いいたします。
」

湧永製薬 WAKUNAGA LEOLIC「チームの特徴はＤＦです。勝利するにはどれだけ相手に得点されないかが
カギとなる、そのＤＦのキーマン成田選手と最後の砦ＧＫ志水選手がゴールを死守します。日本代表で
もあるこの２選手【※】に是非注目してください。皆様の熱い声援が私たちの力となります。応援の程
よろしくお願いいたします。
」
【※】湧永製薬の世界選手権出場日本代表選手⇒志水孝行（186cm/93kg）
、成田幸平（191cm/90kg）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
平成２９年２月２５日（土）１２：３０～
大崎電気 OSAKI OSOL（埼玉）
ｖｓ

琉球コラソン（沖縄）

【大崎電気ホームゲーム：岩手県協会主管】
『昨暮の日本選手権で２年ぶり 13 回目の優勝を果たし勢いに乗る大崎は、世界選手権(1/11～29)に出場
した日本代表を含め元日本代表の宮崎大輔ほか層の厚い布陣でリーグ２連覇を目指す（現在７勝２分２
敗 暫定３位）
。一方、琉球は前半戦で通算 400 得点を達成した水野監督兼任選手・石川・趙選手らを軸
として、２年ぶりのプレーオフ進出に向けてジャイアントキリングを期す（現在勝分敗 暫定位）。』
（前回 10/30 対戦結果 大崎 26-21 琉球）

大崎電気 OSAKI OSOL「今年度は Evolution（進化）をテーマとして、ここまで闘ってきました。年末に
開催された日本選手権では２年ぶりに優勝することもできました。第２ホーム・岩手県のファンの皆様
の声援を力に試合に勝利してリーグ連覇を目指します。注目は地元出身の馬場選手。切れ味鋭いプレー
で会場を魅了します。そして、世界選手権を経験して進化した代表６選手【※】のプレーにもご期待く
ださい。ＤＦから速攻へ繋げる速いハンドボールをお見せします。」
【※】大崎電気の世界選手権出場日本代表選手⇒森淳（190cm/100kg）
、小室大地（189cm/100kg）
、
木村昌丈（184cm/97kg）
、植垣健人（180cm/71kg）
、信太弘樹（188cm/85kg）
、元木博紀（182cm/78kg）

琉球コラソン「CORAZON（コラソン）はスペイン語で『心』『ハート』『魂』を意味します。プロフェッシ
ョナルチームである琉球 CORAZON のチーム名は、『琉球の心』を持ち、『ハートでプレーする』選手が、
『観るものすべての魂を熱くする』という意味でつけられております。ＤＦから速攻がチームカラー。
ＯＦにおいては No.17 石川・No.30 趙の２枚看板を中心に、サイドでも決定率の高いシュートで存在感
を発揮する No.11 牧山・No.9 福田、
チームを支える松信キャプテンの体を張ったＤＦに注目してほしい。
一体感を持って戦うことが今年のコラソンのキーワード。岩手出身の二人が凱旋試合で活躍できるかも
見ものです。
」

☆☆☆がんばれ!!!
トヨタ自動車東日本
大崎電気

岩手出身の選手・コーチ☆☆☆
No.5 遠山賢治（盛岡南高→中央大）
、No.18 上野承太（盛岡南高→日本大）

No.11 馬場佑貴（不来方高→早稲田大）
、コーチ佐藤良彦（不来方高→国際武道大）

琉球コラソン

No.10 大和田翔馬（不来方高→富士大）、No.20 中村彰吾（盛岡三高→秋田大医）

☆☆☆お楽しみ企画☆☆☆
前座試合

2/11
(土)

ハーフタイム

試合終了後

（盛岡市）
Lips Dance/ Lips Dance School
チアダンス

小学生ハンド

わくわく・ドキドキ

一輪車演技

３ｕｐ.ＵＣ（岩泉町）
三上りる（高 1）
、三上拓琉（中 2）
三上祥穂（中 1）
、竹花真穂（小 5）
三上純加（小 4）
「昨年の台風 10 号の際は皆様ご支援
頂き本当に有り難うございました。
」

車椅子ハンド
2/25
(土)

全国大会９連覇中の

宮城フェニックス

登場!!!

ËHATOV（盛岡市・滝沢市）

紙ヒコーキ飛ばし
…試合後、一斉に観客が紙ヒ
コーキを投げ飛ばし、選手に
届くか、拾われた観客に抽選

でもれなくお楽しみグッズ
畠山愛梨（中 3）
、石田花音（中 2）
をプレゼント♪
「両市の 17 校から集まる子供たちの
一輪車チーム『イーハトーヴ』です。
今年でチーム結成 20 年になります。
」

≪参考≫
日本ハンドボールリーグ（ＪＨＬ）ｵﾌｨｼｬﾙｻｲﾄ http://www.jhl.handball.jp/
・チーム情報、ＪＨＬニュース、個人ランキング、成績表など情報満載
第 41 回日本リーグプレーオフ (男子) 3/18(土)－19(日) 東京都・世田谷区 駒沢体育館
(女子) 3/25(土)－26(日) 熊本県・熊本市

アクアドームくまもと

25th Men's Handball World Championship
第 25 回 男子ハンドボール世界選手権大会 結果
・1/11(水)－1/29(日) フランス・リール、パリ、モンペリエ、ルーアンほか
☆ベスト４の戦績
1/29 Final
フランス 33（18-17,15- 9）26 ノルウェー
1/28 BronzeFinal スロベニア 31（13-18,18-12）30 クロアチア
1/27 SemiFinal
ノルウェー 28（12-10,10-12,2-2,4-1）25 クロアチア
1/26 SemiFinal
フランス 31（15-12,16-13）25 スロベニア
☆順位→優勝 フランス
⑤ スペイン

② ノルウェー

⑥ スウェーデン

③スロベニア

⑦ ハンガリー

④ クロアチア

⑧ カタール

⑨ ドイツ

⑩ デンマーク ⑪ ベルラーシ ⑫ ロシア ⑬ エジプト ⑭アイスランド
⑮ マケドニア

⑯ブラジル

⑳ サウジアラビア
☆日本の戦績
≪予選リーグＡ組≫

㉑ チリ
1/12
1/13
1/15
1/17
1/19

≪21 位-24 位順位決定予備戦≫ 1/21
≪21 位-24 位順位決定戦≫
1/23

⑰ ポーランド ⑱ アルゼンチン ⑲ チュニジア
㉒ 日本 ㉓ バーレーン ㉔ アンゴラ
ロシア
39（18-15、21-14）29 日本
フランス
31（17- 9、14-10）19 日本
ブラジル
27（14-12、13-12）24 日本
ポーランド 26（ 9-11、17-14）25 日本
ノルウェー 38（19-14、19- 9）23 日本
日本 37（18-14、19-12）26 アンゴラ
チリ 35（17-12、18-17）29 日本

