ＰＲＥＳＳ ＲＥＲＥＡＳＥ （ 引用：日本ハンドボールリーグ機構

文責：岩手県ハンドボール協会 中島 ）

＝＝＝2016 希望郷いわて国体応援ＰＲイベント＝＝＝

第 40 回日本ハンドボールリーグ花巻大会
in 花巻市総合体育館 第３アリーナ（アネックス）
日 程 平成 28 年３月６日（日） 【開場 9 時 00 分】
試合開始 ①10 時 00 分
試 合 【男子】

➊ト

②12 時 00 分

③14 時 00 分

※ 来場者予定数 3,500 人

ヨ タ 車 体ＶＳ湧 永 製 薬

◆ 東日本大震災津波５回忌追悼セレモニー

➋トヨタ自動車東日本ＶＳ琉球コラソン
➌大 崎 電 気ＶＳ大 同 特 殊 鋼
◆➌のハーフタイムに国体ＰＲ
♪♯♪わんこきょうだい＆中学生による国体ダンス♪♯♪
入場料

（当日券）
（前売券）
一般・学生
３,０００円
２,５００円
中・高校生
２,０００円
１,５００円
小学生
１,２００円
１,０００円
＊ 前売りチケット取扱店（１月下旬から販売開始予定）
フラワーロールちゃん
盛岡
藤澤体育堂大通店 TEL 019-623-1435
花巻
花巻市総合体育館 TEL 0198-23-1611
花巻市民体育館
TEL 0198-22-3444
なはんプラザ
TEL 0198-22-4412 八森スポーツ TEL 0198-24-8110
はなまきスポーツコンベンションビューロー TEL 0198-22-3448
その他 コンビニ、ネット販売 ＣＮプレイガイド（セブンイレブン、ファミリーマート）

連絡先 ①岩手県ハンドボール協会 事務局長
（職場） 岩手県立盛岡第四高等学校
②花巻市ハンドボール協会 事務局長
（職場） 花巻市生涯学習部 国体推進課

永 山
信
TEL 019-636-0743
高 橋 宏 明
TEL 0198-45-2111（内線 441）

1/23(土)現在
＊詳細は下記
参照のこと
日本ハンド
ボールリーグ
http://www.jhl.
handball.jp/

上位争い
の白熱した
ゲーム と
国体ダンス
にご声援を
よろしく
お願いしま
す！

お楽しみ企画も 乞うご期待！！！
詳細は、第 2 弾でお知らせします♪♪♪

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 上位６チームが、花巻で激突！！！


がんばれ！！！
ムササビ JAPAN

『日本代表プレーヤー１4 人』大崎６人＋車体４人＋大同 3 人＋琉球１人！！！


見どころ

＆ 抱負

韓国に 26 年ぶりに勝ち、世界 2 位のカタールに善戦した代表メンバーを応援しよう！！！
 『プレーオフ（3/26、27）出場権』をかけた決戦！！！
1/23 現在の順位（勝点）
❶車体(13) ❷大同(11) ❸大崎(11) ❹東日本(10)❺湧永(9) ❻琉球(6)

第１試合：昨年末の日本選手権で初優勝を飾って波にのる車体が、センター木切倉を軸に優勢に試合を支配する
か。レギュラーシーズン初優勝で弾みをつけて一気呵成にプレーオフ初優勝をめざす！一方、湧永は
過去通算最多勝利リーグ記録を誇る、名門復活をかけて一矢報えるか。前半戦は 32-26 で車体勝利。

トヨタ車体 ＢＲＡＶＥ ＫＩＮＧＳ
“BREAKTHROUGH”～“THE NEW BIRTH” トヨタ車体は、創業
以来のチャレンジ精神と変化を先読みした先見性に磨きをかけ
「Breakthrough」を合言葉に、次代への飛躍をめざします。
ブレイブキングスは「原点回帰」の下、既存の殻を破ることで
「NEW BIRTH（新生）
」を果たし、悲願達成に向け猛進します。

湧永製薬 ＷＡＫＵＮＡＧＡ ＬＥＯＬＩＣ

今年も超攻撃型で観客の皆様を
魅了します。

第２試合：トヨタ自動車東日本は、前回に続き花巻東高野球部 100 人の友情応援を含むホームの応援を背に、
濱口・山田・玉井トリオ・ＧＫ関口が核となって上位進出と初のプレーオフ出場権をゲットしたい！
一方、琉球は、追加登録の趙と棚原を軸に、年頭の欧州遠征を活かし上位進出をめざす！

トヨタ自動車東日本 ＲＥＧＡＲＯＳＳ０
１人ひとりが自分のプレーに心を込めて、プロの誇りと責任を
持ち、スローガンである 「ＯＮＥ ＲＥＧＡＲＯＳＳＯ」
「ＯＮＥ ＴＭＥＪ」 でチームが一丸となり、感動を与えられ
るような戦いを行います。

琉球コラソン
コラソンとは、スペイン語で「ハート」
「心」
「魂」
の意味です。島国の沖縄から全国へ！そして世界へ！
琉球魂を前面に出し、観客のハートを揺さぶるプレーで戦います。

第３試合：日本代表選手を最多の 6 人や、スーパースター宮崎とひときわ異彩をはなつサウスポー豊田の両ベテ
ランを含むスター軍団の大崎が､ホームの声援を追い風に優勝杯奪還に弾みをつけたい！一方、大同は、
東江(ｱｶﾞﾘｴ 早稲田大)を追加登録し、リーグ５連覇･プレーオフ 10 連覇に向けて必勝を期す！！！

大崎電気 ＯＳＡＫＩ ＯＳＯＬ

大同特殊鋼 Ｐｈｅｎｉｘ

今年も【Ｃｏｎｔｉｎｕｅ（継続）
】をテーマとし、スローガン
には“１（イチ）からの出発”を掲げます。
インテリジェンスを鍛え、目的達成のため全員が自覚と責任を
持って行動します！

注目
選手

昨年は、皆様の温かいご声援のおかげで日本リーグ４連覇を
果たすことが出来ました。
本年度も４年目のシーズンを迎えた末松
監督の下、
「常勝チームへの再構築」をテーマに、スローガン「原
点回帰」を掲げ、チーム一丸で日本リーグ５連覇に向け頑張りたい
と思います。本年度も温かいご声援よろしくお願いいたします。

＊名前の数字 背番号
下線：キャプテン

赤字：日本代表

青字：元日本代表・候補
□：追加登録（1/20）

斜字：県出身選手・スタッフ

トヨタ車体 ②笠原 196cm,③石戸 185cm,⑤高智 186cm,⑩木切倉 174cm,.⑳渡部 183cm,.㉑甲斐（GK）184cm
湧永製薬 ①志水 186cm(GK),⑧小賀野 193cm,⑭仁平 187cm
トヨタ自動車東日本 ②濱口 187cm,④山田 180cm,⑤遠山賢治 186cm（花巻北中→盛岡南高→中央大）,⑩玉井 175cm
⑫関口 187cm(GK),⑬桑名 170cm,⑱上野承太 185cm（盛岡南高→日本大）
琉球コラソン ①棚原 190cm,⑮松信 183cm,⑯内田 192cm(GK),⑩大和田翔馬 184cm（不来方高→富士大）
⑳中村彰吾 173cm（盛岡三高→秋田大医）
88 趙顯章(196cm 台湾)
大同特殊鋼 ④藤江 176cm,⑥加藤 187cm,⑩岸川 188cm,⑫久保(GK)186cm,⑭千々波 187cm, 20 東江雄斗 184cm
大崎電気 ⑥豊田 181cm,⑨森 190cm,⑩小室 189cm,⑪馬場佑貴 170cm（不来方高→早稲田大）
⑫木村（GK）184cm,⑭岩永 183cm,⑰植垣 180cm,⑱石川 180cm,㉔信太 188cm、㉕元木 182cm,
77 宮崎大輔 174cm,監督代行：佐藤良彦（不来方高→国際武道大）
○

