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広島に︑バスケで
つながる風景を︒

広島 ドラゴンフライズ
背番号
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広島ドラゴンフライズ
イズ【2016-17シーズン】
【2016 17シ ズ ホームゲーム公式日程
9.30[FRI]/10.1[SAT]

12.10[SAT]/12.11[SUN]

3.11[SAT]/3.12[SUN]

VS 熊本ヴォルターズ
………………………………………………

VS バンビシャス奈良
………………………………………

VS 岩手ビッグブルズ
………………………………………

10.15[SAT]/10.16[SUN]（※1）
VS 島根スサノオマジック

12.30[FRI]/12.31[SAT]

3.17[FRI]/3.18[SAT]

………………………………………………

VS 東京エクセレンス
………………………………………

VS 熊本ヴォルターズ
………………………………………

10.29[SAT]/10.30[SUN]（※2）

1.28[SAT]/1.29[SUN]（※4）

4.8[SAT]/4.9[SUN]

VS 愛媛オレンジバイキングス
………………………………………………

VS Fイーグルス名古屋
………………………………………

VS 鹿児島レブナイズ
………………………………………

11.3[THU]/11.4[FRI]

2.11[SAT]/2.12[SUN]

4.22[SAT]/4.23[SUN]

VS 香川ファイブアローズ
………………………………………………

VS 西宮ストークス
………………………………………

VS 香川ファイブアローズ
………………………………………

11.26[SAT]/11.27[SUN]（※3）

2.25[SAT]/2.26[SUN]

5.6[SAT]/5.7[SUN]

VS アースフレンズ東京Z

VS

VS

鹿児島レブナイズ

浅田 真由

愛媛オレンジバイキングス

※ホームゲームの開催場所は、広島サンプラザホール
（以下を除く）（※1）
キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター
（※2）
東広島運動公園体育館 （※3）
福山市緑町公園屋内競技場(ローズアリーナ) （※4）
呉市総合体育館
（オークアリーナ）

ぐっと身近にズバッと読みやすく！タイムリーな県政情報をお届け！
みんなで作る明日の広島。

年4回 【7月・10月・1月・4月】1日発行

新聞折込の他、県内各地コンビニ、
地元大手スーパー等で絶賛配布中！

山内 泰幸
1973年東広島市生まれ。県立尾道
商業高校、日本体育大学を経て、
ド
ラフト1 位で広 島 東 洋カープに入
団。1995年に独特な
「UFO投法」
で
新人王に選出。引退後はカープの投
手コーチを務め、現在野球解説者。

広 島 県

フリーリポーター。1990年広島市生まれ。
「ひろしま県民テレビ」
「ひろしま満点ママ！
！」
など、
スポーツに詳しく、多数のテレビ、
ラジオ番組に出演中。

達川 光男
1955年広島市生まれ。県立広島
商業高校時代に夏の甲子園で全
国制覇。東洋大学を経て、広島東
洋カープに入団。正捕手として５回
の優勝と、
３度の日本一に貢献。
1999、2000年は監督も務める。
現在、野球解説者。

【スポーツ県民だよりひろしま2016年秋冬号】

プロバスケットボール選手の“欲張りなライフスタイル”

特別インタビュー あたる流 ｢欲張りなライフスタイル｣

好きなことを仕事にし、オフでも自由にでき
ていることが、僕にとっての 欲張りライフ
広島県では、仕事も暮らしも、
どちらもあきらめずに充実
させる「欲張りなライフスタイル」を応援しています。
今回はドラゴンフライズ期待の星、坂田選手にBリーグに
懸ける思いを、
オフの過ごし方を交えながらお伺いしました。
佐古HCも
「チームの核」
として期待されていますね。

オフはどう過ごしていますか？

実感しています。練習も昨年までとは違い、一つひとつの

もっぱら家にいてゲームをしています。成也
（田中選手）
と

プレーの意味を考えながら進める、頭脳的なものになって

はよく電話しながらオンラインゲームを楽しんでいます。

いて、手ごたえを感じています。優勝してＢ1に昇格できる

それと甘いものに目がないので、寝る前によくコンビニへ、

よう、ギアを上げて勝ちにこだわっていきます。

エクレアやシュークリームを買いに走ります。

チームに同年代の選手が多いですがライバル意識は？

広島の暮らしはいかがですか？

ポジションが違いますから、
ライバル意識みたいなものは

広島は本当に温かい人が多いですね。広島弁も最初は

ありません。みんな近くに住んでいるので、練習の後は

怖かったのですが、だんだん慣れてきました。お好み焼き

よく一緒にご飯を食べに行っていますよ。僕は誠司
（鵤選

も大好物になり、行きつけの店もできました。

坂田 央

Ataru Sakata

1991年東京都出身。中学時代からバスケットをはじめ、日本大学時代は
キャプテンを務める。2014年、
ドラゴンフライズに入団。
「チームの核と
なるオールラウンダー」として佐古ＨＣも期待する若手のホープ。

選手と距離感が
近いのが一番の魅力！
ブースター（ファン）仲間も
たくさんできました。

手）
や弘
（北川選手）
と行動することが多いです。話す内容

頑張れフライズ
田枝信江さん・聖雅くん

は、バスケット以外だったら、男同士ですから、やっぱり

自宅で、ハムスターを飼っておられるとか。

女の子の話になりますね
（照）
。

基本的に動物が大好きなんですけど、今の住まいだと犬

（広島市在住）

特に坂田選手を応援しています。
息子も今、
ドラゴンフライズバス
ケットボールスクールで、頑張っ
ているんですよ。

とか飼えないので…。今飼っているハムスターはオスなん
ちなみに、好きな女性のタイプは？

SF

ですが、僕の背番号が7番なのでナナと名付けてます。

芸能人だったら、
ローラさんやちょっと年上ですけど沢口
靖子さん。やさしくて、料理が上手で、年上の女性が好み
です。ちなみに好きなタイプはその都度変わります
（笑）
。

最後に、ファンへのメッセージを！

山﨑恵美子さん（福山市在住）
森明日香さん（愛知県在住）

僕ら若いチームなので、
ファンの皆さんと一緒に高めあって
進んでいきたいです。熱い応援よろしくお願いします！

広島にプロチームができたのが
うれしくてうれしくて…。鵤選手を
応援しています。
（山﨑さん）
実家が福山なので、里帰りと言い
ながら応援です…。選手の皆さん、
（森さん）
ケガだけは気をつけて！

チームきってのイケメン坂田選手。そのさわやかな笑顔
とは裏腹に、将来を見据えた決意も感じられ、頼もしい
限りです。今後ますますの飛躍を楽しみにしています！

Ｂ1昇格に向け最高のケミストリーを作る

佐古 賢一 ヘッドコーチ
Kenichi Sako
1970年生まれ。プロとして多くのチーム
で活躍し、
「ミスターバスケット」と呼ば
れる。2014年ヘッドコーチに就任。

It s Showtime!!

フライガールズ

about

FLY GIRLS...

まゆchanがいく！ We Are FLY GIRLS!!
SAKURAさん
（FLY GIRLSチアリーダー）

ストリートダンスを取り入れた、他の
チアチームにはないダンサブルで
激しい動きが持ち味です。チアリー
ダーとして笑顔を絶やさず、誰より
も大きい声でアピールする事が私の
使命です。皆さん、一緒にドラゴン
フライズを盛り上げましょう！

一度でも
試合を
見
れ
ば
バスケの
︑
魅力には
まるはず
！
一緒に楽
しみまし
ょう！

シーズンを重ねるごとに、ファンの後
押しが強まっているのを感じます。今
季のスローガンには、
「 逃げることが
できない挑戦」
という思いを込めてい
ます。Ｂ１に絶対昇格！というプレッ
シャーの中、自分たちを信じ、プレイ
オフに向けて全力でプレーします。

★★★会場を華やかに彩る、
専属チアガール★★★
連載

オープニングやハーフタイムに行なわ
れるチアガールの応援合戦は、まるで
ショーをみているみたいで凄く華やか。
バスケットボール観戦の醍醐味だよ！
ナビゲーター／浅田 真由

特別インタビュー キャプテン朝山流 ｢欲張りなライフスタイル｣

広島は今まで暮らしてきた中で一番住み良い街。
子ども時代にタイムスリップした感覚で、
息子とクワガタやカブトムシ採りを楽しんでます。
チームリーダーとしての意気込みを聞かせてください。

朝山選手にとっての 欲張りなライフスタイル は？

ドラゴンフライズは、若い選手が多いので、爆発力を持っ

食べることが好きなので、練習をした後、家族やチームメ

ています。この勢いに僕らベテラン勢が培った経験を加え

イトと一緒に美味しいものを食べている時に、幸せを感じ

て、より質の高い、勝てるチームにしたいと思っています。

ます。一生懸命プレーした後の、そんな楽しい時間を大切
にすることが、僕にとっての 欲張りライフ です。

昨年から暮らしはじめた広島の住み心地は？
人がすごく温かいし、都市と自然が近接していて、程よい

ファンへのメッセージをお願いします！

距離感が絶妙だな、
と。息子とよく虫採りに湯来町へ行き

昨年、
ケガをした時、復帰を願う温かいメッセージをたくさ

ますが、広島の中心部から車で30〜40分と、思い立ったら

んいただきました。こんなことは初めてで、
とてもうれしい

すぐに出かけられるので、今ではすっかり僕の方が夢中に

反面、プレーでお返ししないといけないと決意を新たに

なってしまい、家中が虫カゴだらけで困っています…
（笑）

しました。今期もシーズンを通じて、面白い試合をお見せ
しますので、
ファンの皆さんぜひ会場まで足を運んで下さい。

広島のファンの印象は？
バスケに限らず、スポーツの応援にすごく熱を感じますね。

毅然としたオンの顔と、やんちゃで愉快なオフの顔を同時

スポーツを楽しむことがライフワークになっている人が多い

に見せてくれた、人柄のよさがあふれる朝山選手にしびれ
ました！これからもフルシーズンの活躍を熱望しています！

とよく聞きます。広島の熱い応援の理由が分かります。

琥珀

の 県民だより

【こは
はく】
く】

朝山 正悟

Shogo Asayama

SG/SF

1981年横浜市出身。早稲田大学卒業後、様々なチームで活躍。2015年
に“優勝への切り札”としてドラゴンフライズに移籍し、キャプテンに就任。
日本バスケットボール選手会副会長も務める。二人の男の子の父。

広報課の特設ＷＥＢページを開設しました。
様々なコンテンツをご覧いただけます。

広島県 こちら広報課
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広 島 県

