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浅田 真由
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。

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。

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。

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

【スポーツ県民だよりひろしま2017年冬号】

バレーボールVリーグ選手の“欲張りなライフスタイル”
鍛え
抜
か
れ
た
カモシカの
様な
脚線美に思
わずうっと
り

特別インタビュー コッシーの ｢欲張りなライフスタイル｣

オフの時間が充実した分だけ、
スイッチが入れやすくなります。
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、プレーも趣味も全力で楽しむMr.バレーボールこと
JTサンダーズ の兄貴分、越川選手にお話を伺いました。
広島で4シーズン目。抱負をお聞かせください。

それは驚きました。きっかけは何ですか？

キャプテンを深津選手に引き継ぎ、新体制になったばかり

以前イタリアのチームに所属していた事がありますが、

なので、
チームはまだ完成した状態ではないですが、試合を

ヨーロッパだとクラシック音楽は本当に身近で、街中で

重ねるごとに着実に良くなってきています。厳しい展開でも

演奏を聴く機会も多く、その頃からいつか楽器をやりたい

１点にこだわり、自分たちのリズムをつかんでいきたいです。

と思っていたんです。それも音色が特に美しいヴァイオ
リンを。楽器の練習中は、
いつもと違った自分に対峙できる

オフはどのように過ごされていますか？

ので、新鮮で楽しいです。

越川 優

Yu Koshikawa

WS

石川県金沢市出身。高校生初の全日本代表入りを果たし、イタリア・セリア
Ａでも活躍した。2013年にＪＴサンダーズに入団。2014/15Vプレミア
リーグにおいて、クラブ悲願の初優勝
の原動力となり、MVPも獲得した。

日中はゆっくり、好きなことをして過ごし、夕方からトレー
他にはどんなことをされていますか？

ニングに入ります。自分の時間をきっちり持つ事で、気分
がリフレッシュできて、試合の時にスイッチが入れられる

ボーっとしている事ができない性分なので、常に体を動

ようになるんです。バレー以外にもやりたいことがありす

かしています。中でも乗馬が特に大好きで、ライセンスも

応援スタンドを
JTグリーン一色にして
盛り上げま〜す ♡

頑張れサンダーズ
松本さん・山下さん・
吉田さん ※写真左から

持っています。
３日間で取れるものなんですけどね（笑）。

ぎて、僕みたいな
「欲張り」
はいないと思っています。

イタリアにいた時はスキーもしていました。怪我が心配な
密かに熱中している意外なご趣味があるそうですね。

組むのが僕のスタイルです。

あれっ？どこで聞いたの？…恥ずかしいなぁ…。…実は
ヴァイオリンを習っています。あっ、
これ内緒ですよ！ まだ

最後に、ファンへのメッセージを！

始めたばかりでみんなには秘密にしているんですから
（笑）
。
JTサンダーズ監督に就任後、すぐに結果を出し、JTを悲願の
優勝へ導いた、ビスコの愛称で親しまれるダンディ＆モダン、
エスプリ漂う、我らがヴコヴィッチ監督に直撃インタビュー!!

いつも温かい応援をいただき、大きな力となっています。
皆さんの声援に応え、勝利をお見せできるよう頑張ります！
プリンス・オブ・ニッポンバレーの名にふさわしい趣味を

Q：今シーズンもJTをお願いします。
監督、広島の水はあっていますか？

披露してくれた越川選手。そのストイックなプレースタイル
とは裏腹な、少年の様な笑顔がとても印象に残りました。

もちろんだよ。本当に住みよくて、素晴ら
しい街だ。家族にも
「広島の皆さんには
感謝している」
といつも伝えているよ。
★★★
Q：プライベートで外食はされますか？

ナビゲーター／浅田 真由

皆さん知ってました？JTサンダーズは
ズは
普段、猫田記念体育館
（広島市南区）
）
で
する
練習を行っていますが、実は見学する
みも
事ができるんです
（事前の申し込みも
ムの
必要ありません）。練習日はチームの
ホームページに掲載されていますので、
ので、
早速チェックのうえ、気軽に出かけて
けて
みませんか？
練習日は
オフィシャルサイトを
今すぐチェック!! ▶

子どもが生まれて、バレーのことが
分かるようになるまで、 欲張って
活躍したいと思うようになりました。
今シーズン、副キャプテン

ご家庭をもたれて、プレーへの変化はありますか？

に任命されました。

オンオフともに家族を意識するようになりました。結婚する

身の引き締まる思いです。

ということは自分の家族ができるということなんだなぁと

自分はプレーでチームを引っ張っていく事を念頭におき、

実感しています。いつか子どもに自分のプレーを見せられる

ゲーム中、自らのプレーで流れを変えることができるよう、

様、長くバレーを続けていきたいです。そんな夢を思い描き

特に意識して取り組んでいるところです。

ながら、妻と家事を分担し、協力し合って楽しく新婚生活を

昨年はご結婚おめでとうございます。奥様との馴れ初め
ファンへのメッセージをお願いします！

妻は広島出身で看護師をしていて、一昨年に足首を手術し

広島県はスポーツファンが多く、県全体で応援してもらって

た時、病院で知り合い、
１年ほど交際して結婚しました
（照）
。

いる感じで、選手にとってすごく良い環境です。私たちは

体を治してもらって、心も癒されたというわけですね
（笑）

勝つことでしかお返しができないので、最後まであきらめず、
少しでも上を目指して勝利にこだわっていきます！

宮島や世羅町などに、
よくドライブに出かけました。広島県

幸せそうな新婚生活と、新たな決意をはにかみながら

は海も山も近く、気軽に出かけられるのが良いですね。

語ってくれた八子選手。今後の活躍に期待しています。

ko

Masaki Kane
Position

セッター

から頭角を現し、
出身。中学時代
。
福岡県福岡市
賞を受賞した逸材
は最優秀選手
高校選手権で
向けた「チーム
京五輪開催に
年東
20
男子
20
来る
、日本
も選出されている
株。
コア」メンバーに
次世代を担う注目
バレーボール界の

年齢

身長

!!

!!

送る。これが今の自分にとっての
「欲張りライフ」
です。

県内でお二人の思い出の場所とかありますか？

金子聖輝

皆さん︑試
合
会
場
で
待ってます
応援宜しく
お願いしま
す！

特別インタビュー だいすけ流 ｢欲張りなライフスタイル｣

の 県民だより

Pick Up Thunders!!
Thunders

未来の指令
塔として
期
待
さ
れ
る
人気急上昇
中の金子選
手に注目

選手たちの表情が
選
手たちの表情が
間近で見られるよ！

ヴェセリン・ヴコヴィッチ (Veselin Vukovic)
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今日は母娘三代で応援に来ました。
必死で繋いだボールでスパイクが
決まった瞬間はスカッとしますね。
これからも応援してます。

まゆchanがいく！ 猫田記念体育館にLet s Go!!

広島のファンはとても温かく、
チームとの
の
一体感はVリーグ1だと思っているんだ。
だ。
これからも全力で戦っていくので、選手
たちへの変わらぬ声援をお願いします。

緑碧

西山清美さん・萌仁香ちゃん
金原文子さん ※写真左から

練習で汗を流す選手を見守るのも素敵!! ★★★

Q：ファンはさらなる飛躍を期待しています。
す。

モンテネグロ出身。世界各国の代表監督を経て、2013年JT監督に就任。同年、
リーグ準優勝、翌2014/15シーズンにはクラブを史上初のリーグ優勝に導く。
2014年、天皇杯・皇后杯、2016年、黒鷲旗でも優勝を手にした名将。

今もママさんバレー
で活躍中!!

連載

行きつけのお店が3〜4軒あるんだ。でも
お店の名前は内緒だ。私の好みを分かっ
っ
てくれているし、家族のように良くして
て
くれるので、
すっかり顔なじみだよ。

についてお聞かせください。

会社の仲良し三人組で来ました。
バレーは一人一人のファイン
プレーが見られるのが魅 力 。
上位をめざして広島を盛り上げ
てください。
文子さんは

趣味ばかりですが、そこはオンオフ隔てなく、全力で取り

八子 大輔

Daisuke Yako

WS

埼玉県越谷市出身。中学時代から注目され、深谷高校ではインターハイと
春高バレーを制覇。東海大学ではシーズン5冠達成に貢献した。2011年
にJT入団。その年のワールドカップ日本代表にも選出されている。

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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