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広島の誇りを胸に
挑戦は続く！

サンフレッチェ広 島
背番号
千葉 和彦
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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。

木下 富雄
野球解説者。1973年、
ドラフト1位
でカープに入団後、内野・外野どこ
でも守れるユーティリティプレー
ヤーとして、選手で5回、コーチで
1回のリーグ優勝に貢献し、
カープ
の黄金時代を支えた。

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

サッカーJリーグ選手の“欲張りなライフスタイル”

【スポーツ県民だよりひろしま2017年春号】

千葉ちゃん流 ｢欲張りなライフスタイル｣
志は常に気高く

特別インタビュー

〜
るで〜

仕事も遊びも全力で楽しめば、
ば、
世界が大きく広がるんです。

た
や
やっった

…

広島県では、仕事も暮らしも、
どちらもあきらめずに充実
実
させる「欲張りなライフスタイル」を応援しています。
染み、
今回は、はじけたキャラクターで全サッカーファンにお馴染み、
愛すべき選手会長、千葉和彦選手にお話を伺いました。
開幕から一ヶ月、チームの雰囲気はいかがですか？

海外暮らしも経験した目から見た広島県の魅力とは？

シーズン前の好調が結果に結びつかず、苦しい状況です

オランダの時もそうだったけど、地方都市といえど広島は

が、監督も選手もポジティブに、修正すべき点は修正して、

すごく都会で暮らしやすくて、自然も近い。そして食べもの

ひとつひとつの試合で確実に勝ち点をもぎ取っていきます。

がおいしい。牛肉は本当にレベルが高いですよね
（笑）
。温泉

5 千葉 和彦

Kazuhiko Chiba

かな〜、
と思えるほどアクセスがいいのもGoodです。

オフは夫婦で行動している事が多いです。温泉に出かけ
ズバリ、千葉選手の考える
「欲張りライフ」
とは？

たり、映画を見に行ったり…。僕は洋画派で、最後に大どん
でん返しがあるようなサスペンスものが特に好きですね。

仕事も遊びも全力で楽しむことかな。僕はまだまだ遊び方
サポーターズ
レポート

頑張れ!!
サンフレッチェ

がへたですけど。外に出ていろんな人に会って、いろんな
結婚されてから2年半、暮らしはいかがですか？

事を経験すると、自分の世界が広がっていくはず。何事も

千葉家では家事は気づいた方がやる、
というスタンスで、

まずチャレンジだと思いますね。

さわやか
新婚カップル ♡

村上 竜司・瞳さん ご夫妻

僕は料理以外の、皿洗いやゴミ出し、
トイレ掃除を率先して

最後にファンへのメッセージを！

やっています。
ここだけの話、家事を手伝っていると奥さん
の機嫌がとってもいいんです
（笑）
。我が家は僕の戦術と

多くのファンの皆様に試合に足を運んでもらい、叱咤激励

采配が冴えているんで、
いつも夫婦円満なんですよ
（大笑）
。

していただいて、本当に感謝しています。チーム状態は

結婚前から二人で吉田の練習
場によく見に行ってました。最後
まで 諦 めないプレーがサンフ
レッチェの魅力。優勝目指して
がんばって！
柏選手〜!

上向いているので、今を乗り越えることでさらに強くなる
千葉選手は普段からこんなに元気いっぱいなんですか？

家族みんなで応援して
ますよ〜

と確信しています。皆さんにもっと応援したいと思われる
チームになれるよう、全力で頑張ります！

24時間ずっとこのテンションだと、
さすがに奥さんに出て

荒巻 寿雄さん ご一家
今年もサンフレッチェのキレッ
キレのプレーを楽しみに、家族
みんなでスタジアムへ応援に
駆けつけますよ！選手のみな
さん、ケガにだけは気をつけて
くださいね！

行けと言われますんで、
普段は…
（笑）
。でも基本的に皆さん
が思っている千葉で間違いないです。僕が心から楽しんで

家事に一生懸命取組んでいるという意外な一面を見せて

いるからこそ、皆さんにも楽しんでもらえるんじゃないの

くれた千葉選手。映画ばりのストーリーで
「サンフレッチェ
劇場」
が大いに盛り上がることを期待しています！

かな。

まゆchanがいく！ エディオンスタジアム広島編

エディスタは楽しさいっぱい!! ★★★

サポーターの
声援がスタジアムに
こだまして、すごい
！
迫力なんだよ！

サンチェたいそうを
予習してスタジアム
に集合してね!!
Ⓒ 2017 S.FC

選手入場時のビッグオーレは圧巻!!

スタジアム内に
11カ所設置されている
サンチェのデザインマンホール。
きみはいくつ発見できるかな？

期待の若手に突撃

★★★

今シーズンからエディスタには、子どもたちが遊べるアトラクション満載の
「サンチェひろば」が新設されていて、家族連れに大人気だよ。
「おまつり
広場」
ではステージ演出や、楽しさいっぱいのイベントが目白押し。オフィ
シャルグッズ販売店や、選手コラボメニューがうれしい飲食ブースもある
ので、試合前からみんなで、目いっぱい盛り上がることができるよ！
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ナビゲーター／浅田 真由

気！
ちびっ子たちの一番人
ふわドーム
サンチェひろばのふわ

チャジの｢欲張りなライフスタイル｣

暮らしの中心に常にサッカーがある、
それが、僕にとっての「欲張りライフ」。
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Pick Up SANFRECCE!!
SANFRECCE

連載

★★★

DF

1985年、北海道生まれ。高校卒業後、単身オランダに渡り、逆輸入の形で
アルビレックス新潟に加入した異色の経歴を持つJリーガー。2012年より
サンフレッチェの守備の要として、また持ち前の明るさを活かした
ムードメーカーとして、チームを牽引。選手会長として活躍中。

好きな僕にとっては、四国や九州へちょっと旅行してみよう
千葉選手のオフの過ごし方を教えてください。

Ⓒ 2017 S.FC

Ⓒ 2017 S.FC

サンチェたいそう登場!! ★★★

オフィシャルマスコット
「サンチェ」
が親しみやすい振り付けで踊る
「サンチェたいそう」
。この体操を広めるため、これからサンチェが
県内の幼稚園を訪問するのでお楽しみに！ ホームゲームでは、
アクターズスクール広島のメンバーで構成されたサンフレッチェ
公式応援団 SPL∞ASH（スプラッシュ）
と一緒に、場外ステージや、
ハーフタイムに場内で、みんなでたのしく歌って踊っちゃおう！

!!

今シーズンから、森保監督や

オンとオフはどのように切り替えられていますか？

森﨑浩司さんが付けていた

試合や練習はもちろん、食事の取り方から休養の仕方まで、

7番を背負うことになりました。

すべてがサッカーに繋がるので…。オンオフの隔てはなく、

浩司さんは矢野中の先輩で、

僕の今の暮らしは、常にサッカーを中心に動いています。

子どもの頃から憧れていた
地元の星です。
レジェンドに負けないよう、
たくさん試合に

東京の大学へ行かれ、あらためて感じた広島県の魅力は？

出て結果を残し、チームを牽引できる選手になりたいです。

都会過ぎず、田舎過ぎず、自然も豊かで住むにはちょうど
良いところですかね。東京では、広島は怖いと思っている

昨年、ご結婚されました。奥様との馴れ初めは？

人が多いけど、温かくてやさしい人ばかりですもんね
（笑）
。

大学を卒業して広島に帰って来たばかりの頃、友人に紹介
され知り合ったんです。
「うわっ！きれいな人だ！」
と一目

ファンへのメッセージをお願いします！

惚れし、僕の方からどんどん押していきました
（照笑）
。

家族ができたことで、今以上に頑張っていこうと思うよう

ます。だから、僕もサッカー少年時代から目標にしてきまし
た。今度は僕がみんなの目標になれるよう頑張ります！

になりましたね。妻も働いているのですが、家に帰って
お互いにその日あった事をいろいろ話す…そういう時間

サッカーや地元の誇りを熱く語る茶島選手。広島の子ども

を大切にしていこう、
と感じるようになりました。

たちの目標になれるよう、さらなる飛躍を期待しています。
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Yusuke Chajima

MF

1991年、広島市生まれ。広島県立吉田高校出身。広島ユースを経て、教員
資格を取得するため、東京学芸大学に進学。2014年、サンフレッチェに
加入。広島の育成組織出身者の中で、大学卒業後の加入は初のケース。
2015年のFIFAクラブワールドカップにも出場した期待の選手。

サンフレッチェは森﨑兄弟などユース出身の選手が多く、
そういう人たちが活躍して引っ張ってきたチームだと思い

独身時代と、暮らしや考え方は変わりましたか？

7 茶島 雄介

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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本紙掲載内容は、
2017年2月25日にエディオンスタジアム広島で開催された、明治安田生命J1リーグ第1節アルビレックス新潟戦にて行なわれた取材を中心に構成されています。
本紙は、広島県が無料で配布しているものです。オークションを含む転売行為は一切お断りします。
また、
本紙掲載の写真・記事等を、著作権者に無断で転載、複製、
使用を禁じます。
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