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アツい情報が満載！
広島県SNSを今すぐチェック！
！
広島県公式
Facebookはこちら
広島県 フェイスブック

検索

広島県公式
Twitterはこちら
広島県 ツイッター

検索

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
県政情 をお届け！

SNSに掲載される動画をみて、サイン入りミニボール をゲットしよう!!

誰が一番早く決めるか！？ロングシュート対決！
！
▶

① 上記、県公式SNSをいいね＆フォロー！
② 本紙配布日に掲載予定の動画を
チェックして、回答をゲット！
③ 投稿に記載のURLから
プレゼントに応募！
対決に登場してくれた、4人の新加入
選手の直筆サインが入った特製サイン
ボールを抽選で3名様にプレゼント！
！

左から）
ハンターコート選手
（#10）
、
テレンス・ドリスドム選手
（#3）
クリント・チャップマン選手
（#13）
、
ケビン・コッツァー選手
（#42）

応募締切：2017年10月31日
※ボールは２号球
（台付）
となります。

その他、取材時の貴重なオフショットやコメント動画も順次公開中！

年4回 【7月・10月・1月・4月】1日発行
発行

新聞折込の他、県内各地の
コンビニ、地元大手スーパー
等で絶賛配布中！
山内 泰幸 … ＴＳＳ野球解説者。広島県
出身。
1994年、
広島東洋カープ入団。
1995年、
新人王獲得。
独特のフォームは
「ＵＦＯ投法」
と
して親しまれる。2014年までカープの1軍
ピッチングコーチをつとめる。

広 島 県

浅田 真由 … リポーター。広島県出身。ＴＳＳ
「ひろ
しま満点ママ」
、
「全力応援スポーツＬＯＶＥＲＳ」
等出演。
趣味はドライブ、スポーツ観戦。その場を温かくする
趣味はドライブ
自然なおしゃべりで各種メディアに出演中。
自然
今シ
今シーズンより、
ドラゴンフライズの公式
応
応援マネジャーとしても活躍。
木下 富雄 … 元プロ野球選手。
1973年、広島東洋カープ入団。
1980年、日本シリーズ
優秀選手。現役時代から
ある口ひげがトレード
マークで、パンチョの
愛称で親しまれる。

【スポーツ県民だよりひろしま2017年秋号】
特別インタビュー

Bリーグ/プロバスケットボール選手の“欲張りなライフスタイル”
成也流 ｢欲張りなライフスタイル｣

全力プレーで、B1昇格も好きな車も手に入れる。
それが僕の今季の 欲張り です。
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Ｂ１昇格を目指すドラゴンフライズのホープ、田中
選手に今季の意気込みや活躍の原動力を伺いました。
大事なことだと思っています。

新しいシーズンへ向けての決意をお聞かせください。

子供たちには僕たちのプレー

今はB2で優勝し、昨シーズン最後の最後まで戦いながら

!!
今シーズンの鍵
▲フォア・ザ・チームが

をいっぱい吸収してビッグになって欲しいですね。

も手が届かなかったB1への昇格を果たす事しか考えてい

田中 成也 Seiya Tanaka

ません。今シーズンは新体制になって、様々な面で変化を

趣味やハマっているものはありますか。

求められます。ひとつひとつに対応して、成長したいです。

車がすごく好きで、
ドライブによく出かけます。欲しい車を
買うためには、相当頑張らないといけないので、バスケを

新ヘッドコーチ、アンドリセビッチ氏はどんな方ですか？

する上でも僕の大きな原動力になっています
（笑）
。

1991年、新潟県生まれ。中学時代から全国３位に入る活躍を見せ、高志
高校では新潟県の国体選抜メンバーに選ばれる。明治大学ではインカレ
準優勝に貢献。2014年、坂田選手や岡崎選手と同期でドラゴンフライズ
に入団後、メキメキと頭角を現した、B1進出の鍵を握る期待のホープ。

新コーチは一見フランクなんですが、実はすごく細かい

ヘッドコーチ

新潟から来られて広島での暮らしはいかがですか？

しています。新しくなったチームの雰囲気も上々です。年齢

個人的に広島の街をすごく気に入っています。遊びに行く

に関係なく意見を言い合えるので、
とてもよいチームだと

ところ、ゆったりできるところも、すぐ近くにある広島の

思います。

街って本当に住みやすくていいところだな、
と思います。

チームメイトの中で特に仲の良い選手はいますか。

最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。

岡崎選手と飲みに行くことがありますね。いろんな話をし

夢を実現させるため、今シーズンはチーム一丸と
なって、決意と覚悟のあるプレーをお見せします。

に目指してもらえるようになるにはどうしたらいいか」
と

皆さんの声援が僕たちの一番の力になるので、

か、熱い話になることが多いです
（笑）
。

ぜひ会場に来て、熱い応援をお願いします！

ジュニアチームの練習にも積極的に参加されていますね。

クールな受け答えから一転、大好きな車の話になると、俄然

はい。子供たちにプロの技術を知ってもらい、次の世代を

キラキラとした表情を見せてくれた田中選手。今シーズン
B1昇格の立役者になれるよう、大いに期待しています！

育てる事も、バスケットボールを普及させるうえで、
とても

新HCに聞く!!
ジェイミー・アンドリセビッチ
Jamie Andrisevic

「堅守速攻」型の、
力強い

チームをつくる。

まだ広島に来た
ばかりですが︑早速
お好み焼きが気に
入りました
︵笑︶

部分にまでこだわりを持ち合わせている方で、
とても尊敬

ますが、
「プロバスケットボール界を盛り上げて、子供たち

SG

私の理想はチームバスケット。選手が一丸と
なり、全員で戦うスタイルです。B2制覇という
最高の結果を目指し、試合を通して成長し
続けます。ドラゴンフライズファンの皆
さん私たちの活躍をお楽しみください。
【経歴】1982年、アメリカ出身。ノルウェー
リーグ、NBA傘下のDリーグ等での輝かしい
実績を持ち、昨シーズンはB1京都ハンナ
リーズに所属。今シーズンからB1昇格を目
指す、新生ドラゴンフライズの指揮を執る。
ファイブ
ファイブ

DRAGONFLIES SNAP SHOT

アフター5はビール片手に試合観戦
ア
ビール片手に試合観戦
アフター5はビール片手に試合観戦
ア

頑張れドラゴンフライズ
ブースターたちの熱い声援を選手たちへ!!

平日・土曜日の夕方６時以降に開催されるホームゲームで、
平
とってもお得な
ドリンク付きペアチケット、その名も
「欲張りライフチケット」
を発売します。
今
みながら観戦しよう！
今シーズンは仕事帰りにビールを飲みながら観戦しよう

券種・席種
２階自由席大人２枚組（ペアチケット）
価格：4,000円（通常4,200円飲料別）

特

典

生ビールまたは
ソフトドリンク２杯付
（チケット１枚につき１杯）

西塚さんご夫婦
婦（広島市在住
（広島市在住）
住）
住
）

特別インタビュー

岡崎選手の二刀流 ｢欲張りなライフスタイル｣

プロバスケットボール選手をやりながら、薬剤師
の資格を取得する事ができました。家族も出来て
僕の「欲張りライフ」
はますます充実しています。
いよいよ新体制での戦いが始まりますね。

岡崎選手はプロとして活躍しながら、見事薬剤師の資格

昨シーズンの悔しさは、僕は広島出身なだけに人一倍で

も取得されました。おすすめの勉強方法はありますか？

した。今シーズンこそはB1昇格を勝ち取って、広島のプロ

勉強は、将来の夢があればそこから逆算して短いスパン

スポーツ界を盛り上げていきたいです。チームは新ヘッド

でやるべき計画を立てると良いですよ。例えば、ゲームを

コーチがチームバスケットを掲げており、僕もチームの中

少しずつクリアしていくように、勉強する範囲を具体的に

での役割に徹することが得意なタイプなので、コーチや

決めていくと、時には失敗しながらも、
「あぁ、僕は成長し

チームメイトから求められることを着実にこなしたいです。

ているんだな」
と実感できると思いますので。

ご結婚、ご子息誕生、と生活は変わりましたか？

バスケと勉強の切り替えはどのようにしていましたか？

そうですね。今は息子中心の生活になり、それこそ10時、

僕の場合は
「コーヒーを飲んだら勉強」
、
「シューズを履い

11時ごろに寝て、
５時、
６時に起きるという毎日です
（笑）
。

たらバスケ」
みたいに予めルーティンを決めて、
スイッチの

なるべく家事を手伝うようにはしていますが、僕は自分の

切り替えをしていました。

したいことを見つけると、それに夢中になってしまうので、
家族を大切にして、いつも自然体でいてくれる奥さんには

それではファンへメッセージをお願いします！

本当に感謝しています。

今年はチームの体制も変わり、新たなチャレンジの年と

オフはどのように過されていますか？

なります。ファンの皆さんと思いを一つにして、B1昇格を
目指していきたいです。応援宜しくお願いします！

まだまだ子供が小さいので、家族で近場に遊びにいく事
が多いですね。広島は小さな子連れや、
ファミリーで楽し

「文武両道」
を地でいく岡崎選手。これからも、スポーツも

める観光スポットがたくさんあるのがいいですよね。この

勉強もあきらめない、子どもたちのお手本になる
「欲張り

前行った世羅高原の花畑はきれいだったな〜。

なライフスタイル」
を実践、追求して欲しいですね。

琥珀

の 県民だより

【こ は
はく
く】

今シーズンからビールを買えるようになったんですね。ビールを
飲みながらの観戦ってサイコーですね。チームが100％の力を
発揮できれば必ずＢ1昇格間違いなし。北川選手、応援してますよ！

岡崎 修司

Shuji Okazaki

SG

1990年、広島市生まれ。広島皆実高校時代には３年連続でインターハイに
出場。広島大学在学中の2014年、
ドラゴンフライズに初の地元出身選手と
して入団し、話題を呼んだ。今年、念願の薬剤師国家試験に合格を果たし、
名実共に“二刀流”プロバスケットボールプレーヤーとして活動を始めた。

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

検索

ひろしま県民だより号外
琥珀の県民だより（スポーツ県民だより）
発行人：広島県総務局広報課
発行月：平成２9 年 10 月
協 力：広島ドラゴンフライズ

本紙掲載内容は、
2017年8月〜9月にかけて地元で開催されたプレシーズンゲーム
（京都ハンナリーズ戦、
および栃木ブレックス戦）
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、
著作権者に無断での転載、複製、使用を禁じます。

広 島 県

