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脇役なんかいない︒
広島に愛と勇気と感動を ！

うえ

J T サンダーズ
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井上 航
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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

広島大会限定
SNS連動企画

検索

JTサンダーズ2018広島大会開催期間中（*）に
広島県の公式SNSの投稿記事にアクセスして
井上 航選手と、山本将平選手の直筆サインが
入った公式レプリカTシャツを手に入れよう！！

2日間限定！
！
2名様限定！
！

【ご注意】
（＊）
本企画は、2018/1/6(土)、7(日)の応募のみが対象となります。

応募方法

① 上記広島県の公式SNSアカウントをいいね＆フォロー!
② ハッシュタグ
「#緑碧の県民だより」
がついた投稿へコメント
＆シェア・リツイートしてください。応募はそれで完了です。
★ 後日、当選者に広島県よりダイレクトメールを配信します。

今すぐ
コメント
しよう

浅田 真由

年4回 【7月・10月・1月・4月】1日発行

みんなの
アクセスを
待ってるよ

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

（1st）
Lサイズ
プレゼント twitter：井上選手の直筆サイン入りレプリカTシャツ
内

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！

直筆サイン入り公式レプリカTシャツ プレゼント!!

容 facebook：山本選手の直筆サイン入りレプリカTシャツ
（2nd）
Lサイズ

広島県公式SNSではその他、取材時の貴重なオフショットやコメント動画も公開中です

… 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。
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… 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自然な
おしゃべりで各種メディアに出演中。

木下 富雄 … 元プロ野球選手。
1973年、広島東洋カープ入団。
1 9 8 0 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2018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”

特別インタビュー

わたる流 ｢欲張りなライフスタイル｣

地元出身ということで、自分の役割を理解して、
チームの勝利に貢献したいです。
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、V・プレミアリーグでリベロの定位置を獲得した、
期待の若き守備職人、井上 航 選手にお話を伺いました。
地元期待のホープということで、声援が熱いですね。
まず自分が小さい頃から憧れてきた念願のチームに入部
できたことが本当にうれしかったですし、早速試合に出場

して、映画を見たり、好物の
、
ジェラートやご飯を食べたり、
街ぶら しています。そういえば最近はだいたいロジャーズ
えば最近はだ た
ジ
ズ
（海選手）
とほぼ一緒に行動していますねぇ
（笑）
。

する機会を与えていただいて、やりがいを感じています。
地元開催の試合は会場がいつもファンの方々で緑一色に

オンとオフはどのように切り替えていますか？

染まるので、皆さんの熱い声援に負けないように、僕自身

シーズン中はたいてい試合が週末に開催されるので、
そこ

も学生時代と比べて、より一球一球への思いや気持ちが

に向けて気持ちをつくっていきます。そのため、
オフとなる

強くなったと感じています。地元出身の選手として、広島

月曜日はお昼くらいまでひたすら寝て英気を養い、一週間

の人たちに勇気と感動を与えられる選手になりたいです。

分の緊張を解きほぐしてから活動を開始します
（笑）
。僕の

井上選手がつとめるリベロとはどんなポジションでしょう？

場合はオフ日にしっかり息抜きする事で
「また次の試合も
がんばろう！」
って気持ちを切り替えることができています。

得点の起点となるレシーブでチームを支える、守備専門の
最後にファンの皆さんへメッセージをお願いします。

強烈なスパイクを正確にレシーブするプレーが見どころ

地元出身ということで、大きな期待をいただいていること

です。今年の僕の公式キャッチフレーズ
（笑）
でもある
「気

をとてもありがたく思っています。自分がチームの中で

がつけば、そこにいる」
を地でいくポジションになりますね。

できること、率先して声を出すことで、
チーム全体のムード

オフはどのように過ごされていますか？

メーカーとなり、的確なレシーブで勝利に貢献したいです。
V・プレミアリーグ優勝を目指して頑張ります！

気分転換で近場をサイクリングすることが多いです。原爆
ドーム沿いの河川敷をよく走ります。晴れた日に川沿いを

あどけない表情とは裏腹にコートではタフなプレーでファン

走るのは本当に気持ちがいいので、川の多い広島一番の

を魅了する井上選手。地元出身選手としての熱い思いも
持ち合わせ、今後の活躍からますます目が離せませんね！

魅力だと思います。あとは、市内の本通り界隈をぶらぶら
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頑
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1994年7月生まれ、広島市出身。崇徳高校から東海大学を経て、2017年
JTサンダーズに入部。即座に頭角を現し、第66回黒鷲旗にて若鷲賞、
ベストリベロ賞をダブル受賞し、一躍注目を集めた。今年の目標に「野菜
を食べられるようになること」を掲げた、地元期待のホープ。
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♥
幸せ …

ポジションです。バンバン打ってくる相手の速いサーブや

井上 航 Wataru Inoue

会期中、会場限定であの
「八天堂」
と
井上航選手がコラボレーションした
くりーむパンセットが販売されます!!

実は八天堂の大ファンだというJTサンダーズ
きっての甘党
（？）
井上航選手が、相当な意気込
みをもって臨んだ
「八天堂」
とのコラボくりーむ
パンが完成、広島大会会場限定で登場します！
！
内容は、八天堂おなじみの「くりーむパン」に、
航選手の「コラボパン」
を合わせた5個セット。
特 製オリジナル バッグ 入りで、価 格は税 込
▲絶賛試食中のわたるリポーター
2,000円です。ぜひお買い求めください。

試作して頂いたのはどれもスイーツに着想を得たもの。ティラミス味、
プリン味などなど…、どれも素晴らしい仕上がりで正直「選べない！」と
いう気持ちでした。そんな中で僕が選んだのが「ベリー
チーズケーキ味」。さっぱりとしたクリームに、ベリー系
の甘酸っぱさが相性抜群で、いくつでも食べられます
（笑）。ぜひ皆さん、僕がイチオシの「わたるオリジナル」、
会場でご賞味ください。はっきり言ってオイシイです。
▲グルメタレント顔負けの食リポを披露。
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特別インタビュー 将平流 ｢欲張りなライフスタイル｣

目標は
「日本一ミスの少ない選手」。
でも今はとにかく、ひるまず強い
サーブを打てる選手になりたい 。
故郷を離れ、広島に来られて

中です
（笑）
。
この間も選手で連れ立って江田島

印象はいかがですか？

に行って、釣った魚をさばいて食べましたよ。それと、時々

僕は昨シーズン、自分の可能

兄弟揃って山本将平選手が
大好きという翔也くん（9）
と
結子ちゃん（4）。時間があるときは
猫田体育館まで練習を見に行くほどだとか。

今日は家族全員で応援に来ました。アタックがズバッと決まると
本当にスカッとしますよね。今年はVリーグ優勝期待しています！

!!

ふらっとカメラを持って出かけます。良い写真が撮れたら

性を模索して、生まれ育った東京から広島に来ました。

うれしいですし、浸れるのがカメラの魅力ですかね。広島

最初は右も左もわかりませんでしたが、温かい方が多い

では宮島や尾道に撮りに行きました。宮島は潮の満ち引き

のですっかり馴染めました。広島はスポーツに熱いイメージ

で、行くたびに表情が変わるのが面白いですよね。

がありましたが、実際に会場が緑一色に染まる広島なら
ではの光景を見て、びっくりしました。それから、お好み焼

頑張った自分へのご褒美はありますか。

き屋さんで食べたウニホーレンに感動しました
（笑）
。東京
！
には無いんですよ

昨シーズンが終わった後に、ベトナムに旅行に行ったので
すが、すごくリフレッシュできたので、1年頑張ったご褒美
に旅行に行くのはいいなあと思いました。これからは国内

JTサンダーズというチームはいかがでしょうか？

も含めて旅行に出かけたいと考えています。

設備も整っていますし、チーム内の雰囲気もすごく良いで
す。僕はもともと守備型の選手で、
「日本一ミスの少ない

それではファンの皆さんへメッセージをお願いします。

選手」
を目標にしています。ですが、JTに来てからは以前

今シーズン、広島の皆さんに感動を与えられる試合をし、

の同僚に
「攻撃型になった？」
と言われることが増えました

優勝できるようチーム一丸となって頑張りますので、
これ

ね。環境の変化で、プレースタイルにも変化があるのかも

からも温かいご声援をよろしくお願いします。

しれません。
釣りにカメラに旅行と多彩な趣味でオフを楽しんでいる
休日はどのように過ごされていますか？

山本選手。J T が常勝軍団になるためのキーパーソンと

最近はよく釣りに行きます。基本海釣りで、呉や宇品に出没

して、一層の活躍を期待しています！
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山本 将平 Shohei Yamamoto

WS

1991年3月生まれ、東京都出身。安田学園高校、日本体育大学、
ＦＣ東京
を経た後、自身のバレーボールスタイルを探求し、2016年ＪＴサンダーズ
に移籍。その成果が早くも現れ、2017年ワールドグランドチャンピオンズ
カップ2017（通称：グラチャン）で全日本代表に初選出された、最注目選手。

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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ひろしま県民だより号外
緑碧の県民だより（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 30 年 1 月
協 力：JT サンダーズ

本紙掲載内容は、
2017年12月2日に呉市総合体育館
（オークアリーナ）
で開催された、
V・プレミアリーグ 第2Leg FC東京戦にて行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

