
きょうのスポーツ 

2017/04/16 中日新聞朝刊 25ページ 28文字  

 ◇ホッケー 日本リーグ（１０時・立命大茨木ホッケー場ほか） 
 



リーベ栃木「今季こそ昇格」 高円宮牌ホッケー日本リーグ ２２日開幕＝栃木 

2017/04/16 東京読売新聞 朝刊 26 ページ 439文字  

 フィールドホッケー男子のトップリーグ「高円宮牌ホッケー日本リーグ」が２２日に開幕するのを前に、２部に参戦しているＬＩＥＢＥ

（リーベ）栃木は１５日、宇都宮市内でスターティングパーティーを開き、今シーズンは「２部優勝・１部昇格」を果たすと誓った。初戦

では、島根県で東京農業大と対戦する。 

 リーベ栃木は昨年、１部との入れ替え戦に臨んだが、昇格を果たせなかった。今シーズンは５、６月に行われる計４試合がホームの日

光市で行われることが決まっている。福田敏昭監督はパーティーで「地元開催の試合では４連勝を遂げる」と意気込み、若林勝己主将

は「昨年の悔しさをバネに選手一丸となり、覚悟を持って戦っていく」と述べた。 

 リーベ栃木は「栃木ホッケークラブ」を前身に、２０１５年に結成された社会人クラブチーム。２０年の東京五輪での代表選手輩出

や、２２年に本県で開催される国体に向けた選手強化などを見据えて活動している。 

  

 写真＝活躍を誓うリーベ栃木の若林主将（中央）ら（１５日午後、宇都宮市不動前で） 
 

 



ホッケー 日本リーグ（１６日・立命大茨木ホッケー場ほか） 

2017/04/17 中日新聞朝刊 17ページ 70文字  

 ▽男子 

 立命大（３） ４－１ アルダー飯能（０） 

 山梨学院大（３） ３－２ 小矢部ＲＥＤＯＸ（０） 

 天理大（３） １－０ 岐阜朝日ク（０） 
 

 



岐阜朝日ク初陣惜敗 ホッケー男子日本Ｌ開幕 

2017/04/17 岐阜新聞朝刊 20ページ 939文字  

 ホッケー男子の日本リーグＨ１（１部）は１６日、川崎重工ホッケースタジアムなどで開幕した。３試合を行い、Ｈ１昇格した岐阜

朝日クラブＢＤ（ＢＬＵＥ ＤＥＶＩＬＳ）は、昨年王者の天理大に０―１で競り負け、黒星スタートとなった。 

 岐阜朝日は新加入のＬＨ山田翔太を中心に鉄壁のディフェンスが機能し、シュートまで持ち込ませなかった。第３クオーター開始早々

には、同じく新加入のＧＫ吉川貴史が、ゴール前での相手との１対１をファインセーブした。だが同１０分、ゴール前の混戦からリバース

シュートを打たれて失点。攻撃では第４クオーターで３度のＰＣを得たが、ゴールを割れなかった。 

 次戦は第４日の５月１４日、大阪府茨木市の立命館ホリーズスタジアムで、立命大と対戦する。 

 ＝県関係分 

天理大（３） １（０―０、０―０、１―０、０―０）０ 岐阜朝日クＢＤ（０） 

 ▽得点者【天】森（３Ｑ１０分） 

◆王者相手に守備手応え 

 華々しく勝利で船出を飾ることはできなかったが、収穫も多かった地元での開幕戦だった。昨年覇者・天理大に０―１で競り負けた岐

阜朝日クラブＢＤ。昨年まで同大に所属していた新加入のＬＨ山田翔太は「こういう試合で勝ち切れなかったのは悔しい。だが試合のほ

とんどの時間で、相手の攻撃の良さを消すことができた」と守備面での成果を強調した。 

 天理大は、日本代表のＭＦ田中海渡とＦＷ福田健太郎を軸にして、縦パスをどんどん入れる展開が得意。新主将のＨＣ田中世蓮

は「対策はしていた。インサイドを締めてしっかり対応できた」とペナルティーサークル内にほとんどボールを入れさせない。その証拠に相手のＰ

Ｃはゼロ。シュートも３本に抑えたが、うち１本は、素早いリスタートでマークがずれたため、ゴール前がら空きの状態からシュートされた決

勝点だった。 

 攻撃もＰＣ５本で、山田のフリックやバリエーションを交えての多彩な攻撃を展開。だが長屋恭一監督は「前線でＤＦの裏へ飛び出す

動きが少なかった」と不満顔。次の試合は、５月中盤まで空くが、その間には、日本代表のマレーシア遠征があり、田中世、山田、ＧＫ

吉川貴史の３人が招集される見込み。田中世は「時間は少ないが、さらに攻守両面でチーム戦術を磨き、次に臨みたい」と前を見据え

た。 

（富樫一平） 
 

 



ホッケー／日本リーグ 

2017/04/17 東奥日報 朝刊 6ページ 102文字  

（１６日・立命大茨木ホッケー場ほか） 

 ▽男子 

立命大 ４―１ アルダー飯能 

（３）     （０） 

山梨学院大 ３―２ 小矢部ＲＥＤＯＸ 

（３）       （０） 

天理大 １―０ 岐阜朝日ク 

（３）     （０） 
 

 



ホッケー・日本リーグ１６日 

2017/04/17 東京読売新聞 朝刊 24 ページ 68文字  

 ▽男子Ｈ１ 

立命大（勝ち点３） ４―１ 飯能ク（０） 

山梨学院大（３）  ３―２ 小矢部（０） 

天理大（３）    １―０ 岐阜朝日ク（０） 
 

 



ホッケー：日本リーグ １６日 

2017/04/17 毎日新聞 朝刊 20 ページ 101文字  

 ◇ホッケー日本リーグ（１６日、大阪・立命館ホリーズスタジアムほか） 

 ▽男子 

 立命大（勝ち点３）４―１アルダー飯能（０）、山梨学院大（３）３―２小矢部ＲＥＤＯＸ（０）、天理大（３）１―０

岐阜朝日ク（０） 
 

 



１６日の記録 スポーツ 

2017/04/17 朝日新聞 朝刊 19 ページ 76文字  

 ◇ホッケー 日本リーグ 

 ▽男子 立命大（３）４―１飯能ク（０）、山梨学院大（３）３―２小矢部（０）、天理大（３）１―０岐阜朝日ク

（０）（カッコ内数字は勝ち点） 
 

 



◎ことしは昇格正念場 ホッケー男子日本Ｌ２部・福井ク ２２日初戦 新戦力 攻守に厚み 

2017/04/20 福井新聞 14ページ 1413文字  

 

ことしは昇格正念場 

  

ホッケー男子日本Ｌ２部・福井ク ２２日初戦 

  

新戦力 攻守に厚み 

  

 ホッケーの男子日本リーグ２部の福井クラブは２２日、初戦を迎え、島根県の三成公園ホッケー場でＳｅｌｒｉｏ島根と対戦する。

昨季は２部に降格したが、日本代表候補の新戦力が加わり、攻守で厚みを増した。１部昇格へ、為国監督は「チーム力は格段に上が

っている。１年で必ず１部に戻る」と闘志を燃やす。 

 昨年から２部制となり、福井クは１部最下位に沈み、１、２部入れ替え戦でも敗れた。一方で、リーグ戦後は好成績をマーク。ＦＷ



だった三谷元を中盤に回した戦術がはまり、全日本社会人選手権で準優勝、全日本男子選手権では３位入賞と躍進した。 

 今季もベースは変わらない。パスセンスと突破力を兼ね備えた三谷元がゲームコントロールを担う。為国監督は「まずはしっかり守る。その

上で、三谷元を中心に攻撃を組み立てたい」と描く。 

 新加入は５人。中でも期待が高いのは、日本代表候補のＤＦ伊藤とＦＷ和久利。伊藤は１対１に強く、正確なストロークも魅力。

和久利は得点感覚に優れたストライカー。加入して日は浅いが「チームにフィットしている。それぞれ攻守の軸になってもらう」と指揮官は話

す。 

 来年の福井国体に向けても、今年は正念場の１年。北信越国体（８月）、全日本社会人選手権（９月）と県内会場の大会が

控える。指揮官は「一つ一つ結果を残して、来年へ弾みを付けたい」と意気込む。（谷口春馬） 

  

福井クラブメンバー 

  

部 長 樋村 昌宏（６４） 

副部長兼コーチ 

    大久保文義（５５） 

総監督 松村 徹治（４７） 

監 督 為国  壮（３７） 

コーチ 渡辺 大作（３７） 

    馬谷  誠（３６） 

ＧＫコーチ 

    牧野 晴一（４３） 

フィジオセラピスト 

    飛坂 優行（４３） 

選 手 

 （ １）ＦＷ馬谷 圭介（２１）福井大 

 （ ２）ＦＢ為国  壮（３７）武生工高 

 （ ３）ＦＢ桑原 雅弘（２１）関学大 

 （ ４）ＧＫ國友 督仁（２２）県警 

 （ ５）ＦＢ川端 雅旭（３１）越前町役場 

 （ ６）ＦＢ田中 智大（２４）レンゴー 

 （ ７）ＦＷ渡辺 修一（３２）信和日動化学工業 

 （ ８）ＭＦ佐藤 弘樹（２３）ＪＡ越前丹生 

 （ ９）ＦＷ冨山 誉純（２４）アイシンＡＷ工業 

 （１０）ＭＦ三谷 元騎（２６）越前町役場 

 （１１）ＦＷ内藤 寛公（２８）ハッポー化学工業 

☆（１２）ＦＷ渡辺 恵大（１８）福井工大 

 （１３）ＦＷ小林 宏至（２６）ＪＡ越前丹生 



 （１４）ＦＢ野村 啓介（２７）ＪＡ越前丹生 

☆（１５）ＦＢ伊藤 義一（２２）県職員 

 （１６）ＦＢ竹内 伸治（２９）ＪＡ越前丹生 

☆（１７）ＦＷ和久利裕貴（２２）県職員 

 （１８）ＦＷ小林 佑次（２４）県警 

 （１９）ＦＢ斉藤 尚史（２９）鯖江丹生消防組合 

 （２０）ＦＢ時田 浩成（２０）関学大 

 （２１）ＭＦ松山 洋輔（２２）県警 

 （２２）ＭＦ三谷 力哉（２４）新成建設工業 

 （２３）ＦＢ大井 大輔（２２）県警 

 （２４）ＧＫ松島 孝治（２８）自営業 

 （２５）ＦＢ和田 吉広（２０）福井工大 

☆（２６）ＧＫ関澤 博之（３０）ＪＡ県五連 

 （２７）ＭＦ冨田 竜平（２０）福井工大 

 （２８）ＧＫ中上 裕規（２０）福井工大 

 （２９）ＦＷ宮崎 俊哉（２２）県警 

 （３０）ＦＢ野村 烈瑠（１８）福井工大 

  

※左から背番号、ポジション、氏名、年齢、所属大学・企業の順。白抜き数字は主将。☆は新加入メンバー。 
 

 



王座奪還コカ挑戦 ホッケー日本Ｌ女子あす開幕戦 新監督 組織的パス回し磨く 

2017/04/21 中国新聞朝刊 16ページ 863文字  

 

王座奪還コカ挑戦 

ホッケー日本Ｌ女子 あす開幕戦 

新監督 組織的パス回し磨く 

 ホッケー女子のコカ・コーラウエストは２２日、富山県の小矢部ホッケー場で日本リーグ開幕戦に臨む。リオデジャネイロ五輪でインド女

子代表を率いたホーグッド新監督の下、３年ぶりの王座奪還へ、駿河台大との初戦に挑む。 

 １０チーム総当たりのリーグ戦を９月まで戦い、１０月にトーナメントによる順位決定戦を行う。昨季はリーグ戦を無敗で首位通過し

ながら、順位決定戦は準決勝で敗退。８年ぶりに２位以内を逃し、４位に終わった。ＭＦ湯田は「ここぞの場面でミスがあり勝ち切れな

かった」と振り返る。 

 １月末に就任したホーグッド監督は「緊迫した場面で周りが見えていない選手がいる」と分析。ミニゲームなど実戦的な練習でポジション

取りを徹底的に意識付け。ドリブル突破から得点につなげていた戦術に加え、組織的なパス回しで相手の守りを崩す戦術にも取り組む。 

 懸念は精神的支柱で得点源のＦＷ新井主将の離脱。腰を手術し、戦列復帰は夏以降の見込み。ゲームキャプテンを担うＭＦ西村

は「全員でカバーする」。ＦＷ江村、ＭＦ田中ら３人が加わり、昨季より２人多い２１選手でしのぎを削る新生コカ・コーラウエストが頂

点を狙う。（橋原芽生） 



≪コカ・コーラウエストの日本リーグ日程≫ 

月  日  対戦相手         会場 

 ４・２２ 駿河台大         富山 

 ４・２３ 天理大          富山 

 ５・１３ グラクソ・スミスクライン 奈良 

 ５・１４ 山梨学院大        奈良 

 ６・ ３ 聖泉大          広島 

 ６・ ４ 南〓銀行         広島 

 ９・ １ 立命大          大阪 

 ９・ ２ ソニー          大阪 

 ９・ ３ 東海学院大        大阪 

１０・１４ 順位決定戦        岐阜 

１０・１５ 順位決定戦        岐阜 

※広島＝コカ・コーラウエストレッドスパークスホッケースタジアム 

【写真説明】練習中に選手に指示を出すホーグッド監督（右から２人目） 
 

 



福井クラブ 一部復帰だ ホッケー 日本リーグあす開幕 

2017/04/21 中日新聞朝刊 地方版（福井総合版） 23ページ 1139文字  

 

 【福井県】ホッケーの日本リーグは二十二日、男子二部が始まる。昨季は一部最下位となり入れ替え戦にも敗れた福井クラブは、一部

返り咲きを目指す。 

 今季は日本代表クラスの選手を補強。為国壮監督は「来年の福井国体に向け、チーム一丸で臨みたい」と意気込む。 

 チームの核となる三人の実力者が加わった。天理大出身のフォワード（ＦＷ）和久利裕貴（ひろたか）、山梨学院大出身のフルバッ

ク（ＦＢ）伊藤義一（よしかず）、昨年まで診療印刷（埼玉）で正ゴールキーパー（ＧＫ）を務めた関沢博之の各選手。 

 和久利、伊藤両選手は日本代表候補で、関沢選手は丹生高出身。為国監督が「ＧＫ、守備、攻撃と、チームの縦のラインが補強

できた」と自信をのぞかせる。 



 

 二十二日の開幕戦は、セルリオ島根（島根）と対戦する。「引いて守る相手のペースにのまれないこと」と為国監督は警戒する。今季

は一部昇格のほか、国体のプレ大会で地元開催する全日本社会人選手権での優勝も目指す。（藤共生） 

    ◇ 

 福井クラブメンバー 

 部 長 樋村 昌宏 

 副部長 大久保文義 

 総監督 松村 徹治 

 監 督 為国  壮 

 コーチ 渡辺 大作 

 〃  馬谷  誠 

 〃  牧野 晴一 

 フィジオ 飛坂 優行  

 １ ＦＷ 馬谷 圭介 ２１ 福井大 

 ２ ＦＢ 為国  壮 ３７ 武生工高教員 

 ３ ＦＢ 桑原 雅弘 ２１ 関西学院大 

 ４ ＧＫ 国友 督仁 ２２ 県警 

 ５ ＦＢ 川端 雅旭 ３１ 越前町役場 

 ６ ＦＢ 田中 智大 ２４ レンゴー 

 ７ ＦＷ 渡辺 修一 ３２ 信和日動化学工 

 ８ ＭＦ 佐藤 弘樹 ２３ ＪＡ越前丹生 

 ９ ＦＷ 冨山 誉純 ２４ アイシンＡＷ工業 

 １０ ＭＦ 三谷 元騎 ２６ 越前町役場 

 １１ ＦＷ 内藤 寛公 ２８ ハッポー化学工業 

 １２ ＦＷ 渡辺 恵大 １８ 福井工大 

 １３ ＦＷ 小林 宏至 ２６ ＪＡ越前丹生 

 １４ ＦＢ 野村 啓介 ２７ 〃 

 １５ ＦＢ 伊藤 義一 ２２ 県職員 

 １６ ＦＢ 竹内 伸治 ２９ ＪＡ越前丹生 

 １７ ＦＷ 和久利裕貴 ２２ 県職員 

 １８ ＦＷ 小林 佑次 ２４ 県警 

 １９ ＦＢ 斉藤 尚史 ２９ 鯖江丹生消防組合 

 ２０ ＦＢ 時田 浩成 ２０ 関西学院大 

 ２１ ＭＦ 松山 洋輔 ２２ 県警 

 ２２ ＭＦ 三谷 力哉 ２４ 新成建設工業 

 ２３ ＦＢ 大井 大輔 ２２ 県警 



 ２４ ＧＫ 松島 孝治 ２８ 自営業 

 ２５ ＦＢ 和田 吉広 ２０ 福井工大 

 ２６ ＧＫ 関沢 博之 ３０ ＪＡ県経済連 

 ２７ ＭＦ 冨田 竜平 ２０ 福井工大 

 ２８ ＧＫ 中上 裕規 ２０ 〃 

 ２９ ＦＷ 宮崎 俊哉 ２２ 県警 

 ３０ ＦＢ 野村 烈瑠 １８ 福井工大 

 ※選手は背番号、ポジション、氏名、年齢、所属先の順 
 

 



ホッケー女子日本Ｌあす開幕 県勢、たぎる闘志 ソニー３連覇に挑む 

2017/04/21 岐阜新聞朝刊 22ページ 1276文字  

 ホッケー女子の日本リーグが２２日、富山県小矢部市の小矢部ホッケー場などで開幕し、ソニーＨＣが３連覇を狙う。開幕戦は立命

大と、昨年の全日本女子選手権で３位と健闘した東海院大は山梨院大と戦う。ともに世代交代で主力が入れ変わり、勝負の一年を

迎える。 

（富樫一平） 

 「勝つだけじゃなく、今後、日本が世界レベルで戦えるように、リーグ全体をけん引する戦い方にこだわる」。今季復帰した永井祐司ソニー

ＨＣ監督は、世代交代したチームでのリーグ３連覇だけではなく、新機軸のホッケーへの挑戦を掲げる。リオデジャネイロ五輪日本代表監

督として痛感した日本の課題である「より高い位置からプレスを掛け、ボール支配率を上げるホッケー」の具現化だ。 

 リオ五輪日本代表でも活躍した中川未由希、林なぎさ、中島史恵の主力３人が引退したが、正ＧＫが付ける「１」を新たに背負う景

山恵、東海院大から加入したＭＦ八木麻理菜ら新世代が台頭。今月、日本代表のニュージーランド遠征には、２人を含む８人が招

集された。 

 さらにＭＦ永井葉月、ＦＷ瀬川真帆（ともにスペイン）、ＦＢ及川栞（オランダ）の３選手が、海外リーグに挑戦中で、核となる選

手たちも着実にレベルアップ。一時帰国中で、開幕戦に出場可能な永井葉は「若くて実力のある選手が増え、一人一人が、よりハングリ

ーになった」と変化を体感し、新機軸のホッケーへの手応えを語る。 

 １８日からは、川崎重工ホッケースタジムで、集中合宿を行い、新生ソニーホッケーの柱となるゾーンディフェンスなど連係面の向上を図

った。ミニゲームでは互いに指示し合いながら、随所に連動性あふれるプレーを見せるなど代表組と残留組が練習する機会が少なかったと

いう不安材料も解消されてきた。新主将のＦＢ阪口真紀は「よりアグレッシブな新たなホッケーを実践するため今季のチームスローガン“覚

悟と挑戦”を貫きたい」と誓った。 

◆東海院大、堅守速攻に磨き 

 東海院大は昨季は７位だったが、１、２年生が多く楽しみな新入生が加わっただけに戦いながら大きく成長が見込めるチーム。主将の

ＭＦ大谷愛風は「一つでも多くの勝利を重ねて自信を付けたい」と力を込める。 

 戦術の基本は今年も変わらず守備を固めた上でのカウンター。そして昨季、ほとんどの得点を挙げたＰＣが攻撃の軸となる。核となる守

備陣では、ＳＷ中花愛莉の安定感が光る。攻撃では、運動量が豊富で、起点となったり、時にはオーバーラップしたりできるＲＨ星希巳

加、ジュニアやユースなどで日本代表歴のある鳥山麻衣と小寺栞菜のＦＷ２枚がけん引。今春、岐阜各務野高から進学してきた、Ｐ

Ｃでの強力なヒットが魅力のＦＢ岡田聖奈ら１年生も実力者が控える。小林和典監督は「いかにチーム内で切磋琢磨（せっさたくま）

できるかが鍵」と見る。 

 日本リーグで社会人相手に力を付け、大学王座やインカレのタイトル獲得にも弾みを付けたい。最後の日本一は２０１４年の大学

王座までさかのぼり、３年以下は頂点の経験がない。大谷は「東海学院の伝統を引き継ぐためにも、勝ちという結果にこだわる」と表情を

引き締めた。 
 

 



日光／「優勝と１部昇格目標」／リーベ栃木が市長表敬 

2017/04/21 下野新聞 23ページ 406文字  

 

 【日光】ホッケー男子日本リーグのリーベ栃木福田敏昭（ふくだとしあき）監督ら４人が２０日、斎藤文夫（さいとうふみお）市長を

表敬訪問し、２２日から開幕する今シーズンの意気込みを語った。 

 昨季のリーベ栃木は２部３位で１部昇格の入れ替え戦に臨んだが惜敗。今季は現役日本代表を含む３選手が加入し戦力も向

上、念願のリーグ優勝と１部昇格を目指す。 

 日本リーグ参戦３季目の今年は５、６月にホーム４連戦を迎える。福田監督は「昨年果たせなかったリーグ優勝と１部昇格は最低

限の目標。過去２シーズンはホーム戦で勝利していないので初勝利を挙げたい」などと抱負を述べた。 

 斎藤市長は「（初戦の）出足が肝心。ぜひ１部に上がってほしい」とエールを送った。リーベ栃木の初戦は２２日、島根県奥出雲町

の三成公園ホッケー場で東京農大と対戦する。（渡辺和博（わたなべかずひろ）） 

 

 ［写真説明］１部昇格を目指すリーベ栃木関係者らと斎藤市長（左から２人目） 
 

 



リーベ栃木 「優勝必ず」「地元で勝利を」 日光市長に活躍誓う＝栃木 

2017/04/21 東京読売新聞 朝刊 32 ページ 362文字  

 フィールドホッケー男子のトップリーグ「高円宮牌ホッケー日本リーグ」の開幕が２２日に迫り、２部に参戦しているＬＩＥＢＥ（リー

ベ）栃木の福田敏昭監督らが２０日、日光市役所を訪れ、県ホッケー協会会長を務める斎藤文夫市長に今季の活躍を誓った＝写

真＝。 

 福田監督は、１部への昇格を逃した昨季を振り返り、「２部優勝・１部昇格は必ずやらなくてはならない」と意気込んだ。また、若林勝

己主将は、過去２シーズンは地元で未勝利だったことから、「三度目の正直で地元ファンと勝利の喜びを味わいたい」と表情を引き締め

た。 

 これに対し、斎藤市長は「出足が肝心。（２部で）優勝して、すっきり１部に上がれるよう頑張ってほしい」とエールを送った。 

 リーベ栃木は、２２日の開幕戦（島根県）で、東京農業大と対戦する。５～６月には、日光シリーズ計４試合が行われる。 
 

 



リーベの監督ら、１部昇格に意欲 男子ホッケーリーグ ／栃木県 

2017/04/21 朝日新聞 朝刊 29 ページ 177文字  

 男子ホッケー日本リーグ２部のＬＩＥＢＥ栃木の佐竹勝彦ＧＭや、福田敏昭監督ら３人が２０日、日光市の斎藤文夫市長を表

敬訪問し、２２日から島根県で始まる２０１７シーズンへ向けての意欲を表明した。チームは昨シーズン３位に終わった。福田監督は

「ぜひ、優勝して１部昇格を果たしたい」と語ると、斎藤市長は「県民も期待している。がんばって欲しい」と激励した。（梶山天） 
 

 



ホッケー：リーベ栃木、今季１部昇格を！ 来月試合、日光市長訪問 ／栃木 

2017/04/22 毎日新聞 地方版 27 ページ 483文字  

 ホッケー男子日本リーグ２部のリーベ栃木は２０日、今季の開幕（２２日）を前に福田敏昭監督と若林克己主将らが日光市役所

を訪れ、県ホッケー協会会長の斎藤文夫市長に対し、「２部優勝、１部昇格」を目指す決意を語った。また、５月２７、２８日に２

部の全６チームが対戦する「日光シリーズ」があり、支援と市民の来場を呼びかけた。 

 リーベ栃木は２０１５年発足。トップリーグ２年目の昨季は２部３位で、１部への入れ替え戦に臨んだが、１部５位チームに敗れ

た。今季は巻き返しに向けて昨季１部ＭＶＰのＭＦ山水翼瑳（つばさ）選手（２２）やＤＦ松健太選手（２２）ら３選手を補

強した。２部得点王のＦＷ大橋雅貴選手（２３）も健在で、福田監督は攻守に厚みが増した布陣で「今年こそ」と意気込む。 

 斎藤市長は「最初が肝心。勢いに乗り優勝を」と激励。若林主将は「チームはまだ日光で勝利していない。皆さんに応援していただき、

喜びを分かち合いたい」と日光初勝利に意欲を見せた。【花野井誠】 

■写真説明 斎藤文夫市長（右から３人目）に健闘を誓ったリーベ栃木の福田敏昭監督（同２人目）と若林克己主将（右端）

＝日光市役所で 
 

 



コカ白星発進 ホッケー日本Ｌ女子開幕 

2017/04/23 中国新聞朝刊 20ページ 1139文字  

コカ白星発進 

ホッケー日本Ｌ女子開幕 

 ホッケー女子の日本リーグは２２日、富山県小矢部市の小矢部ホッケー場などで開幕し、５試合があった。３年ぶりの王座奪還を狙

うコカ・コーラウエストは駿河台大を５―０で下し、白星発進した。 

 コカ・コーラウエストはボールを支配し、前半に３得点。後半は２点を加え、守備でも相手に攻め込む隙を与えなかった。３連覇を狙う

ソニーは立命大を３ー０で破った。南都銀行、天理大、山梨学院大も勝利した。（橋原芽生） 

 ▽女子 

コカ・コーラウエスト ５ ２－０ ０ 駿河台大 

（３）          １－０   （０） 

             ２－０ 

             ０－０ 

南都銀行       ９ ３－０ ０ 聖泉大 

（３）          ３－０   （０） 

             ０－０ 

             ３－０ 

山梨学院大      ６ ０－０ １ 東海学院大 

（３）          ４－０   （０） 

             １－１ 

             １－０ 

天理大        ２ ０－０ １ グラクソ・スミスクライン 

（３）          ０－０   （０） 

             ２－１ 

             ０－０ 

ソニー        ３ ０－０ ０ 立命大 

（３）          １－０   （０） 

             １－０ 

             １－０ 

  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

戦術に課題 喜び半ば 

 ホーグッド新監督を迎えた新生コカ・コーラウエストが、喜び半分の初陣を飾った。運動量や技術で駿河台大を上回り、５得点。それで

も新指揮官は「集中力が途切れる場面があり、課題も多く見つかった」と王者返り咲きへ足元を見つめた。 

 開始４分、辻井が「練習通り決まった」とペナルティーコーナーからの速攻で先制。６分には三橋のゴールで主導権を握った。常にボール

も支配し、相手に打たれたシュートは１本。全く攻撃をさせなかった。 

 ただ格下の大学生相手に、パスレシーブでミスが目立った。新監督が取り組む、左右にパスを回して相手を揺さぶる戦術はうまく機能せ



ず、課題を残した。浅井は「初戦で硬くなり過ぎて判断がうまくできなかった」と反省した。 

 大黒柱の新井が腰の手術の影響で不在の序盤戦。西村副主将は「監督に頼り切らず、自分たちでも考えてプレーできている。試合数

をこなすうちに連係もかみ合ってくる」。生まれ変わったチームは頂点へ一戦ずつ進化する。（橋原芽生） 

【写真説明】【コカ・コーラウエストー駿河台大】前半２１分、コカ・コーラウエストの辻井（右から２人目）が相手のこぼれ球からシュート

を決め、３ー０とする（撮影・浜岡学） 
 

 



ホッケー女子日本Ｌ ソニー３発快勝 東海院大は黒星スタート 

2017/04/23 岐阜新聞朝刊 20ページ 537文字  

 ホッケー女子の日本リーグは２２日、富山県小矢部市の小矢部ホッケー場などで開幕し、３連覇を狙うソニーＨＣが、立命大に３―

０で快勝。昨季７位の東海院大は、山梨院大に１―６で敗れて、黒星スタートとなった。 

 ソニーＨＣは、速いドリブルとパス回しで序盤から攻勢を仕掛け、第２クオーター４分、ＭＦ真野由佳梨がＤＦをかわしてリバースヒット

で先制点を挙げた。その後もＰＣから第３クオーターにはＦＢ坂井志帆が、第４クオーターにはＦＷ深野加弥が追加点を決めて勝っ

た。 

 東海院大は第１クオーターこそ０―０と踏ん張ったが、第２クオーターで４失点。第３クオーター序盤にＦＷ小寺栞菜がＰＳを決め

て１点を返したが、その後さらに２失点して敗れた。 

 第２日は２３日、同ホッケー場などでソニーＨＣはグラクソ・スミスクライン、東海院大は聖泉大と対戦する。 

＝県関係分 

 ▽第１節 

ソニーＨＣ（３） ３（０―０、１―０、１―０、１―０）０ 立命大（０） 

▽得点者【ソ】真野（２Ｑ４分）坂井（３Ｑ６分）深野（４Ｑ７分） 

山梨院大（３） ６（０―０、４―０、１―１、１―０）１ 東海院大（０） 

▽得点者【山】田中花２（２Ｑ８分、３Ｑ１５分）今尾（２Ｑ９分）河村（２Ｑ１３分）狩野２（２Ｑ１４分、４Ｑ１１

分）【東】小寺（３Ｑ５分） 
 

 



◇ホッケー日本リーグ 山学大男子連勝 女子は初陣飾る 

2017/04/23 山梨日日新聞 18ページ 606文字  

 ホッケーの日本リーグは２２日、山梨学院ホッケースタジアムほかで行われ、山梨学院大男子は立命大に２－０で勝ち２連勝。この

日開幕した女子は山学大が東海学院大に６－１で快勝した。 

 山学大男子は第２クオーター１２分、山崎晃嗣のゴールで先制。第３クオーター４分には小川恭平のパスを小沢諒が決めて突き放

した。 

 山学大女子は第２クオーターに田中花歩、今尾明穂、河村元美、狩野真美が立て続けにゴール。第３クオーター１５分に田中、第

４クオーター１１分に狩野が決めてリードを広げた。 

 

 ▽男子 

山梨学院 ２（０－０）０ 立命大 

大     （１－０）  （３） 

（６）   （１－０） 

      （０－０）       

 ▽女子 

山梨学院 ６（０－０）１ 東海学院 

大     （４－０）  大 

（３）   （１－１）  （０） 

      （１－０） 

       

南都銀行 ９（３－０）０ 聖泉大 

（３）   （３－０）  （０） 

      （０－０） 

      （３－０） 

       

コカ・コ ５（２－０）０ 駿河台大 

ーラウエ  （１－０）  （０） 

スト    （２－０） 

（３）   （０－０） 

       

天理大  ２（０－０）１ グラクソ 

（３）   （０－０）  ・スミス 

      （２－１）  クライン 

      （０－０）  （０） 

 

ソニー  ３（０－０）０ 立命大 



（３）   （１－０）  （０） 

      （１－０） 

      （１－０） 
 

 



◎福井ク 開幕飾る Ｓｅｌｒｉｏ島根に３―１ ホッケー男子日本Ｌ２部 

2017/04/23 福井新聞 14ページ 322文字  

 

福井ク 開幕飾る 

  

Ｓｅｌｒｉｏ島根に３―１ 

  

ホッケー男子日本Ｌ２部 

  

 ホッケーの男子日本リーグ２部は２２日、島根県の三成公園ホッケー場で開幕した。福井クラブはＳｅｌｒｉｏ島根に３―１で快

勝し、白星発進した。 

 第１クオーター、先制された直後にＦＢ伊藤のセンタリングにＭＦ冨田がタッチシュートし追い付いた。 

 一進一退の攻防が続き迎えた第４クオーター。ＦＷ和久利のドリブルからペナルティーコーナー（ＰＣ）を獲得すると、ＦＢ為国が決



めて勝ち越し。さらにＦＢ竹内のシュートで突き放した。２３日は同ホッケー場で法政大と対戦する。（谷口春馬） 

  

 ▽男子２部 

  

福井ク ３ １－１ １ Ｓｅｌｒ 

      ０－０   ｉｏ島根 

      ０－０ 

      ２－０ 
 

 



ホッケー 小矢部で１７年ぶり日本リーグ女子 開幕戦 地元選手ら躍動 

2017/04/23 北日本新聞朝刊 16 ページ 452文字  

  

ホッケー日本リーグ女子は２２日、小矢部市と山梨県で開幕戦５試合を行った。１７年ぶりの開催となった小矢部ホッケー場では３試

合があり、大勢の観客が地元出身選手らのプレーに見入った。 

 市出身の中尾明日香＝石動高・山梨学院大出＝や、リオ五輪代表の三橋亜記が出場したコカ・コーラウエスト（広島）は駿河台大

（埼玉）と対戦。終始優位に試合を進め、５―０で快勝した。中尾は「地元で開幕戦ができるのを楽しみにしていた。応援の方も多

く、自分のプレーを見せることができた」と喜んだ。 



 後輩に当たる大谷ホッケースポーツ少年団主将の松井杏さん（６年）はトップ選手のプレーに「パスの正確さやミスの少なさに驚いた。

五輪を目指したい」と話した。 

 立命館大は市出身の後本わかな、沼田紗綾＝いずれも石動高出＝が出場し、リオ五輪で注目を集めた永井友理、葉月姉妹が率い

るソニー（愛知）と対戦し０―３で敗れた。 

 １０チームが９月まで１回戦総当たりのリーグ戦を繰り広げ、１０月に順位を決めるファイナルステージを行う。２３日も小矢部で３

試合を行う。 
 

 



女子ホッケー 日本 L開幕 小矢部で熱戦 

2017/04/23 富山聞朝刊 22 ページ 226文字  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女子ホッケーの日本リーグは 22日開幕し、小矢部ホッケー場＝写真＝では 3試合が行われた。リオデジャネイロ五輪に出場した「さく

らジャパン」のメンバーや富山出身選手が躍動し、会場を沸かせた。 

 リーグ開幕戦となった第 1試合はコカ・コーラウエストが 5－0で駿河台大を下し、第 2試合は天理大が 2－1でグラクソ・スミスクライン

に勝利。第3試合はソニーが立命館を3－0で破り、好スタートを切った。小矢部ホッケー場での女子日本リーグ開催は17年ぶりで、23

日も 3試合が行われる。 
 

 



ホッケー／日本リーグ／グラクソ ５年ぶり 開幕飾れず／男子リーベは引き分け発進 

2017/04/23 下野新聞 9 ページ 491文字  

 

 ホッケーの日本リーグは女子１部、男子２部が２２日開幕。富山県の小矢部ホッケー場ほかで第１節第１日を行い、女子１部のグ

ラクソ・スミスクラインは天理大に敗れ、５年ぶりの黒星スタート。男子２部のリーベ栃木は東京農大に引き分け初戦で勝ち点を獲得し

た。 

 グラクソは第３クオーター２分にペナルティーコーナー（ＰＣ）から失点。２点を追う同１３分にＦＷ山口稚奈（やまぐちわかな）が

得点を挙げて反撃したが追い付くことはできなかった。 

 男子２部の栃木リーベは、２点を追う第４クオーター、ＭＦ山水翼瑳（やまみずつばさ）、ＦＷ大橋雅貴（おおはしまさき）のゴー

ルで同点。直後に勝ち越しを許したが、試合終了間際にＰＣから大橋が同点ゴールを挙げた。 

 グラクソの第１節第２日は２３日午後１時２０分から、同会場でソニーと対戦。リーベの第１節第２日は２３日午前１０時から、

同会場で駿河台大と対戦する。 

 

 ▽女子リーグ戦 

天理大 １勝（３） ２（０－０，０－０，２－１，０－０）１ グラクソ・スミスクライン １敗（０） 

 ▽男子リーグ戦 

リーベ栃木 １分け（１） ３（０－０，０－０，０－２，３－１）３ 東京農大 １分け（１） 
 

 



◇ホッケー 日本リーグ（２２日・小矢部ホッケー場ほか） 

2017/04/23 岩手日報朝刊 17ページ 122文字  

 ▽男子 

山梨学院大 

（６） 

２―０ 

立命大 

（３） 

 ▽女子 

南都銀行 

（３） 

９―０ 

聖泉大 

（０） 

山梨学院大 

（３） 

６―１ 

東海学院大 

（０） 

コカ・コーラウエスト 

（３） 

５―０ 

駿河台大 

（０） 

天理大 

（３） 

２―１ 

グラクソ・スミスクライン 

（０） 

ソニー 

（３） 

３―０ 

立命大 

（０） 
 

 



ホッケー／日本リーグ 

2017/04/23 東奥日報 朝刊 12 ページ 192文字  

（２２日・小矢部ホッケー場ほか） 

 ▽男子 

山梨学院大 ２―０ 立命大 

（６）       （３） 

 ▽女子 

南都銀行 ９―０ 聖泉大 

（３）      （０） 

山梨学院大 ６―１ 東海学院大 

（３）       （０） 

コカ・コーラウエスト ５―０ 駿河台大 

（３）            （０） 

天理大 ２―１ グラクソ・スミスクライン 

（３）     （０） 

ソニー ３―０ 立命大 

（３）     （０） 
 

 



ホッケー・日本リーグ２２日 

2017/04/23 東京読売新聞 朝刊 18 ページ 144文字  

 ▽男子Ｈ１ 

山梨学院大（勝ち点６） ２―０ 立命大（３） 

 ▽女子 

南都銀行（勝ち点３） ９―０ 聖泉大（０） 

山梨学院大（３） ６―１ 東海学院大（０） 

コカ・コーラウエスト（３） ５―０ 駿河台大（０） 

天理大（３） ２―１ グラクソ・スミスクライン（０） 

ソニーＨＣ（３） ３―０ 立命大（０） 
 

 



２２日の記録 スポーツ 

2017/04/23 朝日新聞 朝刊 17 ページ 148文字  

 ◇ホッケー 日本リーグ 

 ▽男子 山梨学院大（６）２―０立命大（３） 

 ▽女子 南都銀行（３）９―０聖泉大（０）、山梨学院大（３）６―１東海学院大（０）、コカ・コーラウエスト（３）５―

０駿河台大（０）、天理大（３）２―１グラクソ・スミスクライン（０）、ソニーＨＣ（３）３―０立命大（０） 

 （カッコ内数字は勝ち点） 
 

 



コカ、天理大とドロー ホッケー日本Ｌ女子 

2017/04/24 中国新聞朝刊 9ページ 1187文字  

 

コカ、天理大とドロー 

ホッケー日本Ｌ女子 

 ホッケー女子の日本リーグ第１節第２日は２３日、富山県小矢部市の小矢部ホッケー場などで５試合があった。コカ・コーラウエストは

天理大と２―２で引き分けた。 

 コカ・コーラウエストは前半を１―２で折り返した。後半２３分に西田のシュートで同点としたが、勝ち越せなかった。昨季王者のソニー

はグラクソ・スミスクラインを下し、南都銀行は山梨学院大に敗れた。 

 第２節は５月１３、１４の両日、奈良県天理市の親里ホッケー場などで１０試合がある。（橋原芽生） 

 ▽女子 



コカ・コーラウエスト ２ １－１ ２ 天理大 

（４）          ０－１   （４） 

             ０－０ 

             １－０ 

東海学院大      ６ ０－０ ０ 聖泉大 

（３）          ２－０   （０） 

             ３－０ 

             １－０ 

山梨学院大      ２ ０－０ １ 南都銀行 

（６）          ０－０   （３） 

             ２－０ 

             ０－１ 

立命大        ４ １－０ １ 駿河台大 

（３）          １－０   （０） 

             １－０ 

             １－１ 

ソニー        ５ ０－０ ０ グラクソ・スミスクライン 

（６）          ３－０   （０） 

             １－０ 

             １－０ 

  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

コカ 遠い勝ち越し点 

 コカ・コーラウエストは、開幕２戦目で早くも苦しい戦いを強いられた。天理大と引き分けに終わり、ホーグッド監督は「十分な結果ではな

いが、いいプレーも多くあった」と暗い表情の選手たちに声を掛けた。 

 開始１１分、相手にパスをカットされ、速攻を許し先制点を奪われた。２分後に辻井が同点シュートを決めたが、再び勝ち越しを許し

て前半を折り返した。追いかける後半２３分。西田が「ここで決めなきゃとまっすぐゴールに打った」とペナルティーコーナーからシュートを決め

同点に。しかし、その後は勝ち越せなかった。 

 ゴール前での好機は多かった。前日の駿河台大戦の反省を生かし、速いパス回しで相手の守備を突破。サークル内での攻撃は１６回

を数えた。だが、決定力を欠いた。西村副主将は「決めなければという焦りで、冷静な判断ができなかった」と振り返った。 

 ホーグッド監督が新チームの指揮を執り始めて約３カ月。「疲れていても、どんなプレッシャーの中でも最善のプレー判断ができるよう練習

を積んでいく」と前を見据えた。（橋原芽生） 

【写真説明】【コカ・コーラウエスト―天理大】後半２３分、コカ・コーラウエストの西田（手前）がペナルティーコーナーからのシュートを決

め、２―２の同点に追い付く 
 

 



ホッケー女子日本Ｌ ソニー５発で連勝 東海院大は初白星 

2017/04/24 岐阜新聞朝刊 25ページ 621文字  

 ホッケー女子の日本リーグ第１節第２日は２３日、富山県小矢部市の小矢部ホッケー場などで５試合が行われ、３連覇を狙うソニ

ーＨＣが、昨年準優勝のグラクソ・スミスクラインに５－０で快勝し、２連勝した。東海院大は聖泉大に６－０で大勝し、初白星を飾っ

た。 

 ソニーは、第２クオーター１０分、ＭＦ真野由佳梨のセンタリングをＦＷ永井友理がタッチで合わせて先制。すると２分後に新加入の

ＦＷ石川実咲、さらに１分後には、ＰＣからＦＢ坂井志帆がドラッグを決めた。第３クオーター以降も手を緩めず、ＦＷ清水美並とＦ

Ｂ一谷麻実が、ともに今季初ゴールを決めた。 

 東海院大は、第２クオーター３分、主将のＭＦ大谷愛風がリバウンドを押し込んで先制。５分後にＦＷ鳥山麻衣が追加点を挙げる

と、第３クオーター４分、大谷が追加点を決め、優位に進めた。その後さらに３得点し、今季初勝利を挙げた。 

 第２節第１日は５月１３日、滋賀県立伊吹ホッケー場などで、ソニーは聖泉大、東海院大は立命大と対戦する。 

＝県関係分 

 ▽第１節第２日 

ソニーＨＣ（６） ５（０―０、３―０、１―０、１―０）０ グラクソ・スミスクライン（０） 

▽得点者【ソ】永井友（２Ｑ１０分）石川（２Ｑ１２分）坂井（２Ｑ１３分）清水（３Ｑ１１分）一谷麻（４Ｑ１５分） 

東海院大（３） ６（０―０、２―０、３―０、１―０）０ 聖泉大（０） 

▽得点者【東】大谷２（２Ｑ３分、３Ｑ４分）鳥山２（２Ｑ８分、４Ｑ６分）小寺（３Ｑ９分）中村（３Ｑ１４分） 
 

 



週間ニュースファイル ２０１７年４月１７日～２３日 

2017/04/24 岐阜新聞朝刊 16ページ 252文字  

【スポーツ】 

 ▽ホッケー男子日本Ｌ開幕 ホッケー男子の日本リーグＨ１（１部）は１６日、川崎重工ホッケースタジアムなどで開幕、Ｈ１昇格

した岐阜朝日クラブＢＤ（ＢＬＵＥ ＤＥＶＩＬＳ）は、昨年王者の天理大に０－１で競り負け、黒星スタートとなった。（１７

日・２０面） 

 ▽今井が初の世界水泳出場決定 日本水連は１７日、世界選手権（７月・ブダペスト）の競泳代表として、１６日までの日本選

手権で女子２００メートル個人メドレーで２位となり、標準記録を突破した初出場の今井月（愛知・豊川高、岐阜西中出）を選ん

だ。（１８日・１９面） 
 

 



◇ホッケー日本リーグ 山学大女子開幕２連勝 

2017/04/24 山梨日日新聞 12ページ 475文字  

 ホッケーの日本リーグは２３日、山梨学院ホッケースタジアムほかで行われ、女子の山梨学院大は南都銀行に２－１で競り勝ち、開

幕２連勝した。 

 山学大は第３クオーター７分、ペナルティーコーナーから藤林千子のゴールで先制。直後に河村元美が豪快に決めてリードを広げた。

第４クオーターに１点差に迫られたが、ＧＫ田中秋桜を中心に守り切った。 

 

 ▽女子 

山梨学院 ２（０－０）１ 南都銀行 

大     （０－０）  （３） 

（６）   （２－０） 

      （０－１）       

東海学院 ６（０－０）０ 聖泉大 

大     （２－０）  （０） 

（３）   （３－０） 

      （１－０）       

立命大  ４（１－０）１ 駿河台大 

（３）   （１－０）  （０） 

      （１－０） 

      （１－１）       

コカ・コ ２（１－１）２ 天理大 

ーラウエ  （０－１）  （４） 

スト    （０－０） 

（４）   （１－０）       

ソニー  ５（０－０）０ グラクソ 

（６）   （３－０）  ・スミス 

      （１－０）  クライン 

      （１－０）  （０） 
 

 



ホッケー／日本リーグ／グラクソが大敗／男子リーベ初白星 

2017/04/24 下野新聞 11ページ 530文字  

 ホッケー日本リーグは２３日、富山県の小矢部ホッケー場ほかで女子第１節第２日などを行い、女子のグラクソ・スミスクラインはソニー

に０－５で大敗を喫し、開幕２連敗となった。男子２部のリーベ栃木は２戦目で初白星を挙げた。 

 グラクソは第１クオーターこそ前年覇者を無失点に抑えたが、第２クオーターに３失点。後半はＦＷ山口稚奈（やまぐちわかな）、Ｆ

Ｂ尾関愛美（おぜきあいみ）らが攻め込んだが、最後までシュートを決められなかった。 

 リーベ栃木は駿河台大に４－０で完勝した。第２クオーターにＦＷ大橋雅貴（おおはしまさき）が先制点。続く第３クオーターではＦ

Ｗ長岡巧真（ながおかたくま）とＦＷ佐藤有亮（さとうともあき）が追加点を挙げた。堅い守備も光り、第４クオーターにＦＷ大嶋雄

飛（おおしまゆうひ）が駄目を押した。 

 次戦、グラクソは５月１３日、奈良県の親里ホッケー場でコカ・コーラウエストと対戦。リーベ栃木は同２７日、日光市ホッケー場にＳ

ｅｌｒｉｏ島根を迎え撃つ。 

 

 ▽女子リーグ戦 

ソニー ２勝（６） ５（０－０，３－０，１－０，１－０）０ グラクソ・スミスクライン ２敗（０） 

 

 ▽男子リーグ戦 

リーベ栃木 １勝１分（４） ４（０－０，１－０，２－０，１－０）０ 駿河台大 ２敗（０） 
 

 



ホッケー／日本リーグ 

2017/04/24 東奥日報 朝刊 8ページ 168文字  

（２３日・山梨学院ホッケースタジアムほか） 

 ▽女子 

東海学院大 ６―０ 聖泉大 

（３）       （０） 

山梨学院大 ２―１ 南都銀行 

（３）       （６） 

立命大 ４―１ 駿河台大 

（３）     （０） 

コカ・コーラウエスト ２―２ 天理大 

（４）            （４） 

ソニー ５―０ グラクソ・スミスクライン 

（６）     （０） 
 

 



ホッケー日本リーグ開幕 リーベ 駿河台大に快勝＝栃木 

2017/04/24 東京読売新聞 朝刊 22 ページ 243文字  

 フィールドホッケー男子のトップリーグ「高円宮牌ホッケー日本リーグ」が２２日、開幕した。２部の「ＬＩＥＢＥ（リーベ）栃木」は２

２日に東京農大と３―３で引き分けたが、２３日は駿河台大に４―０で快勝した。 

 リーベは、東京農大戦で第３、第４クオーターに立て続けに失点したが、ＦＷ大橋の得点などで同点で試合を終えた。駿河台大戦で

は、第２クオーターに大橋が先制点を決め、その後も追加点を積み上げた。 

 次戦は５月２７日午後３時から、日光市の今市青少年スポーツセンターで、Ｓｅｌｒｉｏ島根と対戦する。 
 

 



ホッケー・日本リーグ２３日 

2017/04/24 東京読売新聞 朝刊 21 ページ 135文字  

 ▽女子 

山梨学院大（勝ち点６）   ２―１ 南都銀行（３） 

東海学院大（３）      ６―０ 聖泉大（０） 

立命大（３）        ４―１ 駿河台大（０） 

コカ・コーラウエスト（４） ２―２ 天理大（４） 

ソニーＨＣ（６）      ５―０ グラクソ・スミスクライン（０） 
 

 



ホッケー：日本リーグ ２３日 

2017/04/24 毎日新聞 朝刊 19 ページ 141文字  

 ◇ホッケー日本リーグ（２３日・山梨学院ホッケースタジアムほか） 

 ▽女子 

 東海学院大（勝ち点３）６―０聖泉大（０）、山梨学院大（６）２―１南都銀行（３）、立命大（３）４―１駿河台大

（０）、コカ・コーラウエスト（４）２―２天理大（４）、ソニー（６）５―０グラクソ・スミスクライン（０） 
 

 



２３日の記録 スポーツ 

2017/04/24 朝日新聞 朝刊 12 ページ 226文字  

 ◇ホッケー 日本リーグ 

 ▽女子 山梨学院大（６）２―１南都銀行（３）、東海学院大（３）６―０聖泉大（０）、立命大（３）４―１駿河台

大（０）、コカ・コーラウエスト（４）２―２天理大（４）、ソニーＨＣ（６）５―０グラクソ・スミスクライン（０） 

 （カッコ内数字は勝ち点） 

 ◇ソフトボール 女子日本リーグ ＳＧホールディングスグループ（１勝）３―１戸田中央総合病院（１敗）、デンソー（１勝）５

―４ホンダ（１敗）、豊田自動織機（１勝）５―３シオノギ製薬（１敗） 
 

 


