
ホッケー：男子日本リーグ２部 リーベ栃木「地元初白星」 法政大に１－０ １部昇格の弾みに ／栃木 

2017/05/30 毎日新聞 地方版 23 ページ 689文字  

 ホッケー男子日本リーグ２部のリーベ栃木は２８日、日光市ホッケー場で行われたリーグ戦で法政大に１―０で勝利

し、リーグ参戦３年目で念願の「地元初白星」を手にした。通算成績は２勝２分けで２位（勝ち点８）につけ、選手た

ちは「この勝利を１部昇格の弾みにする」と気を引き締めた。 

 １点リードのまま迎えた試合終盤。選手たちは決意を胸にボールを追い、走り続けた。「今度こそ地元で勝つ」。試合終

了が告げられると抱き合って喜び、スタンドに詰めかけたチームカラーの緑色のＴシャツを着た応援団も沸き立った。 

 試合は一進一退の攻防が続いたが、第４クオーターにＦＷ大嶋雄飛選手がセットプレーからのこぼれ球を押し込んで先

制した。守ってはＧＫ若林勝己主将が好セーブを連発し、無失点で勝利へと導いた。 

 日光市は「ホッケータウン」を名乗るほど競技が盛んな土地柄。地元の今市高も全国屈指の強豪として知られる。昨季

は２部で優勝争いに絡んだものの、有利なはずのホームでは勝てなかった。 

 リーベは２７日に行われたＳｅｌｒｉｏ島根との試合で、一時２点リードしたものの４―４で引き分けていた。地元

開催７戦目にして「日光初勝利」を挙げ、福田敏昭監督は「肩の荷が下りた。立ち上がりは選手に硬さが見られたが、声

援が力になった」とほっとした様子だった。 

 次節の６月３、４日も日光でリーグ戦を実施。リーベは３日に首位の福井クラブ、４日に東農大と対戦する。若林主

将は「福井は２部優勝、１部昇格へ超えなければならない相手。ホームの声援を力に勝つ」と力強く語った。【花野井誠】 

■写真説明 ゴールへ攻め込むリーベ栃木の選手たち＝リーベ栃木提供 
 

２８日の記録 スポーツ 

2017/05/29 朝日新聞 朝刊 12 ページ 60文字  

 ◇ホッケー 日本リーグ 

 ▽男子 山梨学院大（９）３―１立命大（３）、岐阜朝日ク（６）３―１小矢部（３） 

 （カッコ内数字は勝ち点） 
 

ホッケー：日本リーグ ２８日 

2017/05/29 毎日新聞 朝刊 18 ページ 75文字  

 ◇ホッケー日本リーグ（２８日・小矢部ホッケー場ほか） 

 ▽男子 

 岐阜朝日ク（勝ち点６）３―１小矢部ＲＥＤＯＸ（３）、山梨学院大（９）３―１立命大（３） 
 

ホッケー・日本リーグ２８日 

2017/05/29 東京読売新聞 朝刊 20 ページ 50文字  

 ▽男子Ｈ１ 

山梨学院大（勝ち点９） ３―１ 立命大（３） 

岐阜朝日ク（６）    ３―１ 小矢部（３） 
 

 



お待たせ ホーム白星 リーベ 日本リーグ参戦後初＝栃木 

2017/05/29 東京読売新聞 朝刊 26 ページ 620文字  

 フィールドホッケー男子・日本リーグ２部の「ＬＩＥＢＥ（リーベ）栃木」は２８日、日光市の今市青少年スポーツセン

ターで法政大と対戦し、１―０で競り勝った。２０１５年のリーグ参戦以来、待望のホーム戦初白星。通算成績は２

勝２分け。 

 両チームとも好機に決められず、第３クオーターまで無得点。最終の第４クオーター、ペナルティーコーナーからのセットプ

レーで、リーベのＦＷ大嶋が先制点を挙げた。その後はＧＫ若林の好セーブでリードを守り、逃げ切った。 

 リーグに参戦してからホーム戦はこの日が７試合目。福田敏昭監督は「ずっと勝てなかったので、やっと地元で勝てて良か

った」と、胸をなで下ろした。 

 なかなか点の取れない展開が続いたが、決勝点を挙げた大嶋は「気持ちで負けないようにした。相手ＧＫが下に構えて

いたのが見えたので、ゴール上を狙った」と笑顔を見せた。 

 主将を務めるＧＫ若林は試合終盤の好セーブを「相手がゴールの左側を狙うのはわかっていたので、飛びついた」と振り

返り、福田監督は「ペナルティーコーナーからの得点力が高い法政大を無失点に抑えられたのは大きい」とたたえた。 

 次戦は、６月３日午後１時１５分から、同じ会場で現在２部１位の福井クラブと戦う。若林主将は「手ごわい相手

だが、１部に昇格するためには負けられない。地元の応援を力に変えたい」と力を込めた。 

  

 写真＝ボールを持って攻め込むリーベ栃木の選手（左）（２８日、日光市の今市青少年スポーツセンターで） 
 

ホッケー／日本リーグ 

2017/05/29 東奥日報 朝刊 8 ページ 77文字  

（２８日・小矢部ホッケー場ほか） 

 ▽男子 

岐阜朝日ク ３―１ 小矢部ＲＥＤＯＸ 

（６）       （３） 

山梨学院大 ３―１ 立命大 

（９）       （３） 
 

 



ホッケー／日本リーグ／リーベ 地元初白星／法大に１－０ 

2017/05/29 下野新聞 8 ページ 1098文字  

 

 ホッケー男子日本リーグ２部は２８日、日光市ホッケー場で第２節２日目を行い、リーベ栃木が法大に１－０で勝



利、リーグ参戦３季目にして地元で初白星を挙げた。通算成績は２勝２分けの勝ち点８。順位を３位から２位に上げ

た。 

 試合は序盤から一進一退の攻防が続いたが、リーベは第４クオーター４分、ペナルティーコーナー（ＰＣ）の流れから

ＦＷ大嶋雄飛（おおしまゆうひ）が押し込んで先制。終了間際には相手にＰＣを与えたが、ＧＫ若林勝己（わかばや

しかつみ）主将の好セーブで失点を防いだ。 

 第３節は６月３、４の両日に同会場で行われ、リーベは３日午後１時１５分から福井クラブ、４日午後１時半から

東農大と対戦する。 

 

 ▽リーグ戦 

リーベ栃木 ２勝２分け（８） １（０－０，０－０，０－０，１－０）０ 法大 ２勝２敗（６） 

 

 リーベ栃木・福田敏昭（ふくだとしあき）監督（待望の地元初勝利に）「ようやく肩の荷が下りた気持ち。最後は声援

が選手の背中を押してくれた。内容的には課題も残ったが、勝ったことが何より大きい」 

 

 ◇ハイライト◇ セットプレーの攻防制す 

 

 ようやく生みの苦しみから解放された。リーグ参戦３季目、通算７戦目にして地元初勝利を挙げたリーベ栃木。若林勝

己主将は「最後まで集中を切らさずに戦えた。とにかく勝ててよかった」とホッとした様子で語った。 

 セットプレーの攻防が接戦を制する決め手となった。第４クオーター３分にペナルティーコーナーを獲得すると、ゴール前に

詰めていたＦＷ大嶋雄飛がＧＫのはじいたボールを押し込み待望の先制点。今季３得点目が値千金の決勝弾となった

背番号８は「点を取りたいという強い気持ちで決めた得点」と胸を張った。 

 守っては前日の東農大戦でＰＣから３得点を挙げた法大を封じるため、自陣ゴール前で反則をせずに守る意識を徹

底。さらに映像を使って相手のＰＣの特徴を分析した。先制点から４分後、この日唯一のＰＣを与えたが、ＧＫ若林が

「シュートの癖は分かっていた」と倒れ込みながら左手を伸ばして見事に止めた。 

 この日はスポンサー企業の関係者や選手の家族ら約１００人が、そろいの緑色のＴシャツを着用して応援。勝利の瞬

間、大きな歓声と拍手で喜びを爆発させた。 

 次節はやはり地元で首位福井クラブと直接対決。若林は「相手は格上。挑戦者としてぶつかっていく」、大嶋は「１部昇

格のためにもここが勝負」と気合を込める。重圧をはね返した選手にとって最高の舞台が整った。（生沢一浩（いけざわか

ずひろ）） 

 

 ［写真説明］リーベ栃木－法大リーグ戦 第４クオーター４分、リーベのＦＷ大嶋がゴールを決めガッツポーズ＝日光

市ホッケー場、生沢一浩撮影 
 

 



ホッケー日本リーグ ＲＥＤ ＯＸ 地元連勝逃す 

2017/05/29 北日本新聞朝刊 16 ページ 228文字  

 

男子ホッケー日本リーグは２８日、小矢部市の小矢部ホッケー場などで２試合を行い、小矢部ＲＥＤ ＯＸは岐阜朝

日クラブに１―３で敗れた。１４日に続く地元での２連勝はならなかった。通算成績は１勝２敗、勝ち点３となった。 

 小矢部ＲＥＤ ＯＸは第１クオーター開始早々にペナルティーコーナーを獲得。ＦＢ穴田翔太が先制点を決めたもの

の、第２クオーターで追い付かれた。日本代表候補のＭＦ村田和麻にボールを集めて勝ち越しを狙ったが、第４クオータ

ーの終了近くに２点を奪われた。 
 

◎福井ク逆転 開幕４連勝 ホッケー男子 日本Ｌ２部 

2017/05/29 福井新聞 13 ページ 257文字 

福井ク逆転 

開幕４連勝 

  

ホッケー男子 日本Ｌ２部 

  

 ホッケー男子の日本リーグ２部は２８日、栃木県日光市ホッケー場で３試合が行われ、首位の福井クラブは３―２で

東農大に逆転勝ちし、開幕４連勝を飾った。 

 福井クは１―２で迎えた第４クオーター終了間際に和久利のゴールで追いつくと、直後に三谷元が左サイドからの鮮や

かなシュートで決勝点を挙げた。 

 次戦は６月３日、同会場でリーベ栃木と対戦する。（竹内史幸） 



  

  ◆…県勢の成績…◆ 

 ▽男子２部 

  

福井ク ３ １－０ ２ 東農大 

      ０－１ 

      ０－１ 

      ２－０ 
 

◇ホッケー日本リーグ 山学大男子が快勝 

2017/05/29 山梨日日新聞 16 ページ 306文字  

 ホッケーの日本リーグは２８日、大阪・立命大茨木ホッケー場などで行われ、山梨学院大男子は立命大に３－１で快

勝した。通算成績は３勝１敗。 

 山学大は第１クオーター４分、ペナルティーコーナーから小川恭平が決めて先制。第２クオーター１３分にも小川が追

加点を挙げた。第３クオーターに１点を返されたが、第４クオーター６分に山崎晃嗣がゴール前でこぼれ球を押し込んで

突き放した。 

 

 ▽男子 

山梨学院 ３（１－０）１ 立命大 

大     （１－０）  （３） 

（９）   （０－１） 

      （１－０）       

 

岐阜朝日 ３（０－１）１ 小矢部Ｒ 

ク     （１－０）  ＥＤＯＸ 

（６）   （０－０）  （３） 

      （２－０） 
 

 



ホッケー男子日本Ｌ 岐阜朝日ク連勝 

2017/05/29 岐阜新聞朝刊 20 ページ 433文字  

 ホッケー男子の日本リーグＨ１（１部）第５日は２８日、富山県の小矢部ホッケー場などで２試合を行い、岐阜朝

日クラブＢＤ（ＢＬＵＥ ＤＥＶＩＬＳ）は、小矢部ＲＥＤＯＸに３―１で逆転勝ちし、２連勝。２勝１敗の勝

ち点６で３位に浮上した。 

 岐阜朝日は、開始早々にＰＣで先制点を許したが、第２クオーター４分に、ＰＣからＦＢ山田翔太がフリックシュート

を豪快に決め、同点に追い付いた。その後は互いに足踏みが続いたが、第４クオーターに相手がイエローカードで退場し、

数的優位に立つと、１０分のＰＣで再び山田がフリックシュートを決め、勝ち越した。さらに３分後には山田がＰＣからハ

ットトリックとなるゴールを決め、突き放した。 

 岐阜朝日の次戦は、第９日の８月１２日、川崎重工ホッケースタジアムでＡＬＤＥＲ飯能と対戦する。 

＝県関係分 

岐阜朝日クＢＤ（６） ３（０―１、１―０、０―０、２―０）１ 小矢部ＲＥＤＯＸ（３） 

▽得点者【岐】山田３（２Ｑ４分、４Ｑ１０分、４Ｑ１３分）【小】穴田（１Ｑ２分） 
 

スポーツ岐阜 

2017/05/29 中日新聞朝刊 地方版（岐阜スポＡ） 12 ページ 58文字  

 ◇高円宮牌ホッケー日本リーグ（１４日・伊吹ホッケー場）＝県関係分 

 ▽ソニーＨＣ ＢＲＡＶＩＡ Ｌａｄｉｅｓ５－０東海学院大 
 

ホッケー 日本リーグ（２８日・小矢部ホッケー場ほか） 

2017/05/29 中日新聞朝刊 22 ページ 49文字  

▽男子 

 岐阜朝日ク（６） ３－１ 小矢部ＲＥＤＯＸ（３） 

 山梨学院大（９） ３－１ 立命大（３） 
 

きょうのスポーツ 

2017/05/28 朝日新聞 朝刊 23 ページ 34文字  

 ■ホッケー 日本リーグ（１４・００大阪・立命館ホリーズスタジアムほか） 
 

リーベ 島根に４―４ ホッケー日本リーグ＝栃木 

2017/05/28 東京読売新聞 朝刊 32 ページ 249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」２部の「ＬＩＥＢＥ（リーベ）栃木」は２７日、日

光市の今市青少年スポーツセンターで、Ｓｅｌｒｉｏ島根と対戦し、４―４で引き分けた。 

 リーベは、第１クオーターに先制し、第２クオーターにも追加点を挙げ、２―１で試合を折り返した。第３クオーターに１

点追加し、２点差までリードを広げたものの、連続失点で同点に並ばれた。最終の第４クオーターに両チームとも１点ず

つ追加し、引き分けた。次戦は、２８日午後１時３０分から同センターで、法政大と戦う。 
 

 



ホッケー／日本リーグ／リーベ栃木地元勝利逃す 

2017/05/28 下野新聞 13 ページ 301文字  

ホッケー男子日本リーグは２７日、日光市ホッケー場で第２節１日目を行い、２部のリーベ栃木はＳｅｌｒｉｏ島

根と４－４で引き分けた。通算成績１勝２分け。順位を２位から３位に落とした。 

 リーベは第１クオーター、ＦＷ大橋雅貴（おおはしまさき）が先制ゴール。その後も積極的に攻めた。１点リードで迎え

た第３クオーターには、再び大橋のシュートで３－１と引き離したが、相手の粘り強い守備と攻撃の前に地元勝利はなら

なかった。 

 ２日目は２８日、同会場で行われる。リーベ栃木は午後１時３０分から法大と対戦する。 

 

 ▽リーグ戦 

リーベ栃木 １勝２分（５） ４（１－１，１－０，１－２，１－１）４ Ｓｅｌｒｉｏ 島根 １分２敗

（１） 
 

◎福井ク開幕３連勝 ホッケー男子 日本Ｌ２部 

2017/05/28 福井新聞 14 ページ 243文字  

福井ク開幕３連勝 

  

ホッケー男子 日本Ｌ２部 

  

 ホッケー男子の日本リーグ２部は２７日、栃木県日光市ホッケー場で３試合が行われ、福井クラブは４―２で駿河台

大に勝ち、開幕３連勝となった。 

 福井クは１―１で迎えた第２クオーターにペナルティーコーナー（ＰＣ）から伊藤のゴールで勝ち越し。第３クオーター

には和久利、冨山が加点した。２８日は同会場で東農大と対戦する。（竹内史幸） 

  

 ◆…県勢の成績…◆ 

 ▽男子２部 

  

福井ク ４ １－１ ２ 駿河台大 

      １－０ 

      ２－０ 

      ０－１ 
 

きょうのスポーツ 

2017/05/28 中日新聞朝刊 26 ページ 844文字  

 ◇ホッケー 日本リーグ（１４時・小矢部ホッケー場ほか） 
 

 

 



２８日のスポーツ 

2017/05/27 共同通信ニュース  864文字  

 ◇ホッケー 日本リーグ（１４時・小矢部ホッケー場ほか） 
 

あした／５月２８日／日曜日／来て！見て！／男子ホッケー リーベ栃木主将／若林勝己（わかばやしかつみ）さ

ん（２９）／日光で地元初勝利目指す 

2017/05/27 下野新聞 21 ページ 472文字  

 男子ホッケーの日本リーグ２部は２７、２８の両日、日光市ホッケー場で第２節を行い、リーベ栃木は２７日午

後３時からＳｅｌｒｉｏ島根、２８日午後１時３０分から法政大を迎え撃つ。 

 リーグは６チームの総当たり２回戦制。リーベ栃木は現在１勝１分けで２位。昨年はリーグ３位で入れ替え戦の

末、惜しくも２部に残留しており、１部昇格に向けて地元で連勝したい。 

 ホッケーは時速２００キロにもなる打球の速さ、スティックを使った巧みなテクニックが魅力。日本代表選手が見せる

鮮やかなプレーも見逃せない。 

 リーベはドイツ語で「愛」を意味する。２０１５年の日本リーグ参戦以降、愛する地元で一度も勝ち星がなく、「声援

が力になる。一緒に戦って喜んでほしい」と若林主将＝写真左＝は呼び掛ける。 

 チケットは全て自由席で当日券のみ販売。一般１０００円、高校生５００円、中学生以下無料。入場者先着

１００人にリーベ栃木応援用うちわを配布する。（問）リーベ栃木広報０９０・４６０１・６２４５ 



（野中美穂（のなかみほ）［写真説明］地元での初勝利を誓う若林主将。右は落合副将＝日光市ホッケー場 
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 男子ホッケーの日本リーグ２部は２７、２８日の両日、日光市ホッケー場で第２節を行い、地元のリーベ栃木は２７

日午後３時からＳｅｌｒｉｏ島根、２８日午後１時半から法大と対戦する。 

 リーベ栃木は昨季リーグ３位。１部５位のＡＬＤＥＲ飯能との入れ替え戦に臨んだが、２－３で惜しくも敗れて２部

に残留した。悔しさを胸に挑む今季は「２部リーグで優勝して１部昇格」と若林勝己（わかばやしかつみ）主将は飛躍を

誓う。 

 第１節を終了し、１勝１分けの２位につける。昨季、Ｓｅｌｒｉｏ島根とは２勝と相性が良く、法大とは１分け１

敗。２０１５年の日本リーグ参入以降、いまだにホームでの白星がないだけに、若林主将は「地元で初勝利を挙げること

が第一の目標」と闘志を燃やしている。 

（野中美穂（のなかみほ）） 
 

 


