
ホッケー：男子日本リーグ２部 リーベ栃木「１部」射程 第３節連勝、２位 ／栃木 

2017/06/06 毎日新聞 地方版 21 ページ 556文字  

 ホッケー男子日本リーグ２部のリーベ栃木は日光市ホッケー場で３、４日にあった第３節に連勝した。通算

成績は４勝２分け（勝ち点１４）で、２位につけている。１部に自動昇格できる２部優勝を射程に捉

え、リーグ前半を終えた。 

 リーベは３日、首位の福井クラブに３―２で逆転勝ち。ＦＷ大橋雅貴選手がハットトリックを決めるなど攻

撃陣が奮闘した。 

 ４日には４位の東農大に２―１で競り勝った。立ち上がりに先制を許したが、第２クオーターにＦＷ石村

俊選手が同点ゴールを決めた。第３クオーターには逆襲からつないだ難しいクロスボールをＦＷ大橋選手がダ

イレクトに合わせる技ありのゴールで勝ち越した。その後は攻め込まれる時間帯が続いたが、ＧＫ若林勝己主

将を中心にしのいで追加点を許さなかった。 

 若林主将は東農大戦を「苦しい展開だったが全員が守備の意識を持てたことが大きい」と振り返った。福田

敏昭監督は「３日の首位攻防戦の勝利が自信となった。先制されても集中して粘れたことは今後の収穫。優

勝に向けて（リーグ後半も）取りこぼすことなく、一戦必勝で挑む」と気を引き締めた。 

 第４節は福井県越前町で９月９日に法政大、１０日は福井クラブと対戦する。【花野井誠】 

■写真説明 ３日の福井クラブ戦でハットトリックを決めたＦＷ大橋雅貴選手（手前左）＝リーベ栃木提

供 
 

４日の記録 スポーツ 

2017/06/05 朝日新聞 朝刊 17 ページ 151文字  

 ◇ホッケー 日本リーグ 

 ▽男子 立命大（６）５―３飯能ク（０） 

 ▽女子 天理大（１１）６―０聖泉大（０）、コカ・コーラウエスト（１４）１―１南都銀行

（８）、立命大（１２）２―１グラクソ・スミスクライン（６）、ソニーＨＣ（１６）１―１山梨学院大

（１３）、駿河台大（３）３―２東海学院大（３） 

 （カッコ内数字は勝ち点） 
 

ホッケー・日本リーグ４日 

2017/06/05 東京読売新聞 朝刊 16 ページ 175文字  

 ▽男子Ｈ１ 

立命大（勝ち点６）      ５―３ 飯能ク（０） 

 ▽女子 

天理大（１１）        ６―０ 聖泉大（０） 

コカ・コーラウエスト（１４） １―１ 南都銀行（８） 

立命大（１２）        ２―１ グラクソ・スミスクライン（６） 

ソニーＨＣ（１６）      １―１ 山梨学院大（１３） 

駿河台大（３）        ３―２ 東海学院大（３） 
 



ホッケー日本リーグ リーベ 東農大に勝利 ２位キープで前半戦終了＝栃木 

2017/06/05 東京読売新聞 朝刊 26 ページ 489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４日、日光市の今市青少年ス

ポーツセンターで４位の東農大と対戦し、２―１で競り勝った。通算成績は４勝２分け０敗で、順位は２

位で変わらず。５月２７、２８日、６月３、４日のホームでの４戦は３勝１分けとなり、リーグ前半戦を終

えた。 

 第１クオーターの終了直前、相手にペナルティーコーナー（ＰＣ）を奪われ、先制を許した。第２クオーター

でＦＷ石村の得点で同点に追いつくと、第３クオーターでは、ＦＷ吉原の鋭いセンタリングにＦＷ大嶋がステ

ィックを合わせて流し込み、勝ち越しを決めた。 

 第４クオーターは相手にＰＣを何度も奪われたり、退場者を出したりしながらも、相手に追加点を許さず、リ

ードを守り抜いた。 

 福田敏昭監督は「先制されて嫌な展開だったが、前日の福井クラブ戦での勝利が自信となり、みんな気落

ちせず粘れた。ゴール前で合わせた大嶋の得点は技ありだった」と振り返った。 

 次戦は９月９日、アウェーの福井県で、法政大と顔を合わせる。 

  

 写真＝ボールを奪いにいくリーベの選手（左）（４日午後、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 

2017/06/05 東奥日報 朝刊 10 ページ 195文字  

（４日・飯能市阿須運動公園ホッケー場ほか） 

 ▽男子 

立命大 ５―３ アルダー飯能 

（６）     （０） 

 ▽女子 

立命大 ２―１ グラクソ・スミスクライン 

（１２）    （６） 

ソニー １―１ 山梨学院大 

（１６）    （１３） 

駿河台大 ３―２ 東海学院大 

（３）      （３） 

天理大 ６―０ 聖泉大 

（１１）    （０） 

コカ・コーラウエスト １―１ 南都銀行 

（１４）           （８） 
 



ホッケー／日本リーグ／リーベ栃木逆転勝ち／グラクソは惜敗 

2017/06/05 下野新聞 8 ページ 471文字  

 

 ホッケー日本リーグは４日、日光市ホッケー場ほかで男女の各試合が行われた。男子２部第３節はリーベ

栃木が東農大に２－１で逆転勝ち。女子第３節はグラクソ・スミスクラインが立命大に１－２の惜敗だった。 

 リーベは第１クオーター終了間際に先制を許したが、第２クオーター２分、ＦＷ石村俊（いしむらしゅん）

が決めて同点とすると、第３クオーター１２分にＦＷ大嶋雄飛（おおしまゆうひ）が決勝点となるゴールを挙

げた。 

 グラクソは第１クオーター２分、ＦＷ五島梨奈（ごしまりな）が先制。しかし同クオーター終了間際に追い

付かれると、第２クオーター１１分に勝ち越しを許し、その後は攻勢を強めたが、ゴールが遠かった。 

 リーベの次節は９月９、１０の両日、福井県越前町で、グラクソの次節は同１～３日、日光市ほかで行

われる。 

 

 【男子】 

 ▽２部リーグ戦 

リーベ栃木 ４勝２分け（１４） ２（０－１，１－０，１－０，０－０）１ 東農大 ２勝１分

け２敗（７） 

 【女子】 

 ▽リーグ戦 

立命大 ４勝２敗（１２） ２（１－１，１－０，０－０，０－０）１ グラクソ・スミスクライン ２

勝４敗（６） 
 



◎福井ク首位守る ホッケー男子日本Ｌ２部 

2017/06/05 福井新聞 12 ページ 258文字  

 

福井ク首位守る 

  

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４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

セルリオ島根に３－１で勝利し、首位をキープした。 

 福井クは第１クオーターに先制されたが、第２クオーターに小林、三谷元が決め逆転した。第４クオーターに

も三谷元が決め引き離した。 

 次戦は９月９日、越前町営朝日総合運動場で東農大と対戦する。（三好悠馬） 

  

 ◆…県勢の成績…◆ 

 ▽男子２部 

  

福井ク ３ ０－１ １ セルリオ 

      ２－０   島根 

      ０－０ 

      １－０ 
 



◇ホッケー日本リーグ 山学大女子はソニーと分け 

2017/06/05 山梨日日新聞 12 ページ 563文字  

 ホッケー日本リーグは４日、埼玉・阿須運動公園ホッケー場ほかで行われ、女子の山梨学院大は首位のソ

ニーと対戦し、１－１で引き分けた。通算成績は４勝１分け１敗で３位。 

 山学大は第１クオーター１５分、ドリブル突破した尾本桜子のパスを小宮晴菜が冷静に決めて先制。その

後はＤＦ中込汐莉、ＧＫ田中秋桜を中心に守ったが、試合終了間際の第４クオーター１３分に追い付か

れた。 

 

 ▽女子 

ソニー  １（０－１）１ 山梨学院 

（１６）  （０－０）  大 

      （０－０）  （１３） 

      （１－０）       

立命大  ２（１－１）１ グラクソ 

（１２）  （１－０）  ・スミス 

      （０－０）  クライン 

      （０－０）  （６）  

駿河台大 ３（０－１）２ 東海学院 

（３）   （２－０）  大 

      （１－０）  （３） 

      （０－１）       

天理大  ６（２－０）０ 聖泉大 

（１１）  （１－０）  （０） 

      （０－０） 

      （３－０）       

コカ・コ １（０－０）１ 南都銀行 

ーラウエ  （０－０）  （８） 

スト    （１－０） 

（１４）  （０－１）       

 ▽男子 

立命大  ５（０－２）３ アルダー 

（６）   （１－１）  飯能 

      （２－０）  （０） 

      （２－０） 
 



ホッケー女子日本Ｌ ソニー引き分け 東海院大は逆転負け 

2017/06/05 岐阜新聞朝刊 17 ページ 583文字  

 ホッケー女子の日本リーグ第３節第２日は４日、埼玉県の阿須運動公園などで５試合を行い、ソニーＨ

Ｃは山梨院大に１―１で引き分け、通算５勝１分けの勝ち点１６で首位をキープした。東海院大は駿河

台大に２―３で逆転負けし、１勝５敗で８位のまま。 

 ソニーは、第１クオーター終了間際、カウンターからそのままドリブルでペナルティーエリア内まで持ち込まれ、先

制点を許すなど苦戦を強いられた。その後も、相手の堅守を打ち破れなかったが、終了間際の第４クオーター

１３分、ＭＦ永井葉月の素早いセンタリングにゴール前でＭＦ真野由佳梨がタッチシュートを決めて追い付

き、勝ち点１をもぎ取った。 

 東海院大は第１クオーター１２分、ＭＦ中川杏香のタッチシュートで先制。その後は相手の勢いを止めら

れずに３失点。終了間際のＰＣでＦＢ平田有真が決め、１点差に迫ったが、及ばなかった。 

 第４節第１日は９月１日、大阪府茨木市の立命館ホリーズスタジアムなどで５試合を行う。ソニーは天

理大、東海院大は南都銀行と対戦する。 

ソニーＨＣ（１６） １（０―１、０―０、０―０、１―０）１ 山梨院大（１３） 

▽得点者【ソ】真野（４Ｑ１３分）【山】小宮（１Ｑ１５分） 

駿河台大（３） ３（０―１、２―０、１―０、０―１）２ 東海院大（３） 

▽得点者【駿】松本３（２Ｑ２分、２Ｑ１２分、３Ｑ３分）【東】中川（１Ｑ１２分）平田（４Ｑ１

４分） 
 



ホッケー 日本リーグ（４日・飯能市阿須運動公園ホッケー場ほか） 

2017/06/05 中日新聞朝刊 18 ページ 159文字  

 

 ▽男子 

 立命大（６） ５－３ アルダー飯能（０） 

 ▽女子 

 立命大（１２） ２－１ グラクソ・ス（６） 

           ミスクライン  

 ソニー（１６） １－１ 山梨学院大（１３） 

 駿河台大（３） ３－２ 東海学院大（３） 

 天理大（１１） ６－０ 聖泉大（０） 

 コカ・コー（１４） １－１ 南都銀行（８） 

 ラウエスト 
 



コカ引き分け ホッケー女子日本Ｌ 

2017/06/05 中国新聞朝刊 11 ページ 963文字  

 

コカ引き分け 

ホッケー女子日本Ｌ 

 ホッケー女子の日本リーグ第３節最終日は４日、広島市安佐北区のコカ・コーラウエストレッドスパークスホ

ッケースタジアムなどで５試合があった。コカ・コーラウエストは南都銀行と１―１で引き分けた。４勝２分けの

２位。 

 コカ・コーラウエストは後半１５分に浅井のシュートで先制。しかし、２２分に南都銀行に追い付かれた。首

位のソニーは山梨学院大と１―１で引き分けた。 

 第４節は９月１～３日に大阪府茨木市の立命大スタジアムなどである。（橋原芽生） 

 ▽女子 



コカ・コーラウエスト１０－０１南都銀行 

（１４） ０－０ （８） 

  １－０ 

  ０－１ 

立命大２１－１１グラクソ・スミスクライン 

（１２） １－０ （６） 

  ０－０ 

  ０－０ 

ソニー１０－１１山梨学院大 

（１６） ０－０ （１３） 

  ０－０ 

  １－０ 

駿河台大３０－１２東海学院大 

（３） ２－０ （３） 

  １－０ 

  ０－１ 

天理大６２－００聖泉大 

（１１） １－０ （０） 

  ０－０ 

  ３－０ 

  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

決定力不足 勝ち切れず 「戦術理解が不十分」 

 今季、リーグ６位と苦しむ南都銀行との一戦。ホーグッド監督は「７５％はボールを支配した。今までで一

番内容のいい試合を引き分けてしまった」。コカ・コーラウエストは先制しながら痛い引き分け。地元ファンの拍

手に笑顔で応えることはできなかった。 

 序盤からテンポ良くパスを回し、相手ゴールに迫った。しかし、チャンスを生かし切れない。後半１５分、浅井

がペナルティーコーナー（ＰＣ）からシュートを決め先制。勢いに乗るかと思われたが、７分後に左サイドを破

られ、同点ゴールを喫した。ゲームキャプテンの大田は「相手の動きを見切れていなかった」と悔やんだ。 

 ＰＣは南都銀行の倍の８本。しかし決めたのは１本のみと、決定力不足を露呈した。加藤は「全員の戦

術の理解が不十分だった。強い相手の時こそ、ＰＣを有効に使わなくては」と反省した。 

 リーグ戦は次節まで約３カ月中断する。ホーグッド監督は「合宿も控えるので、もっと頭を使ったプレーができ

るよう鍛える」。勝負の秋に向け、さらなる飛躍を誓う。（橋原芽生） 

【写真説明】【コカ・コーラウエスト―南都銀行】後半２２分、南都銀行の西永（左から３人目）にシュート

を決められ、１―１となる 
 



３日の記録 スポーツ 

2017/06/04 朝日新聞 朝刊 13 ページ 337文字  

 ◇ホッケー 日本リーグ 

 ▽男子 天理大（９）３―１飯能ク（０） 

 ▽女子 山梨学院大（１２）４―１立命大（９）、グラクソ・スミスクライン（６）３―０東海学院

大（３）、ソニーＨＣ（１５）７―０駿河台大（０）、南都銀行（７）２―２天理大（８）、コカ・

コーラウエスト（１３）１１―０聖泉大（０） 

 （カッコ内数字は勝ち点） 

 ◇ソフトボール 女子日本リーグ トヨタ自動車（７勝３敗）４―１伊予銀行（３勝７敗）、日立

（６勝４敗）５―３シオノギ製薬（２勝８敗）、ビックカメラ高崎（１０勝）３―２豊田自動織機

（６勝４敗）、太陽誘電（８勝２敗）５―０日本精工（１勝９敗）、ＳＧホールディングスグループ

（６勝４敗）２―１デンソー（３勝７敗）、ホンダ（４勝６敗）４―２戸田中央総合病院（４勝６

敗） 
 

ホッケー・日本リーグ３日 

2017/06/04 東京読売新聞 朝刊 24 ページ 158文字  

 ▽男子Ｈ１ 

天理大（勝ち点９） ３―１ 飯能ク（０） 

 ▽女子 

山梨学院大（勝ち点１２）   ４―１ 立命大（９） 

グラクソ・スミスクライン（６）３―０ 東海学院大（３） 

ソニーＨＣ（１５）      ７―０ 駿河台大（０） 

南都銀行（７）        ２―２ 天理大（８） 

コカ・コーラウエスト（１３）１１―０ 聖泉大（０） 
 



ホッケー日本リーグ リーベ ２部優勝へ望み 粘って逆転勝利＝栃木 

2017/06/04 東京読売新聞 朝刊 28 ページ 516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３日、日光市の今市青少年ス

ポーツセンターで、福井クラブ（同部１位）と対戦し、３―２で競り勝った。通算成績は３勝２分け０敗。

同部２位で、１部に自動昇格できる２部優勝へ望みをつないだ。 

 第１クオーターは、相手にペナルティーコーナー（ＰＣ）を２度も与えたが、ＧＫ若林主将の好セーブなど

で失点を防いだ。第２クオーターでは、リーベがＰＣを奪い、ＤＦ大橋がゴール左下に決め先制点を挙げた

が、直後にカウンター攻撃を受けて失点。第４クオーターでは、カウンター攻撃を受けてリードを許したものの、

果敢な攻撃で立て続けにＰＣを獲得して大橋が２得点し、逆転した。 

 福田敏昭監督は「若林の好セーブにとても助けられたし、相手にリードされても諦めず粘れたことが勝因」と

振り返った。 

 ハットトリックを決めた大橋は「どうしても勝ちたい一戦だった。２部優勝という目標達成のためには、これから

も負けられない」と気を引き締めていた。 

 次戦は４日午後１時半から同センターで、東農大と戦う。 

        

 写真＝相手選手と激しく競り合うリーベの選手（左）（３日午後、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 

2017/06/04 東奥日報 朝刊 12 ページ 207文字  

（３日・飯能市阿須運動公園ホッケー場ほか） 

 ▽男子 

天理大 ３―１ アルダー飯能 

（９）     （０） 

 ▽女子 

山梨学院大 ４―１ 立命大 

（１２）      （９） 

グラクソ・スミスクライン ３―０ 東海学院大 

（６）              （３） 

ソニー ７―０ 駿河台大 

（１５）    （０） 

南都銀行 ２―２ 天理大 

（７）      （８） 

コカ・コーラウエスト １１―０ 聖泉大 

（１３）            （０） 
 



◇ホッケー 日本リーグ（３日・飯能市阿須運動公園ホッケー場ほか） 

2017/06/04 岩手日報朝刊 16 ページ 127文字  

 ▽男子 

天理大 

（９） 

３―１ 

アルダー飯能 

（０） 

 ▽女子 

山梨学院大 

（１２） 

４―１ 

立命大 

（９） 

グラクソ・スミスクライン 

（６） 

３―０ 

東海学院大 

（３） 

ソニー 

（１５） 

７―０ 

駿河台大 

（０） 

南都銀行 

（７） 

２―２ 

天理大 

（８） 

コカ・コーラウエスト 

（１３） 

１１―０ 

聖泉大 

（０） 
 



ホッケー／日本リーグ／リーベ、首位に逆転勝ち／グラクソ 東海学院大下す 

2017/06/04 下野新聞 11 ページ 531文字  

 

 ホッケー日本リーグは３日、日光市ホッケー場ほかで男子２部第３節第１日などを行い、リーベ栃木が３

－２で首位の福井クラブに逆転勝ちした。女子のグラクソ・スミスクラインは３－０で東海学院大に快勝した。 

 リーベ栃木はＦＷ大橋雅貴（おおはしまさき）がハットトリックの活躍。第２クオーター１２分に先制点を

決めると、最終クオーターは９分、１０分と立て続けにシュートを決めた。 

 グラクソは第３クオーター６分、ＦＷ柴田（しばた）あかねが先制点を挙げ勢いに乗り、直後にＦＷ井沢

美空（いざわみく）が追加点。最終クオーターも攻撃の手を緩めず、相手ＧＫが弾いたボールを井沢が押し

込んだ。 

 リーベ栃木は４日午後１時半から同ホッケー場で東農大と対戦。グラクソは同日午前１０時から埼玉県

の阿須運動公園ホッケー場で立命館と戦う。 



 

 ［写真説明］リーベ栃木－福井クラブリーグ戦 第４クオーター９分、ＦＷ大橋（左）が同点のシュート

を決める＝日光市ホッケー場 

 

 ▽男子２部リーグ戦 

リーベ栃木 ３勝２分け（１１） ３（０－０，１－１，０－０，２－１）２ 福井クラブ ４勝１

敗（１２） 

 

 ▽女子リーグ戦 

グラクソ・スミスクライン ２勝３敗（６） ３（０－０，０－０，２－０，１－０）０ 東海学院大 

１勝４敗（３） 
 

◎福井ク逆転負け ホッケー男子 日本Ｌ２部 

2017/06/04 福井新聞 17 ページ 290文字  

福井ク逆転負け 

  

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３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

リーベ栃木に２－３に逆転負けを喫し、開幕初黒星となった。 

 福井クは第２クオーター、先制された直後に小林がタッチシュートを決め同点。第４クオーターには和久利が

追加点を挙げたが、相手のペナルティーコーナー（ＰＣ）などで逆転され、反撃及ばなかった。 

 次戦は４日、同会場でＳｅｌｒｉｏ島根と対戦する。（三好悠馬） 

  

  ◆…県勢の成績…◆ 

 ▽男子２部 

  

リーベ栃木 ３ ０－０ ２ 福井ク 

        １－１ 

        ０－０ 

        ２－１ 
 



◇ホッケー日本リーグ 山学大女子が４ゴール快勝 

2017/06/04 山梨日日新聞 17 ページ 597文字  

 ホッケー日本リーグは３日、埼玉・阿須運動公園ホッケー場ほかで行われ、女子の山梨学院大は立命大に

４－１で快勝した。通算成績は４勝１敗。 

 山学大は第２クオーター４分、小宮晴菜のゴールで先制し、１５分にはペナルティーコーナー（ＰＣ）から

小林葉月が追加点。１点を返された後の第３クオーター１５分にＰＣから再び小林、第４クオーター９分

にもＰＣから藤林千子が決めて突き放した。 

 

 ▽女子 

山梨学院 ４（０－０）１ 立命大  

大     （２－０）  （９）  

（１２）  （１－１）       

      （１－０）       

グラクソ ３（０－０）０ 東海学院 

・スミス  （０－０）  大    

クライン  （２－０）  （３）  

（６）   （１－０）       

ソニー  ７（２－０）０ 駿河台大 

（１５）  （１－０）  （０）  

      （１－０）       

      （３－０）       

南都銀行 ２（１－１）２ 天理大  

（７）   （０－０）  （８）  

      （１－０）       

      （０－１）       

コカ・コ １１（２－０）０ 聖泉大  

ーラウエ   （５－０）  （０）  

スト     （１－０）       

（１３）   （３－０）       

 ▽男子 

天理大  ３（１－０）１ アルダー 

（９）   （０－０）  飯能   

      （０－０）  （０）  

      （２－１） 
 



ホッケー女子日本Ｌ ソニー５連勝 東海院大は３連敗 

2017/06/04 岐阜新聞朝刊 12 ページ 609文字  

 ホッケー女子の日本リーグ第３節第１日は３日、埼玉県の阿須運動公園などで５試合を行い、ソニーＨ

Ｃは駿河台大に７－０で大勝し、開幕からの連勝を５に伸ばし、勝ち点１５で首位をキープした。東海院

大はグラクソ・スミスクラインに０－３で敗れ、１勝４敗で８位に順位を落とした。 

 ＦＷ瀬川真帆ら海外リーグに挑戦していた選手も合流し、今季初のフルメンバーで挑んだソニーは、開始

早々から主導権を握り続け、第１クオーターにＦＷ清水美並、ＦＷ永井友理がタッチシュートで２点を先

取。その後も攻撃の手を緩めず、ＦＷ深野加弥が第２、３クオーターで２得点を挙げるなど点差を広げた。

堅守も光り、開幕からの無失点を貫いた。 

 東海院大は、互いにカウンターを仕掛け合うなど、激しい攻防を繰り広げた。第２クオーターまで無失点を続

けたが、第３クオーター７分に先制を許すと３失点。ゴールを奪えず、３連敗した。 

 第３節第２日は４日、同公園などで５試合を行い、ソニーは山梨院大、東海院大は駿河台大と対戦す

る。 

 ＝県関係分 

グラクソ・スミスクライン（６） ３（０―０、０―０、２―０、１―０）０ 東海院大（３） 

▽得点者【グ】柴田（３Ｑ７分）井沢２（３Ｑ８分、４Ｑ１１分） 

ソニーＨＣ（１５） ７（２―０、１―０、１―０、３―０）０ 駿河台大（０） 

▽得点者【ソ】清水（１Ｑ５分）永井友２（１Ｑ１５分、４Ｑ９分）深野２（２Ｑ１２分、３Ｑ１

０分）小沢（４Ｑ１分）阪口（４Ｑ８分） 
 

ホッケー 日本リーグ（３日・飯能市阿須運動公園ホッケー場ほか） 

2017/06/04 中日新聞朝刊 27 ページ 159文字  

 

 ▽男子 

 天理大（９） ３－１ アルダー飯能（０） 

 ▽女子 

 山梨学院大（１２） ４－１ 立命大（９） 

 グラクソ・ス（６） ３－０ 東海学院大（３） 

 ミスクライン             

 ソニー（１５） ７－０ 駿河台大（０） 

 南都銀行（７） ２－２ 天理大（８） 

 コカ・コー（１３） １１－０ 聖泉大（０） 

 ラウエスト 
 



コカ圧勝 ホッケー日本Ｌ女子 

2017/06/04 中国新聞朝刊 23 ページ 992文字  

 

コカ圧勝 

ホッケー日本Ｌ女子 

 ホッケー女子の日本リーグ第３節第１日は３日、広島市安佐北区のコカ・コーラウエストレッドスパークスホ

ッケースタジアムなどで５試合があった。コカ・コーラウエストは聖泉大に１１―０で圧勝した。４勝１分けの

２位。 

 コカ・コーラウエストは開始２分にペナルティーコーナーからのこぼれ球を辻井が決めて先制。その後も攻撃の

手を緩めず、前半だけで大量の７得点を挙げた。後半も４点加え、聖泉大に反撃を許さなかった。 

 首位のソニーは駿河台大を７―０で下し、５戦全勝とした。（橋原芽生） 

 ▽女子 



コカ・コーラウエスト１１２－００聖泉大 

（１３） ５－０ （０） 

  １－０ 

  ３－０ 

山梨学院大４０－０１立命大 

（１２） ２－０ （９） 

  １－１ 

  １－０ 

グラクソ・スミスクライン３０－００東海学院大 

（６） ０－０ （３） 

  ２－０ 

  １－０ 

ソニー７２－００駿河台大 

（１５） １－０ （０） 

  １－０ 

  ３－０ 

南都銀行２１－１２天理大 

（７） ０－０ （８） 

  １－０ 

  ０－１ 

  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

攻守に攻撃的 主導権渡さず 

 今季初の地元戦で、コカ・コーラウエストは圧倒的な力を見せつけた。日本リーグに参戦３年目の聖泉大に

１１得点。ホーグッド監督は「勝ち点３を取れたことはよかった」と淡々と語った。 

 常にシュートを狙う攻撃的なプレーで、主導権を渡さなかった。前半２分に辻井が先制ゴール。同１０分、

三橋のパスに合わせた金藤がゴールし、同２９分にはサークル内で加藤―辻井―加藤の速いパス回しで加

点した。「チャンスの時に仲間とうまく連係することだけを意識した」という辻井は、チーム最多の３得点と２アシ

ストをマークした。 

 守りも、攻撃的なスタイルを貫いた。高い位置からプレッシャーをかけてボールを奪い、攻撃の芽を摘んだ。サ

ークル内で許したシュートはわずか１本。その間も着実に加点し、相手の戦意を奪った。 

 ただ、指揮官は「得点できる場面はもっとあった。集中力が足りず満足な試合内容ではない」と厳しい評価。

４日の南都銀行戦に向け、ゲームキャプテンの大田は「強い相手でも立ち上がりから主導権を握って自分たち

の流れの試合をする」と気を引き締めた。（橋原芽生） 

【写真説明】【コカ・コーラウエスト―聖泉大】後半５分、コカ・コーラウエストの辻井㊨が倒れ込みながらシュー

トを決め、８―０とする 
 



きょうのスポーツ 

2017/06/03 朝日新聞 朝刊 16 ページ 612文字  

■ホッケー 日本リーグ（１１・００埼玉・飯能市阿須ホッケー場ほか）■ソフトボール 女子日本リーグ

（１０・３０埼玉・川口市青木町公園野球場ほか） 
 

４日のスポーツ 

2017/06/03 共同通信ニュース  732文字  

その他の書誌情報を表示 

◇ホッケー 日本リーグ（１０時・飯能市阿須運動公園ホッケー場ほか） 
 

きょうのスポーツ 

2017/06/03 中日新聞朝刊 27 ページ 626文字  

 ◇ホッケー 日本リーグ（１１時・飯能市阿須運動公園ホッケー場ほか） 
 

３日のスポーツ 

2017/06/02 共同通信ニュース  623文字  

◇ホッケー 日本リーグ（１１時・飯能市阿須運動公園ホッケー場ほか） 
 



女王奪還へ ホッケー女子日本Ｌ コカ・コーラウエスト あすから地元戦 

2017/06/02 中国新聞朝刊 15 ページ 2395文字  

 

女王奪還へ 

ホッケー女子日本Ｌ コカ・コーラウエスト 

あすから地元戦 

 ホッケー女子のコカ・コーラウエストは３年ぶりとなる女王の座に向け、地元広島から歩みを加速する。３、４

の両日、広島市安佐北区のコカ・コーラウエストレッドスパークスホッケースタジアムで日本リーグの聖泉大戦と

南都銀行戦がある。快勝で勢いに乗りたい。（文・橋原芽生、写真・浜岡学、山下悟史） 

攻撃的スタイル目指す 

 今季就任したホーグッド監督が、昨季８年ぶりに２位以内を逃し４位と沈んだチームの立て直しに取り組

む。目指すのは、自分たちが主導権を握り続ける攻撃的なスタイルだ。 

 練習ではドリブルを極力使わない速いパス回しを徹底。ゲームキャプテンのＭＦ西村は「ボールを奪われるリ



スクを減らせる」と分析する。ＤＦ錦織は「今季は、守備陣のリーダーにならなくてはならない。いい攻撃ができ

るよう、いいパスを出して起点となりたい」と意気込む。 

 ここまで４試合終え、３勝１分けの２位。３試合で相手に先制を許し、苦戦が続いているが、チームトップ

の５得点を挙げるＦＷ辻井は「パスミスなどでシュートまでつながらない場面も多かったが、試合を重ねるごとに

連係がかみ合いつつある」と成長を実感している。 

 変わったのは戦術だけではない。選手と積極的に関わろうとする新指揮官の陽気な性格で、チームの雰囲

気も明るくなった。西村は「今まで以上にスピードあふれるプレーで勝つ姿をファンの方に見せたい」。新生コカ・

コーラウエストが、今季唯一の地元戦で、復活をアピールする。 

新戦術の途上 挑戦続ける 

ニール・ホーグッド監督 

 チームはいい方向に進んでいる。試合中の多くの時間で、ボールの支配ができている。インターセプト（からの

速攻）の数が増えているのはすごくいい。攻撃的な戦い方ができている証しだ。常にシュートを狙う姿勢を感じ

る。 

 ただ、ディフェンスがまだまだ貧弱だ。守備に回った際のポジション取りがうまくできていない。失点数は気になら

ないが、取られ方に問題がある。もっと早く厳しく相手をマークするべき。次のプレーを予測して動けていない。 

 （今は）新しい戦術をつくり上げている途中の段階で、完璧である必要はない。ミスを怖がらず果敢に挑戦

してほしい。 

展望 

総合力で故障者カバー 

 今季の日本リーグは１回戦総当たりのリーグ戦後、１位と４位、２位と３位による準決勝があり、敗者は

３位決定戦、勝者が決勝に進む。 

 ４月に開幕し、２連覇中のソニーは開幕４戦全勝。リオデジャネイロ五輪代表６人を中心に、２７得点、

無失点と圧倒的な強さを見せている。 

 コカ・コーラウエストは３勝１分けの２位と好位置に付ける。懸念材料は、故障者の存在だ。精神的支柱

のＦＷ新井主将や、ＧＫの前田、即戦力ルーキーＭＦ田中とＦＷ江村がけがで長期離脱中。総合力が

試されるシーズンとなる。 

 ＤＦの錦織やＧＫの菅原を中心に安定した守備から得点を重ね、女王の座を手繰り寄せたい。 

≪選手一覧≫ 

背番号選手年齢ポジション経歴 

１前田彩花２３ＧＫ佐賀・伊万里商高―聖泉大 

２中尾明日香２４ＤＦ富山・石動高―山梨学院大 

３西田奈央２７ＭＦ京都・須知高―天理大 

４浅井悠由２１ＭＦ大阪・羽衣学園高 

☆５西村綾加２８ＭＦ滋賀・伊吹高―天理大 

６大田昭子３０ＤＦ鹿児島・樋脇高―天理大 

７三橋亜記２７ＦＷ宮城・築館高―山梨学院大 



○☆８田中泉樹２５ＭＦ岩手・不来方高―山梨学院大 

◎９新井麻月２８ＦＷ大阪・羽衣学園高―天理大 

１０湯田葉月２７ＭＦ大阪・羽衣学園高―天理大 

１１笠原佳乃２６ＦＷ大阪・羽衣学園高―天理大 

１２菅原梢２７ＧＫ宮城・築館高―天理大 

１３加藤彰子２９ＦＷ島根・横田高―山梨学院大 

１４斎藤明日香２２ＤＦ奈良・天理高 

１５佐藤圭２４ＭＦ大阪・羽衣学園高―山梨学院大 

１６辻井紫歩２３ＦＷ滋賀・伊吹高―天理大 

○１７山田明季２４ＦＷ大阪・羽衣学園高―山梨学院大 

★１８藤井美沙２３ＤＦ大阪・羽衣学園高―山梨学院大 

１９金藤祥子２４ＦＷ滋賀・伊吹高 

２０錦織えみ２４ＤＦ島根・横田高 

○２１江村佳歩２２ＦＷ奈良・天理高―天理大 

◎は主将、○は新加入、☆は昨季リーグベストイレブン、★は昨季最多得点選手賞 

≪コカ・コーラウエストの日本リーグ成績≫ 

年順位監督勝点勝分敗得点失点 

２００５⑧信井康博４１１１２１２３８ 

０６⑦信井康博６２０１２１３４５ 

０７⑥信井康博１５５０９１４２３ 

０８④柳承辰１７５２７１９２３ 

０９②柳承辰３２１０２２３２９ 

１０②柳承辰２８８４２３２１２ 

１１①柳承辰２５８１０２３３ 

１２①柳承辰３９１３０１７６６ 

１３②柳承辰３７１２１１７０８ 

１４①柳承辰３８１２２０４６６ 

１５②朴善美２８９１２５１９ 

１６④朴善美２８９１２５１１０ 

※２回戦総当たり。１１、１５、１６年は１回戦総当たりのリーグ戦順位決定戦とプレーオフ制で数字は

合計。朴善美はコーチ 

≪コカ・コーラウエストの日本リーグ日程表≫ 

月日スコア相手 

４・２２５―０駿河台大 

４・２３２―２天理大 

５・１３３－２グラクソ・スミスクライン 



５・１４２―１山梨学院大 

月日相手会場 

６・３聖泉大広島 

６・４南都銀行広島 

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プレーオフ岐阜 

１０・１５プレーオフ岐阜 

※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、大阪＝立命大スタジアム、岐阜＝川崎重工

ホッケースタジアム 

≪その他の大会日程≫ 

大会期間会場 

全日本社会人選手権９月１６～１９日福井 

愛媛国体１０月１～５日愛媛 

全日本女子選手権１２月８～１０日岐阜 

※福井＝県立ホッケー場ほか、愛媛＝伊予市民競技場ほか、岐阜＝川崎重工ホッケースタジアム 

【写真説明】西村綾加 

【写真説明】辻井紫歩 

【写真説明】錦織えみ 

【写真説明】「攻撃ホッケー」の浸透を図るホーグッド監督 

【写真説明】３季ぶりの日本リーグ制覇を目指すコカ・コーラウエストの選手 
 

 


