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全国高等学校体育連盟（全国高
体連）は 4 月 26 日、新型コ

ロナウイルス感染拡大を受け、東北
から九州の 21 府県で分散開催予定
だった全国高校総合体育大会（イン
ターハイ）の中止を決めた。各競技

の全国高校選手権を統合して 1963
年から始まった全国高校総体の中止
は史上初めて。愛媛では松山市でバ
ドミントンが実施予定だった。
　日本高野連は 5 月 20 日、第 102
回全国高校野球選手権大会の運営委
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苦渋の決断　県高校 ・ 中学 総体も苦渋の決断　県高校 ・ 中学 総体も

県高校体育連盟（佐伯幸治会長）
は 5 月１日、新型コロナウイ

ルスの感染拡大を受け、第 74 回県
高校総合体育大会の中止を全会一致
で決めた。県高体連によると、中止
は初めて。今大会は地区予選を中止
して約１万人が参加し、５月末から
６月にかけて中予を中心に 32 競技

　県中学校体育連盟は５月 12 日、
第 72 回県中学校総合体育大会の
中止を決めた。７月 21 ～ 28 日に
県内各地で 18 競技を実施し、約
5000 人が参加予定だった。
　８月に東海地方で予定された全国
中学校体育大会（全中）は初の中止

の集大成の集大成涙涙

が決まっている。
　県高校野球連盟は 5 月 21 日、３
年生が出場できる代替大会の８月開
催を検討すると表明。３年生や監督
各校の意向に加え、６、７月の練習
状況なども考慮し、６月中に開催可
否や日程を決める方針。
▶県高体連 代替大会も困難
▶全国高校総体中止の反応
▶県中学総体も中止

の中止の中止
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員会と理事会を開き、甲子園球場で
８月 10 日から予定されていた夏の
甲子園大会と出場権を懸けた地方大
会の中止を決めた。夏の大会中止は
３度目で戦後初。春夏連続での中止
は戦争での中断を除き史上初めて。

を実施予定だった。

https://www.ehime-np.co.jp/article/news202005020031
https://www.ehime-np.co.jp/article/news202004270038
https://www.ehime-np.co.jp/article/news202005130050


Egao Sports News（2） 2020 年（令和２年）５月２５日発行

長友選手、 高校生にエール

「輝ける未来がある」

新型 コ ロ ナ ウ イ
ル ス の 影 響 で

全国高校総体（イン
ターハイ）、県高校
総体が中止となり、

目標を失った県内高校生アスリート
を励まそうと、サッカーの長友佑都
選手（西条市出身）が、愛媛新聞に
メッセージを寄せた。

愛媛県高校総体 ・ インターハイ中止

集大成の大会、こんな終わり方は…

　愛媛の高校生の皆さんへ　愛媛の高校生の皆さんへ
　今回、 インターハイと愛媛県高校総体の開催中止が決まったと聞き、 残念　今回、 インターハイと愛媛県高校総体の開催中止が決まったと聞き、 残念

に思ってます。に思ってます。

　大会を目指して努力を重ねてきた皆さんの気持ちを思うと言葉になりません。　大会を目指して努力を重ねてきた皆さんの気持ちを思うと言葉になりません。

　ただ、 これからの皆さんの人生において、 今日まで重ねてきた努力がさまざま　ただ、 これからの皆さんの人生において、 今日まで重ねてきた努力がさまざま

な形で皆さんを支えてくれるときがきっと来るはずです。な形で皆さんを支えてくれるときがきっと来るはずです。

　今まで当たり前に競技を続けて来ましたが、 それが当たり前ではないということ　今まで当たり前に競技を続けて来ましたが、 それが当たり前ではないということ

を僕自身、 強く感じています。を僕自身、 強く感じています。

　多くの方の支えがあり、 そして、 世の中が平和であること。 その上で競技をす　多くの方の支えがあり、 そして、 世の中が平和であること。 その上で競技をす

ることができるんだな。 と感じてます。ることができるんだな。 と感じてます。

　今は与えられた環境で自分にできることに取り組んで、 共に苦難を乗り越えま　今は与えられた環境で自分にできることに取り組んで、 共に苦難を乗り越えま

しょう。しょう。

　そして、 その先に皆さんの輝ける未来があると僕は信じてます。　そして、 その先に皆さんの輝ける未来があると僕は信じてます。

　昨秋の県大会で準優勝し、愛媛の頂点まであと一歩
に迫った小松高校。北龍輝主将は「中止を受け止めよ
うとすることで精いっぱい。甲子園を目指して親元を
離れ、小松に進んだ。目標がなくなり、今は何も考え
られない」と言葉を絞り出した。
　今治西を春夏通算 11 度の甲子園に導き、今春、松
山商に赴任した大野康哉監督（写真）は「３年生とは
一度も同じグラウンドに立てないまま、甲子園への道
が閉ざされた。悔しいとしか言えない」と無念さをに
じませた。　▶「努力無駄でない」各校監督

2019 年の県高校総体総合開会式

　冬の全国高校選手権を目指す選手
と、総体で引退する選手が同じチー
ムでも両方いる新田バスケットボー
ル部。夏の引退を決めていた宮本斗
喜也選手は「バスケが好きで３年間

　県高校総体が新型コロナウイルス
感染拡大の影響で中止に追い込まれ
た。「集大成の大会がなくなった」「こ
んな終わり方は心残り」。仲間との
練習の日々に思いをはせ、生徒らは
悔しさを募らせた。

続けたので、こんな終わり方は悔し
いし心残りはある」と声を絞り出し
た。冬まで継続する正岡侑真主将
も「最後に３年生全員で試合がした
かった」と残念がる。
　開催を信じて自主練習に励んでき
たという松山工男子ソフトボール部
の田島海靖主将は「入学した時から
日本一を目指してきたので、悔いし
かない」と声を落とした。一方で「練
習で培った気持ちのつくり方を生か

すときだと思う」とし、国体開催に
最後の望みを託した。
　「試合に負けるよりも悔しい。ま
だまだみんなとホッケーをしたかっ
た」と松山中央女子ホッケー部の上
岡愛佳主将は話した。

春に続き、 夏の甲子園中止

「試合して終わりたい」球児の夢失い 悔しさ
　全国高校野球選手権の中
止が 5 月 20 日に決まり、憧
れの甲子園を目指してきた
県内の球児は「夢に向かい
努力してきた。悔しさしかな
い」とショックを口にした。

　県高校野球連盟が 5 月 21 日、中止となった夏の愛
媛大会の代替大会検討を表明した。「試合をやって終わ
りたい」「開催を信じて備える」。暗雲に差し込んだ一
筋の光に、高校球児は希望を見いだした。
　グラウンドで練習中の松山聖陵の部員ら（写真）は、
代替大会の可能性を知り、表情が自然に和らいだ。昨
夏の愛媛大会決勝で最後の打者となった悔しさを抱え
る岸田明翔主将（17）は「（甲子園中止は）ショック
が大きかったけど、
また野球を頑張ろう
という気持ちになれ
る」と頬を緩ませ、

「部員に感染者が出
ないように予防し、
大会があると信じて
備えたい」と話した。　▶県内球児に希望の光

高校野球高校野球　 愛媛大会の代替８月開催検討

https://www.ehime-np.co.jp/article/news202005210059
https://www.ehime-np.co.jp/article/news202005220037
https://www.ehime-np.co.jp/article/news202005020014
https://www.ehime-np.co.jp/article/news202005080032
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baseball

愛媛ＭＰ

soccer

愛媛ＦＣ

soccer

ＦＣ今治

basketball

愛媛ＯＶ
13 試合中止　地区３位確定

バスケットボール男子のＢリー
グは 3 月 27 日、新型コロナ

ウイルスの感染拡大を受け、今季の
残りのレギュラーシーズンや年間王
者を決めるチャンピオンシップ、１
部（Ｂ１）と２部（Ｂ２）の入れ替
え戦など残り全試合を中止すると発
表した。今季優勝チームはなく、各
地区の順位が確定した。
　Ｂ１からＢ２への降格はない。Ｂ

２は勝率上位２チームが４月に行わ
れる審査を経て、Ｂ１クラブライセ
ンスが交付されれば昇格する。来季
の 2020 ～ 21 年シーズンはＢ１は
20 チーム、Ｂ２は 16 チームで争う。

愛媛マンダリンパイレーツ（Ｍ
Ｐ）は５月 11 日、松山市恵

原町の愛媛銀行グラウンドで全体練
習を再開した。守備の連係プレーな
どに汗を流した。四国アイランド
リーグ plus（ＩＬ）は「６月中の
開幕を目指し、準備を進める」と発
表した。
　練習前、河原純一監督は選手を集
め「開幕できる日は来ると思うが、

新型コロナウイルスの感染拡大
を受けてチーム活動を休止し

ていたＦＣ今治は５月 12 日、あり
がとうサービス．夢スタジアムで約
１カ月ぶりに全体練習を再開。自宅
待機していた選手らを中心に、柔軟
運動やパス回しなどで汗を流した。
　感染予防対策として、選手を４グ
ループに分けて練習時間を変え、非
公開で実施。体力回復を目的とした
メニューを各グループが 30 分ずつ
こなし、ピッチの感触を確かめた。

愛媛ＦＣ・愛媛ＭＰ・ＦＣ今治

開幕・再開に向け始動

　Ｂ２西地区の愛媛オレンジバイキ
ングス（ＯＶ）は 13 試合が中止。
24 勝 23 敗、地区３位の成績が確
定し、来季のＢ１昇格はなくなった。
▶連載「阻まれた挑戦」

ＦＣ今治提供ＦＣ今治提供

短期間で試合を消化する必要があ
り、体力的にハードになる」と指摘。

「今、調整は不要。自分を追い込む
練習をしていこう」と声を掛けた。
　選手らはウオーミングアップを終
えると、投手陣と野手陣に分かれて
メニューをこなし、約１カ月ぶりの
全体練習に時折笑顔も見せていた。
▶全体練習再開後初、喜びの実戦
紅白戦でアピール

愛媛ＦＣは５月 19 日、４月６
日から休止していたトップ

チームの練習を松山市の愛フィール
ド梅津寺で再開した。感染防止対策
として当面、選手を３グループに分
けて行う。
　非公開で実施したチーム練習は、
10 人前後のグループごとに開始時
間をずらし、１時間半～２時間のメ
ニューをこなした。感染リスクを減
らすため、ランニングでは選手間の
距離を取り、スタッフはマスクを着
用。練習前後の手洗いやうがい、使
用する用具やロッカールームの消毒

なども徹底した。
　午前中に体幹トレーニングやパス
回しなどに取り組んだＤＦ前野貴徳
は「ずっと１人（で自主練習）だっ
たので、気持ちが変わってやりやす
い」と仲間との練習を前向きに語っ
た。主将のＦＷ西田剛は「試合が再
開したときにトップパフォーマンス
で勝利を届けられるよう準備してい
く。楽しみにお待ちください」とサ
ポーターへ呼び掛けた。

愛媛ＦＣ提供愛媛ＦＣ提供

https://www.ehime-np.co.jp/special/sports/ehime_fc/
https://www.ehime-np.co.jp/special/sports/ehime_ov/
https://www.ehime-np.co.jp/special/sports/fc_imabari/
https://www.ehime-np.co.jp/special/sports/ehime_mp/
https://www.ehime-np.co.jp/article/news202005140067
https://www.ehime-np.co.jp/special/series/ehimeov_habamare
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今やれること、ファンへ届け

愛媛ＦＣフィジカルコーチの津
川武久さんがウェブでサポー

ターらにストレッチや体幹トレーニ
ングを指導する講座を開催。参加者
は家でもできるトレーニング方法な
どを学びながら、外出自粛でなまり
がちな体をリフレッシュさせた。
　サポーターとふれあう機会を設け
ようと、ビデオ会議アプリ「Zoom

（ズーム）」を使用したトレーニング
講座を企画。津川コーチは冒頭、「短
い時間だが、体を動かして楽しんで
ほしい」と声を掛け、約 30 分間、
ストレッチや簡単な筋トレを紹介。
ＦＷ藤本佳希とＭＦ森谷賢太郎の両
選手もサプライズで登場した。

Ｊリーグは新型コロナウイル
スの影響で公式戦再開が見

通せない状況が続く。そんな中、愛
媛ＦＣにはインターネット上で「本
業」のサッカー以外の発信に力を入
れる選手もおり、時間を有効活用し
プロとしての価値を高めている。

　「愛媛は温泉がいい」「梅津寺の砂
浜トレーニングはきつかったな」。
大型連休中の５月２日、ＭＦ森谷賢
太郎＝写真＝が写真共有アプリ「イ
ンスタグラム」でライブ動画を配信
した。相手は横浜Ｍユース後輩で、
Ｊ１川崎のＭＦ斎藤学。2011 年に
愛媛でプレーした斎藤と「愛媛のた

四国アイランドリーグｐｌｕｓ（ＩＬ）の
公式戦開幕が新型コロナウイルスの影響

で遅れる中、愛媛マンダリンパイレーツ（Ｍ
Ｐ）の選手たちはツイッターなどＳＮＳを使っ
てファンに元気な姿を届けている。今季は 15
人が新加入し顔触れが大きく変わったが、ベ
テランの正田樹投手以外の 27 選手は松山市
恵原町の寮で共同生活を続けている。ＳＮＳ
の動画投稿からも選手同士のコミュニケー
ションがどんどん増しているのがうかがえる。
　2016 年に愛媛ＭＰで投手として活躍した

お笑い芸人のサブロク双亮さんから始まった
リレー動画。途中の小田幸平コーチからピン
ク色のエプロンリレーに変わり、選手らは体
幹トレーニングの様子や得意な手料理、趣味
の洗車などを投稿。
　4 年目のシーズンを迎える福田融司投手は、
今季加入したチーム唯一の外国人登録選手ブ
ルース山本投手と一緒に「Let's Talk English」
コーナーを開設。軽妙なトークを交えて、野
球に絡めた英会話に挑戦している。
▶愛媛 MP 公式ツイッターはこちら⇒

愛媛ＦＣ
選手たち

愛媛ＦＣフィジカルコーチ

ＷＥＢレッスン

本業外の発信でつながる絆

県内プロスポーツ

選手の SNS 投稿

ライブ動画で 「愛媛」 語る

児童施設オンライン訪問

食の大切さブログで説く

めにできることはないか」と話し
合って実現した。約１時間の配信で、
愛媛の良さや驚いたことなどを笑顔
で語り合った。

　ＤＦ山崎浩介は 17、18 年に愛媛
ＦＣに在籍したＪ２東京ＶのＭＦ小
池純輝らが立ち上げた「F-connect」
のメンバー。活動の中心である児童
養護施設訪問を、ビデオ会議アプリ

「Zoom（ズーム）」を使い行ってい
る。
　４月下旬、小池とともに松山信望
愛の家（松山市久万ノ台）の子ども
たちと交流した。

　ＧＫ原裕太郎は、昨年から受けて
いる食事指導で好調を維持できてい
ることをきっかけに、「食」にスポッ
トを当てた情報発信をインスタなど
で続ける。４月には「より多くの人
に見てもらえるよう」ブログを開設
した。

https://twitter.com/mappy_e
https://www.ehime-np.co.jp/article/news202005140068
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テレワーク ・外出自粛で

なまった身体をコンディショニング

　テレワークや外出自粛で体がなまってしまいがち
な現在、エクササイズを意識的に取り入れ、しっか
りと身体の調子を整えることが肝心です。日本健康
運動指導士会愛媛県支部の副支部長で、愛媛新聞・

フジカルチャースクールの講師も務める森田高弘ト
レーナーが、ストレッチや筋トレなどを組み合わせ
た運動「コンディショニング」をレクチャーします。
ＱＲコードから動画も見ることができます。

足裏ストレッチ足裏ストレッチ

全体重を支える足裏は疲れがたまりやすい部位。運動不
足になると筋肉が衰えやすくなります。
①椅子に座って足を組むなどして足裏に手が届く体勢を
取ります。
②足裏の筋肉をほぐす運動で特に痛みが強かったところ
を親指で押します。
③親指で圧をかけながら、反対の手を足の指に掛けて甲
側に曲げ、15 秒～２分、足裏を伸ばしていきます。

腰回りは日常生活で負担のかかりや
すい場所です。腰上の背骨のすぐ横
の筋肉が盛り上がった部分▽腰に手
を当てたときにちょうど親指が当た
る部分▽お尻の上部分―の３カ所を
各 30 秒～１分かけて重点的にほぐし
ましょう。
 ①テニスボールを床に置き、身体を
傾けるようにしてゆっくりとボール
に体重を乗せていきましょう。
②息を吐いて身体の力をしっかりと
抜いていきましょう。奥までしっか
りとほぐすことができます。
③筋肉に沿って身体を少しずつ動か
し、痛気持ちよく感じるポイントを
探るように刺激しましょう。

寝ころんだままスクワット効果寝ころんだままスクワット効果

体重が膝にかからないため負担なく強化できます。力を
込めることを意識し、左右 10 回を目安に行いましょう。
①床に横向きになり、膝と股関節を 90 度に曲げます。肩、
お尻、かかとが一直線になるようにします。
②下側の手を枕にし、上側の手で床を軽く押しながら横
腹を少し持ち上げて、背骨を床と平行にします。
③かかとは付けたまま、骨盤の位置を動かさないように

椅子を使ったスクワット椅子を使ったスクワット

ウオーキングの途中、膝が痛くなることがあります
が、それは太ももの筋力低下も要因の一つです。
①椅子の角に座り、肩幅程度に足を開きます。両手
は頭の後ろで組み、肘を後ろに引いて胸を広げ、背
筋はまっすぐ伸ばしておきましょう。
②肩が膝の位置に来るよう体を前傾させます。
③目線は正面に、息を吐きながら３秒かけてゆっく
りと立ち上がります。

タオルで胸筋ストレッチタオルで胸筋ストレッチ

両手でタオルを持ちますが、持ち手
の幅を狭くするほどきつくなります。
ギリギリできる幅で持つのがポイン
ト。
①足は肩幅程度に広げて立ちます。
肘はまっすぐ伸ばしておきましょう。
②息を吸いながら頭の上まで持ち上
げます。

腕立て伏せ腕立て伏せ

正しい姿勢で腕立て伏せを行えば、ほぼ全身を使ったト
レーニングになり、代謝は上がり、背筋も伸びて猫背の解
消にも効果的です。スピードを上げるのではなく、ゆっく
りと体を下ろすなど強度を高めていきましょう。

して、上側の膝を持ち上げ
ます。お尻に力を入れ、膝
を目いっぱいまで持ち上げ
３秒保ちます。
④１秒で元に戻しましょう。

③息を吐きながらお尻までタオルを下げていきます。肘
は伸ばしたままです。
④逆の順番で腰の前まで戻します。20 回を目安に繰り返
しましょう。

整えよう身体と心はこちら

腰
回
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の

腰
回
り
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車いすテニスの練習に励む清水克起さ
ん＝４月２８日、松山市北梅本町

車いすテニスジュニアマスターズ準Ｖ清水さん（松山）

愛媛のパラ競技　ファン拡大へ力

頑張っているパラアスリートが
愛媛にたくさんいる。応援を

受けられる選手が増えるよう、力に
なりたい。2019 年１月、フランス
で開かれた車いすテニスのジュニア
マスターズで、準優勝に輝いた松山
市の清水克起さん（19）＝ファイ
ンデックス。快挙から１年余りがた
ち、一人の選手、また社会人として
前進する傍ら、愛媛のパラスポーツ
を盛り上げようと奮闘している。
　パラアスリートを支援するＮＰ
Ｏ法人パラワク（松山市）は 11 月
14 日、県内の選手や支援者らが参
加する研修・交流会を開催予定。企
画担当として関わる清水さんは研修
について「選手目線を採り入れたい」
と、食事やメンタルトレーニングに
関する講演などを計画する。健常者
の実業団チームにも声を掛け、レベ
ルアップへ知識の共有を図るつもり
だ。清水さんは講師との日程調整の
ほか、交流会会場となるホテルとの

打ち合わせなどに奔走している。
　今年２月、障害者スポーツの現状
を学び、環境の充実につなげるパネ
ルディスカッションにパネリストと
して参加。これまでも所属するファ
インデックスをはじめ、さまざまな
支援を受けプレーを続けてきたが、
応援の大切さを改めて実感したとい
う。交流会には、普段スポーツと関
わりの薄い人にも参加を呼び掛け
る。「ファンを拡大し、応援しても
らえる選手を一人でも増やして、恩
返ししたい」。そう願い、慣れない
作業に汗を流す。
　一方、選手としても社会人１年目
の昨季は貴重な経験を積んだ。「ジュ
ニアと異なり、パワーだけでは勝て
ない。ショットの精度が重要」と話
し、戦術を重視したテニスへの適応
を進める。
　新型コロナウイルスの感染拡大を
受け、今季の試合はここまで中止に。

「オフの練習を実戦で試せず悔しい」

と歯がゆさを抱えるが「練習期間が
増え、強くなるチャンスが増えた」
と前を向く。現在の国内ランキング
は 11 位。目標とする 2024 年のパ
リ・パラリンピックへ、期待の 10
代は成長を期している。

野球王国・愛媛のシンボル的施
設「坊っちゃんスタジアム」

（松山市市坪西町）が 5 月 14 日、オー
プン 20 周年を迎えた。中四国有数
の規模を誇る球場は 2000 年の完成
以降、日本野球機構（ＮＰＢ）の公
式戦やオールスター戦、日本初の独
立リーグ、高校野球などプロアマを

置している。基本カラーに使われて
いる青色は選手の集中力を高める作
用があるとされる。屋内練習場など
設備も充実しており、東京ヤクルト
スワローズが 2004 年から秋季キャ
ンプを続けている。
　新型コロナ感染拡大の影響で静か
な春となった節目の年。7 月 13 日
に若手選手によるフレッシュオール
スターゲームの開催が予定されてい
たが、無念の中止となった。

数々のドラマを生み出す　野球王国 ・愛媛のシンボル

坊っちゃんスタジアム　オープン 20 周年
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問わず幾多の熱戦の舞台となり、愛
媛の野球人やファンの物語を紡いで
きた。
坊っちゃんスタジアムの正式名称は
松山中央公園野球場。グラウンドは
両翼 99・１ｍ、中堅 122 ｍ。３万
人収容可能で、バリアフリー対応と
して車いす専用観覧席を 136 席設



（7）Egao Sports News2020 年（令和２年）５月２５日発行

北伊予ひまわりクラブ（松前町）

いつでも、どこでも、いつまでもスポーツをいつでも、どこでも、いつまでもスポーツを
楽しむことができる生涯スポーツ活動の場「総楽しむことができる生涯スポーツ活動の場「総
合型地域スポーツクラブ」。地域住民が主体的合型地域スポーツクラブ」。地域住民が主体的
に運営するクラブを紹介します。に運営するクラブを紹介します。
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）

　卓球台が並んだ体育施設に夕方に
なると三々五々、小学生から大人ま
で、さまざまな世代が集まってくる。

「和気あいあいとした雰囲気で、み
んなが楽しくできるのが一番」とク
ラブマネジャーの石丸俊二さんが笑
顔を見せる。
　松山市の北部、旧北条市の河野地
区を活動拠点として 1998 年 4 月
に「河野スポーツクラブ」は誕生し

た。地区内のスポーツ少年団、高齢
者のグラウンドゴルフ、誰でも参加
できる卓球や太極拳の教室に加え、
グラウンド・ゴルフ大会や卓球大会
も開催する。
　グラウンドゴルフ大会は、日ごろ
から活動している高齢者だけでな
く、小学生や中学生、一般の方も参
加。分館単位で約 15 チーム、計約
100 人が出場する多世代が交流で

　「松前町の北伊予地区の住民全員
が会員です」。北伊予ひまわりクラ
ブのクラブマネジャー、田中安男
さん（71）が胸を張る。会費なし。
各種団体からの寄付金や、物品販売
で活動資金を得て、年１回、「健康
スポーツの集い」を開催している。

　昨年の３月１７日、松前町国体記
念ホッケー公園のグラウンドでは、
高齢者たちがグラウンドゴルフ大会
に汗を流していた。体育館では、さ
まざまなレクリエーション競技を体
験できるコーナーが設けられ、家族
連れが続々と集まり、けん玉やフラ

イングディスク、カローリングなど
を体験していた。
　県体育協会の職員をしていた田中
さんは、県内の総合型地域スポーツ
クラブ設立推進に携わっていた関係
で「勧める以上は、自分でもクラブ
づくりをしよう」と地元で取り組ん
だという。
　「北伊予地区は日本一、公民館活
動が活発な地域」と自負する田中さ
ん。その地域で行われるスポーツ活
動、文化活動をサポートしていくの
が北伊予ひまわりクラブの役目だと
考えている。
　「全国大会に出場する子どもたち
を応援し、松前町で活発になってい
るホッケーもサポートしていきた
い。地域の活動が活発となり、世代
間の交流が促進されることがクラブ
の目標です」と力強く語った。

きる大会だ。卓球大会も多世代の約
80 人が出場するという。
　教室や大会を通じて、子どもたち
や若者と話すきっかけが生まれる。
石丸さんは「同じ地区内に住んでい
ても、接点や同じ話題がないと、な
かなか触れ合うことができない。こ
うやって、共通のスポーツで汗を流
していると、地区内で出会うと声を
かけてくれる。それがうれしいんで
す」と話し、世代を越えたコミュニ
ケーションに、河野スポーツクラブ
が役立っていると感じている。
　卓球教室に来ていた中学生が、高
校を卒業しても教室に顔を出してく
れる。そして就職して、地区に帰っ
てきてくれる。スポーツクラブを核
にして、郷里とのつながりが生まれ
ていくことを願っている。

https://youtu.be/z3MY5uYw_FY
https://youtu.be/T_ljwLef5IE
https://www.ehime-np.co.jp/article/news201905100072
https://www.ehime-np.co.jp/article/news201905130025
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　Web 新聞「愛顔スポーツ」を閲
覧するには、パソコンか
らは「Ｗｅｂ」ボタンか
ら、スマートフォ
ン や タ ブ レ ッ ト
の 携 帯 端 末 は Ｑ
Ｒ コ ー ド か ら 閲
覧できます。

月刊愛顔スポーツ
編集部通信編集部通信

　野球、サッカー、
ゴルフ…シーズン

開幕を今か今かと待ち続ける毎日だ
が、伝えられるニュースは中止の話
題ばかり。特に高校スポーツ界の
夢舞台インターハイ中止は、高校 3
年生にとって痛みに似た衝撃があっ
ただろう。その思いに寄り添い、長

友佑都選手がふるさと愛媛の高校生
にメッセージを寄せた。これぞ世界
で活躍する一流プレーヤーの所作。
その心遣いと行動力が素直にうれし
く、誇らしく感じた。
　喪失感に包まれた高校生アスリー
トに、いま投げ掛けられる言葉を持
つ大人は多くはないから。

バス ケ ッ ト
ボールＢ２

の愛媛オレンジバ
イ キ ン グ ス（ Ｏ
Ｖ）はこのほど、
クラブのマスコッ

トキャラクター「バルト」＝写真、
クラブ提供＝を着ぐるみとして立体

愛媛ＯＶマスコット　着ぐるみ制作へＣＦ

「開幕戦に立体バルトを呼ぼう！」
化し、来季以降の試合会場を盛り上
げるためのクラウドファンディング

（ＣＦ）を始めた。
　バルトは 2017 ～ 18 年シーズン
開幕時に公式キャラクターとして登
場。ただ、これまでイラストのみで、
今季最も印象に残ったマスコットを
ファンの投票で決定するＢリーグの

イベントでもエントリー 33 チーム
中最下位に甘んじた。
　ＣＦは、Ｂリーグの選手会や女子
Ｗリーグの選手有志らが参加するバ
スケット界共同プロジェクトの一
環。集まった資金は社会貢献やコン
テンツ力強化策など各クラブが考え
た企画に活用される。
　愛媛ＯＶの公式ホームページから
特設サイトに移行すると、ＣＦに参
加できる。

苦しくても、諦めない。一度の
敗北で全てが終わるわけじゃ

ない。困難の時にも自らを鍛え、戦
い続ける。そんなアスリートの姿と
言葉に、勇気づけられる。全国 24
メディアによるコラボレーション報
道「コトバのチカラ」の特設サイト
が４月末、スタート。愛媛新聞社も
参加し、愛媛新聞 ONLINE やアプ
リに特設サイトも開設しました。ア
スリートや指導者ら、あらゆるス

ポーツにかかわる人たちの印象的な
言葉を、シンプルなデザインととも
に伝えます。
　コラボ報道「コトバのチカラ」は、
全国各地の新聞社、放送局など２４
メディアと Google ニュースイニシ
アティブが協力して運営。現場で取
材してきた記者のノートに残ってい
た誰も知らない言葉、たくさんの
ニュースの中に埋もれてしまった言
葉…。それらを、統一したデザイン
のもと、みなさんに届けます。
　新型コロナウイルス感染拡大で、

社会全体が鬱々とした状況に陥って
います。高校総体の中止、プロスポー
ツの中止や延期、練習することすら
ままならない状況に。そんな今だか
らこそ、諦めないアスリートたちの
言葉を伝え、アスリートを含むすべ
ての人を応援していきたい、との思
いを込めて発信します。

アスリートの 「コトバのチカラ」 発信

「コトバのチカラ」
サイト

愛媛新聞 ONLINE
特設サイト

▶各写真を押すと記事を閲覧できます。

https://www.ehime-np.co.jp/special/egao_sports/web_newspaper/
https://www.ehime-np.co.jp/online/news/amp_stories/kotobanotikara/takeda.html
https://www.ehime-np.co.jp/online/news/amp_stories/kotobanotikara/sawada.html
https://www.ehime-np.co.jp/online/news/amp_stories/kotobanotikara/okada.html
https://www.ehime-np.co.jp/online/news/amp_stories/kotobanotikara/hirose.html
https://www.ehime-np.co.jp/online/news/amp_stories/kotobanotikara/tyeha.html
https://orangevikings.jp/

