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ドッジボール

ドッジボール界の
フロントランナ として動く|

昨年12月 14、 15日 の両日、日本 台湾・香港・韓国の4つの国と地域を代表した協会が参加し、東京の新宿コズミックセンター

で「第1回 ADCアジアカップJが開催されました。今回は、日本代表キャフテンの吉田隼也さん (男子)と野沢羽純さん (女子)

に、当日の試合を振り返りながら対談していただきました。

■国際試合開催の意義

吉田 アジアカップはどうでしたか,

野沢 想像していたより楽しかつた。もっとはヽいむ

き出しなのかと思つていたら、意外とフレンドリーζ

でも こういう討合があるとモチベーションも上がる

ので長わつたです.

吉口 僕らドツジt ラーは参加できる大会も限ら

吉口 今回 男子代表チームは うまい人を上から

順に選んだというわけではありません。もし うましヽ

1炉だつたら僕自身はチームには入れなt｀ .チームを

つくるには チームに貢献してくれる人 若くて刺激

を与えてくれる人 ¬き腕の違う人など バランスを

考えないといけない トツシr レにはホシションは

ないけど そういった役吉1分担|まあると思う。

ltrぃて ちょっとマンネ

リ化していたように思い

ます。だから アジアカッ

プのような大会は刺激に

なるし 本当にうれしし`.

もちろん 僕らだけでは

なく 今一生懸命やって

いるJヽ学生のためにも素

晴らしいことだと思う.

野沢 小学■ ため?

吉田 小学生で日本―に

なるようなチームは厳し

t｀ 線習を積み みんな

ドッジボールが大好きに

なる。でも その先に夢

がなt｀よね Jヽ学校を卒

業すると 他のスポーツにいってしまう。今すぐは無

理だとしても 日本代表が活躍できる環境をつくリ

そこを頂点として目這せるよう 代表になるんたとい

う事を持てるようになればと思う.

野沢 そうですね。私たちがドッジボールを続 |ナて

いるのは 自分たちが楽しむためだけではなく みん

なの目標になる存在としての役割もあると思います.

■●表選手に求められるもの

吉日 日本代表の顔合わせが体育館であつた時 い

きなりf レを投げていた子がいたけど 野沢さんは

体操をしたり準備をきちんとしていたよわ。

野沢 そんなところを見てしヽたんですか?

吉日 きり気な銅 察!普段 どのようにドッジボー

ルをやつているか分かるからね.きちんと準備する

姿を子どもたちに見せるとt｀ うか 常に見られている

としヽう意識を持つのも大事。ブレーとは直接関係な

いけれど 例えば 子どもたちが見ている前で 監督

がいきなり清涼鋏料水をガブ飲みするのは問題で

しょう.僕は誰かに見られてし`ることを意識し メー

ルやライン フェイスブックの文章や言葉一つにして

も相当気を使つて書いています

野沢 すこ―い (笑).i_は 日本代表のユニフォー

ムを着ているのも ちょつとくすぐつたい気がして

吉田 日本代表をどうやって育ててしヽくか 今1彙ヽ

な段階だから 自分たちが「代表Jを :曇く意識するこ

とも必要じやない雄 .

野沢 確かに日本代表のユニフォームを着ると意識

は変わります.仲良く楽しくやるのも大事だけど ヽ

表は強くないとしヽけない.去年のチームの方が強

かつたと言われないよう 毎年レベルを上げていか

なしヽと.

野沢 女子は少し状況

が違います。というのも

女子の活躍のビークは高

校生や大学生で 20歳を

過ぎると結婚や出産でプ

レーヤ /口が本当に少

なくなる。今回 |ま私が最

年長だつたので 役割分

担とt｀ うよリ ー生懸命

やつてくれる若い子を選

びました。私自身がガム

シヤラ FFな ので 自分の

姿を見せることでチーム

をまとめた 吉日さんが

総監督を務めてくt.きっ

たので 私もプレーに集

中でを とても助かりました.

●これからの要

吉田 若い子たちがドツジボールを続けてtヽナる環

境をつくれたらと思つています。そのために 僕らは

先頭を切つて走るフロントランナーに微する |

野沢 女子は男子に比べると年齢層が狭いけれど

その中で盛り上げてしヽきたしヽ.

吉口 これからも、お互い頑張ろうね |

野沢 はい.よろしくお願いします.

対談をお願いした●ま 首都国に数十年ぶ販 大

雪が降つた2月 8日 .野沢羽●さんのテーム「OV[R

DttV[Jが 練習場としで実用している14戸 市の貝の花

Jヽ学校体育館でお会いしましたが 周辺は歩くのも

難しt｀ ほどの積雪 そんな状況にもかかわら去 東

京から駆け付けてくれた吉田隼也さん 練習が中止

になつても行つていてくだきつた野沢羽純さん あり

かとうこざいました 熱いハートを持つお二人の今後

のこ活躍に期イ寺吹 います。
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ドッジボールに■り組むヽ 子たちの成長を

フェイスプックで紹介し 全国のドッシボー

ルファンや関係者との交流を深めている,

藤伸lllさ ん。現在は、次男のイヽ学5年生の

帝浣 (た いが,君 が 東京都足立区を涎i
に活動するSKYド ッシボールクラブに所

属 親子共に蒸いドッジボールライフを送っ

ています。「今 1'学 1年の長男力

"ヽ

学4年の

時 F・ 級4iが ドッンボールの全国大会で優

勝したと間き SK疇 習を見に行きまし

た.当時 子どもには,1の スボーツを3つや

らせていました力'最率的にド′ジボールl

本に絞りました。選んだ理由は SKYの

女性監音の指導がとでも晟しく この人な

ら息子たちを預けられると思ったからですj
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)で ま卜 ,■― ,つ たらに と[っても■

1で はなt・ :し ま| 保護者としての

"上
さんは スポーツ好き

なこともあって 息子さんの練習に長男の羊士期 |すんしろう)君 よ

小学4年 生 次男の〒虎者は小学2

年生から始めましたが 途中入会の

ため 同世代の ll間 ようも技術が

劣っていました.少しても早く違い●

こうと ,藤さんが2人の綽習相手を

務めるこコこ。「朝練です.近くの公

同で ,朝やっていました というか

今も続けていますJ。 さらに驚くのは

週に一度 区の体育館を個人的に借

りて苺習していることです.「最近は

幼推国児の三男も連れて行きます.

,力 すれば上違するし それを見て

いると親としてもうれしい.スポーツ

経験のない人でも練習相手にな′tる

のがドッシボールの魅力ですJ

伊藤さんよ SKYが もう一度全

ヨ制覇してはしいと願っています

力ヽ 同時にドッジボールをすること

で子どもたちが成長したと実感して

います。「気持ちが強くなり 活動的

にもなった。今はドッジボールをやっていな

い長男も 力の朝綺に付き合ってくれます。

そんな置しい気持ちを持つ子に育ったのも

ドッジボールのおかけですJ.実 は ,藤さ

んにはまだ2版の四男がいます。「やは,ド ッ

ジボールを?Jと 尋ねると「そうですね。あ

と10年  ドッジボールから離れられないかも

しれませんJ.奥 さんも熱心に応援する 素

晴らしきドッジボールファミリーです.

も付き合うようになりました.近くの

公国での朝練です。「応援するだけ

でも楽しいのですが 朝子で思いっ

きり投げて受ける一― 他のスポー

ツではなかなかできませんよJ

で ま 審判員としては どう感じ

ているのでしょうか。隔 単そうに見

えて 奥の深いの力ゞ審半1員 .lセ ツト

5分ですが かなり神経を使います.

子どもたちが―■懸・.に練胃してい

るのを知っているので frた ちも必

死にフェアなジヤッジを日指します。

■ +|は 6名 で行いますが イ可よりも

チームヮークが大■.審 11員 として

の面白さと言えば 主審ならゲーム

をうまくコントロールできた時でしよ

うか。良いゲームをつくるには、■い

ジャッシが久かせませんからJ

そんな川上さん 毎週日曜日には1

選手として「・
regaes源 氏前Jの一般

チームの練習に参力1.「 今は平気ですが 最

初はボールを受けるのが枢 て、今:1突 き指

しました.ただ、プレーしてこそ分かる楽し

さ すごさがあります.チームー番の年r.者

は50代ですが 音さん楽しんでますよJ

最後に「皆さんも議習を受けて 審判の

資格を取得してはいかがでしょう。ドッジが

もっと面|くなりますよJ ドップボールを0倍

楽しむ川上さんならではのアレ イ`スです.
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●育館練習する

三男 覇 ,tよるく)君

次 男 帝虎君

長男 彗士朗君

(左より)
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ドッジを
3倍楽しむ!

交流大会で審判を務める

川上暁生さん

3年前 機会があって小学3年生の0子さ

んと 東京のクラブチーム「Vegaes源氏前J

の綽習を見学。「実際に兄でビッタリしまし

た.子どもだけれど迫力もあるし これ|ま 面

白いとJ。 それもそのはず「llegaes源氏前J

は強豪チームとしてドッジボールの世界では

知られた存tt.早遠 息子さんは入団するこ

とでこ.

そして 父親である,上暁生さんもドッジ

ボールの魅力にユ 0イすかれ 保護者として

試合を観載するだけでは地き足りなくなりま

した。「試合はわすか5分 両 次の試合まで

数十分も待たなくてはなりません.どうにも

手丼ち無沙よで Ⅲ.審 lllに なれば自分

もコートに立てると考えた
'上

さんは 日本

トッシボール扇会の議鷲を,けC級審11員

の資格を|・ ■.熱いネいドッシボールライフ

の事開けです.

川
上
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保護者、審判、そして選手として
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ゆつたり足入れ
「軽量・クッション」モデル

ウエープスターダムRX2 本凶価格¥7.000+税

VlGA14501ニ  サイズ:225～ 30 0cm
[ベ トナム製]

~  14ホ ち不×ネイト′
0':ホワイトメプラック′ゴールト     マゼンタ

θ
62,ホワイトヽレット′

ブラック

やわらかく、グラつきのない
軽量モデル
ウエ ープ スター9A JP3 本体価格¥5.400+税

641ホ ワイト×ピンク′ブラック
卑 卑
021ホワイト×レット 091ホワイトXフラック′レット

9KV370コニ サイズ 190200210～ 245て m
〔中国製]

日本 ドッジボール協会公認、
ドッジ専用シユーズ

ドッジフアイター lN  本体価格¥4,000+税

16KD200三ニ  サイズ1210～ 270(m
[中国製 ]

・ .111:i;,‐

′

14:ホつイドXネイビー 62:ブラック×レッド0',イエロー×フラック

ミズン ドッジボール

』DBAインフォメ ノヽ ヨン
協会からのお知らせ

■ドッジボールのマンガが登場

■ 4曰発売の集英社発行F最強ジャンカ 旬ヨ号に

時 熱ドッジボーラユ Jと いうマンガが掲載され

ます「がん漱 tlドッシフアイタ=ズJ以来のマンガ

となりますが JD3A Iま これを●員.連載となるよ

う 皆さんも応援してくださいね |

13歳以上の日本代表については 2014年度もセレクションを実施し 代表候補

を選出します。その中から 第2回アツアカツプに参戦する日本代表を編成します.

会場やセレクション方法について,ま 公式サイトをこ覧ください.

【12歳以下 (4ヽ学生)日本代表】(Dヨ′D¬ Gチーム対象)

12歳 ll下の日本代表については 第2回アジアカップ大会に日本代表として出場

を希望するチームを公募します.対象は 男子小学生で16名を上限に構成される

チーム 女子小学生で16名を上限に構成されるチーム 各1チームです.

なお、日本代表として出場するチームには交通費 大会参加費補助として10万円

を支給.詳しくは公式サイトをこ覧くだきい.

■ドッジボールニュースの「ネタ」募集します

今回 第1号となる」D3AドッジボJレニ■,スを発

`予

しましたが 2014年度以降

年2回の発行を予定しています.D3「ネタJを募集しています。

DI DlGチ ームに限らず 全国にアピールしたい独自の取り組みや地元のス

ターなど ドッシボールに関する情報をお待ちしています.情報をお持ちの方は

詳しい内容と連絡先をお書きのうえ 」D3A事務局までお送りください.

■「個人整録制由 を導入

2014年度より「公認指導者11度 J「一般競技者 中高生競技者制度Jがスタート

します。また それぞれの立場の人たちがドッジボールに対する夢を共有するため

に「公認審判員Jに加え F 認指導者J「一般競技者 中高生競技者Jが一体とな

る町固人登録制度Jを導入します.詳細は公式サイトをこ覧ください.

■2014年度日本代表事業について

2013年 12月 東京で開催された暁 1回アジアカップドッジ■ ル大会J.第2回

は2014年 9月 ごろ 台湾での開催を予定しています.

【シニア (13歳以上)日本代表】(―

"競
技者 中高生競技者対象)

一般財団法人日本ドッジボール協会
http″ vヽwwdod9ebalolp

〒1050004東京都港区綿 僑643ル グラシエル3LDG 7 405

TEL 03‐5776‐1830  FAxo3‐5776‐1840

○◎00
このドンジf レニュースま スポーツ振興くし助成金を受けて発行してt｀ます

弊社のホームページでご覧いただoますと

すべての商品がドッジボールコ弔ではごaヽませんが ドッジボールに最■8シューズとして掟黎させていただいております
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東京都武蔵村山市立第二小学校

東京都武蔵ヽ山市三ツ木2■222012(平成

と,年に開校50周 年を迎えた 児童数約430

名で 運動系の吉「活動は他に卓球 サツカー、

′ヽトミントンがある

本コーナーに登場してくれるドッツ

ポ■ レチームを募集しています。自薦

他薦を問いませんので 掲載を希望

するチームは写真とPR文をUDBAす

務局までお送りください。第2号は8

月発行を予定。

嘲 oWN

西東京地域の新星、N/MD⊂
(武蔵本す山市立第二小学校ドノジボ~ルクラフ )

ここ数年、ドッジボールが盛んな地域として注目を浴びている東京都武蔵村山市.本年1月 25、 26日に開催された「第ll回少年少女ドッ

ジボール大会」には、市内の小学校から75チ ーム

“

′¬″、)が参加。今回は、2月 ll日、当地で開催された武蔵村山市交流会を訪ね、

MMDC総監督の木月康二先生に、部活動としての取り組みについてお話を伺いました。

――ドッシホールの盛んな地域ですね.

武蔵村1市 には小学校が9核あり 市内大

会には

'4欲
多くのチームが参加していま

す.中でも 東京都大会を日●●して預張ってい

る4崚では 部i舌動としてドツジボールをやって

います.

―一部活動になつたきつか|ナは?

4年前のちょうど今ごろ 当時IE当 していた4

年生チームが市内大会で優勝しました。これを

鋭戦していた人上子の協会の方に「都大会を目

指したら」と言われ 4年生だけで果,込んだと

ころ あえなく3載 全腋 でも それで終らな

かった.子たちが1年 間を通して練習したいと

言ってきて それならと都活動が始まりました。

一一部員数はl150名 数年でこれほど活発に

なつた理由!′

子どもたちのやる気もきることな力
'ら

'長
先

生が正式な部活動として認めてくださったこと

協力してくれる先生が多かったことが大きい。

■■ 朝■は

'ケ
『

1'EI後 は過J画 liiキ ‖:

行っておつ これを6人の先生で見ています.最

初は公式ルールもあまり分か0ま せんでしたが

今ではわれわれも審判員の贅格を取り 数えて

います.llF年 は MMDCガールズが東京者1大

会で準優勝、今国大会でベスト16こ入りました。

一―活動方針は?

ドッジボールの技術を学ぶことはもちろんで

すが それが最優えではなく 忍耐力や友達

と協力することが中心.ド ッジボール部として

体育館を使わせてもらっていることもあり 模

拶やネし餞 掃際などは厳しくやっています。そう

した「当たり前のことができない人は ドッジ

ボールはできませんJと指導。今度 吉口先生

(日 本代表キヤプテン吉日隼しさん)に 本校に

来ていただき 1～ 3年 生は本育の授業で 4年

生以上はMMDCで教えてもらいます.私たち

教員もどう指導すれば良いかアドバイスを受け

たいと思っています.ま たまだ■験のilい チー

ムなので 学ぶことはたくさんあります.

●

あくまでも学校の部活動なので クラブチー

ムのように遠征に出ることは難しいものの 着

実に実力を付けているMMDC.部 活動を保護

者の方 は々どう思われているのか 3人の方にl・0

いました。皆さん 大会には必ず駆け付けるそ

うで 当日もトーナメント表を見ながら応援され

ていました。

「本当に楽しいようで ドツジボールカ
'全

てと

いう感じですJ「毎日の朝練は 親としてはちよつ

と大変ですが 子どもはそんなに古にしていな

いようです.寝坊しても[朝練 』と声をかける

と 飛び起きますJ「以前は結構のんきでした

が ドッシボールを始めてからは集中できるよう

になり すいぶん変わったと思いますJ

最後に 卜ヽ[DCの 部長兼キヤブテンの秋Ⅲ

苺載和 6年■)=尋ねると「やっと慣れて み

んなをまとめることができるようになりました.

欅習は大変しゃない ナど たるのが吉手.日 標

ですか,全国大会に行けたらいいなJと

'1れ
なから話してくオしました.頑張れ MMDC!

部活動を支える発生方 後列中えが木月康二先生

6年生か中,3のMMD(メンバー 後

'1左

から2人日か富F長兼キヤブテンの秋山幾哉君

3～5年生によるMMD(セカントのメンバー

マヽDk

このドッシホールニュースは スポーツ振興くし助成金を受けて発行しています
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