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Interviewチームみえ  注目チーム！
インタビュー【特集】

昨年開催された福井国体で見事５位入賞！
ハンドボール界へ旋風を巻き起こすため、日々練習に励んでいます。
今年の茨城国体では、ベスト４の壁を破り上位入賞目指します！！！
▶ハンドボールを始めたきっかけは？　
　【原田】小学２年生から始めました。兄が先にハンド
ボールを始めていて、興味本位で練習に参加している
うちにのめり込んでいきました。
　【吉田】小学４年生から友人に誘われて始めました。
鈴鹿ハンドボールスクールから始めました。
▶お二人にとってのハンドボールの魅力を教えて下
さい。　【原田】ハンドボールの動きには、スポーツの
「跳ぶ」「走る」「投げる」のさまざまな要素が入ってい
ることに魅力を感じて続けていると思います。水泳や
卓球をやっていたけれども続かなく、スポーツのさま
ざまな動きを持ったハンドボールを続けています。
　【吉田】ハンドボールは、おもいっきりボールを投げ
れることに魅力を持っています。もともとドッジボー
ルが好きで、その要素がハンドボールにあり今も続け
ているのだと思います。シュートを決めた時の爽快感
も魅力です！！
▶ホンダハンドボール部とはどんなチームですか。　
　【原田】若い選手も多く、スピードや体力がありフ
レッシュなゲーム展開が魅力のチームです。また、こ
れからの伸びしろも無限大にある先が楽しみなチー
ムだと思います。
　【吉田】年齢層が幅広く、１８歳から３１歳まで所属
しているチームですが年齢差を感じさせないぐらい
仲の良いチームです。でもハンドボールに対しての思

いは個人個人熱く、意見がぶつかることもあります。
また、他から来た選手でもすぐに馴染める部分は魅力
です。
▶お互いのプレー中のポイントを教えて下さい。
　【原田】吉田選手の注目ポイントは、サイドプレイ
ヤーなので最後フィニッシャーとしての役割のポジ
ションです。サイドなので角度がないのですがゴール
の確率の高さでホンダハンドボール部の勝利の確率
も上がります。
　【吉田】原田選手の注目ポイントは、迫力あるシュー
トを打つことも魅力ですがゴールに行くまでのス
テップやフェイントは、トップ選手とも引き落とらな
いものがあります。原田選手から始まるゲームの流れ
を注目してもらいたいと思います。
▶今年の茨城国体の目標を教えて下さい。　
　【原田、吉田】１回戦や２回戦で日本リーグのチーム
と当たることもあり、厳しい戦いになることもありま
す。一戦一戦確実に勝ちに行き、ベスト４の壁を破り
たいと思います。そこが破れれば優勝も見えてくると
思います。
▶令和３年三重とこわか国体に向けた意気込みをお
願いします。　
　【原田、吉田】ベスト４の壁も高いですがその壁を
破って優勝目指して頑張ります。

▶最後にファンの方々へ一言お願いします。　
　【原田】ホンダハンドボール部は、フレッシュなチー
ムなので見ていて楽しいのでそれを一緒に楽しんで
もらいたいと思います。三重とこわか国体をきっかけ
にハンドボールで三重県が盛り上がってほしいと思い
ます！！
　【吉田】鈴鹿市出身なのでずっと見てきたこのチー
ムでプレーできることがとても嬉しく思います。多くの
方々がホンダハンドボール部を知っており、その人達
に恩返しができるよう全力でプレーしたいと思いま
す！！
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三重県競技力向上対策課

ホンダハンドボール部
（JAみえきた）

（北伊勢上野信用金庫）

（写真右）

（写真左）

原田 竜汰 選手
吉田 英太郎 選手

応援募金に協力しよう！！平成30年度トップアスリート育成プロジェクト

支援者からのメッセージ

▼ 支援いただいた法人（5万円以上寄付いただいた法人を掲載しています）（順不同）
公益社団法人三重県歯科医師会 / 株式会社世古工務店 / 株式会社百五銀行 / 医療法人橋本胃腸
科内科 / 株式会社後藤製作所 / 株式会社ミエライス / 三重県信用保証協会 / 天然温泉ジャブ / 
株式会社マトバ / 三重県民共済生活協同組合 / 有限会社田口製作所 / 京楽産業．グループ / 株式
会社四日市南自動車学校 / 株式会社第三銀行 / 長永スポーツ工業株式会社 / 株式会社サイネック
ス / 株式会社三重銀行 / 株式会社交洋 / サラヤ株式会社 / ＩＣＤＡホールディングス株式会社 / 
一般財団法人三重県交通安全協会 / 株式会社デンソー / 富士電機株式会社鈴鹿工場 / 三重シン
リョー設備株式会社 / 株式会社西出 / トーケントランスポート株式会社 / 株式会社津市環境公社 
/ アサヒグローバル株式会社 / 株式会社デンソー大安製作所 / 生活協同組合コープみえ / 有限会
社牛田水道 / 三重県職員信用組合 / 株式会社カンキョー / ＪＡバンク三重 / 三重トヨタ自動車株
式会社 / 株式会社札幌かに本家 / 株式会社中村不動産 / 株式会社三重電子計算センター / 東海
土建株式会社 / 株式会社サンショク / 株式会社渡辺鉄工 / 一般社団法人三重県建設業協会 / 第
一生命保険株式会社三重支社 / 株式会社スズカ未来 / 一般財団法人三重県環境保全事業団 / 株
式会社シー・ティー・ワイ / かめやま整体 / 大阪三重県人会 / 株式会社ヨシザワ / 株式会社ト
ピア / ミオンエンジニア株式会社 / 株式会社ティー・エス・ケー / 一般社団法人三重県薬剤師会 
/ ライオンズクラブ国際協会 334-B地区 第4R第12

その他にも、多くの法人等や県民のみなさまからご支援いただいています。

応援ありがとうございます。皆さまからのご支援により
県外への遠征に参加することができ、競技の幅を広げる
ことが出来ています。４月よりいなべ総合学園高等学校
へ入学し、さらに上の舞台で活躍することを楽しみにし
ています。
これからも応援よろしくお願い致します。

第４４回全国中学生レスリング選手権大会
　女子５２ｋｇ級　優勝
２０１８年アジア・カデット選手権大会　
　女子４９ｋｇ級　優勝
２０１８年世界カデット選手権大会　　　
　女子４９ｋｇ級　優勝

藤波 朱理 いなべ総合学園高等学校

「チームみえスーパージュニア」
 指定選手からのメッセージ

輝くみえのアスリート
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とこまる

これまで積み重ねてこられたことを信じて、アス
リートの皆さんが素晴らしい舞台を 楽しめますよ
う生活協同組合コープみえは応援します。練習の成
果が出せますように。頑張れ、アスリートの皆さん！

限りない可能性を秘め、夢に向かって頑張っている
アスリートの皆様を心から応援します。
日頃の練習の成果を、存分に発揮されますことを期
待しております。

アサヒグローバルは頑張るアスリートの夢をサ
ポートいたします。



Athlete News 三重とこわか国体 注目選手

セーリング競技

黒田浩渡 選手
（津工業高等学校）

競技を始めたきっかけは？
　通っていた幼稚園がカヌー等のアウトドアスポーツを教えていたことがきっかけです。

競技の魅力や特徴は？
　自分自身の力だけでなく、
流水をいかに上手く使うかが特徴的なスポーツです。

三重とこわか国体への意気込みをお願いします！
　三重とこわか国体では優勝するべく、
残り期間のトレーニングに励みたいと思います。

競技を始めたきっかけは？
　お父さんがセーリング競技をしていたので勧められました。
小学３年生から競技をスタートしました。

競技の魅力や特徴は？
　セーリングは、海の上でやる競技の一つです。
スピードが出て、爽快感がありとても楽しいです。
また、他の選手との駆け引きが勝負のカギを握るのでそこも魅力です。

三重とこわか国体への意気込みをお願いします！
　個人での優勝を目標にしています。
セーリング競技天皇杯も「チームみえ」全員で狙いたいと思っています。

卓球競技
前出陸杜 選手
（津市立東観中学校）

競技を始めたきっかけは？
　兄が中学校の部活動で卓球部に入っていました。
その姿を見て面白そうなスポーツだなと思い始めました。

競技の魅力や特徴は？
　卓球競技には、いろいろな戦型があり、自分はその中でも少ないベンフォルダーです。
他の選手とは違うので難しい部分もありますが、やりがいを感じます。
ドライブが得意なのでそれを武器に得点を取るのが楽しいです。

三重とこわか国体への意気込みをお願いします！
　今までいろいろな人に支えてもらいここまでこられました。
その支えてもらった人達に「優勝」という形で恩返しできるようまだまだ努力していきたいと思います。
そして自分が活躍して、三重県の卓球を盛り上げていきたいと思います。

カヌー競技

小島大地 選手
（（公財）三重県体育協会）

サッカー競技伊賀フットボールクラブ
くノ一

競技を始めたきっかけは？
　幼い頃から走ることが好きで、その脚力を活かし野球やバスケットボールを経験した後、
自分の実力を試したい、勝負をしたいと思い高校生から陸上競技を始めました。

競技の魅力や特徴は？
　自分の実力が勝敗にはっきりすることです。シンプルなルールです。
そして、自己の限界を極められる競技であると思います。

三重とこわか国体への意気込みをお願いします！
　陸上人生をかけて優勝目指して頑張ります。

チームの魅力や特徴は？
　アグレッシブにプレーし、ゴールへのアクション強度、縦へのビルドアップで
スピードに加えて沢山のゴールをもたらします。
ハードワークとチームワークでくノ一は進歩、進化を目指し
限界に挑戦して望みます！ピッチで躍動感あふれるプレー、
感動を与えられる魅力あるチームにしていきたいです。

三重とこわか国体への意気込みをお願いします！
　地元でたくさんの方々の応援を受け、優勝目指して頑張ります！！

陸上競技

佐藤若菜 選手
（（公財）三重県体育協会）

2021みえとこわか国体をみんなで応援しよう！

令和元年度

三重県強化指定運動部・チーム紹介
陸上競技
◆宇治山田商業（男女）
◆四日市工業（男子）
◆松阪商業（女子）
◆近大高専（男子）
◆皇學館（男女）
◆伊賀白鳳（男子）
水泳（競泳）
◆津田学園（男女）
◆尾鷲（男女）
水泳（水球）
◆四日市中央工業（男子）
◆稲生（男子）
サッカー
◆四日市中央工業（男子）
テニス
◆四日市工業（男子）
◆四日市商業
　（女子）
ホッケー
◆白子（女子）
ボクシング
◆久居（男子）　
◆明野（男子）
バレーボール
◆松阪工業（男子）
◆津商業（女子）
◆三重（女子）
体操（競技）
◆暁（男女）
バスケットボール
◆四日市工業（男子）
◆津工業（男子）
◆四日市商業（女子）
◆いなべ総合学園（女子）
レスリング
◆いなべ総合学園
　（男女）
◆朝明
　（男子）
セーリング
◆津工業
　（男女）
ウエイトリフティング
◆亀山（男女）
◆四日市工業（男子）
◆四日市中央工業（男子）
ハンドボール
◆四日市工業（男子）

◆四日市商業（女子）
自転車競技
◆朝明（男子）
ソフトテニス
◆三重（男子）　
◆三重（女子）
卓球
◆高田（男子）
◆高田（女子）
◆白子（男子）
◆白子（女子）
相撲
◆宇治山田商業（男子）
馬術
◆高田
フェンシング
◆海星（男子）
◆津東（女子）
柔道
◆四日市中央工業（男子）
◆名張（男子）
◆名張（女子）
◆高田（女子）
ソフトボール
◆四日市工業（男子）
◆伊勢学園（女子）
◆津商業（女子）
バドミントン
◆皇學館
　（女子）
◆暁（男子）
◆伊勢工業（男子）
弓道
◆松阪工業（男子）
◆亀山（女子）
ライフル射撃
◆久居（男女）
剣道
◆三重（男子）
◆白子（女子）
ラグビーフットボール
◆朝明（男子）
◆四日市工業（男子）
◆四日市メリノール学院
（女子）
カヌー
◆桑名西（男女）
アーチェリー
◆四日市四郷（男女）
空手道
◆四日市商業（女子）

銃剣道
◆皇學館
　（男子）
なぎなた
◆稲生（女子）
ゴルフ
◆津田学園（男女）
軟式野球
◆高田（男子）
硬式野球
◆菰野（男子）

陸上競技
◆多気町松阪市学校組合
立多気中学校陸上競技
部
水泳（飛込）
◆三重
　ダイビング
　クラブ
水泳
（アーティスティック
スイミング）
◆みえA.S.C
テニス
◆三重グリーンテニスクラ
ブ
ボート
◆宮川ボート
　クラブ
体操(競技)
◆相好体操クラブ
レスリング
◆いなべレスリングクラブ
ウエイトリフティング
◆みえウエイトリフティン
グジュニアクラブ
ソフトボール
◆度会町立度会中学校女
子ソフトボール部
卓球
◆松生ＴＴＣ
相撲
◆津相撲クラブ
フェンシング
◆鳥羽フェンシングクラブ
スポーツクライミング
◆ＫＯ－ＷＡＬＬ三重
なぎなた
◆三重武道館クラブ

ボウリング
◆鈴鹿ジュニアボウリング
クラブ

陸上競技
◆ＡＧＦ陸上競技部
◆ＮＴＮ陸上競技部
◆デンソー女子陸上長距
離部
サッカー
◆伊賀フットボールクラブ
くノ一
バレーボール
◆ヴィアティン
　三重
◆みえ高田
　VCsala
体操
◆相好体操クラブ（社会人
競技部）
ハンドボール
◆三重バイオレット
　アイリス
卓球
◆エクセディ卓球部
馬術
◆名張乗馬クラブ
◆北勢
　ライディング
　ファーム
◆名鉄乗馬クラブ・クレイ
ン東海
弓道
◆株式会社安永弓道部
ライフル射撃
◆三重県警察
　（ライフル射撃）
剣道
◆三重県警察（剣道）
ラグビーフットボール
◆PEARLS

高等学校運動部
（32校69部）

大学運動部・企業
クラブチーム（16チーム）

ジュニアクラブ・運動部
（2校2部、13クラブ）
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