
＃３ 後藤 由衣
現在の日本チーム
における不動のエー
スです。体力・テクニッ
クともに世界で十分通

用するレベルにありま
す。この大会で“世界の後藤“として開
花することを願っています。また、彼女
を中心に編成される１セット目が何処ま
で世界に通用するか楽しみです。
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WFC2015チームキャプテン 井田 佳依子
2月にアジア大会で優勝し世界選手権への切符を勝ち取ってから、私たち
は12月に向けてずっとトレーニングを続けてきました。普段の練習以外にも

各自が体力トレーニングを行い、報告しあうという習慣は選考前から始まり、
それは今でも続いています。お互いに刺激しあってきたおかげで、アジア大
会の時よりさらにいいチームへ成長していると感じています。今回のメン
バーは国際大会の経験が多く、個々がチームに対してできることを考え実行
できるチームです。それがチームの成長の支えにもなっています。

また、世界選手権を目指したものの、残念ながら選考に漏れてしまったメン
バーも練習のサポートをしてくれ、とても助けられています。それ以外にも、
未来の日本代表を育てるために若手の選手も参加してくれて刺激を受ける
ことができました。もちろん監督やスタッフ陣も強力なサポートをしてくれてい
るので、世界選手権に向けてしっかりと練習を重ねていこうと思います。

世界選手権では予選で当たるデンマーク、シンガポール、オーストラリア全
てに勝って予選を突破し、ひとつでも上の順位を目指します。今までの日本
女子チームから引き継いできた泥臭さや、いつも持っている爆発力をフィン
ランドの地で存分に爆発させてきます。これまでの努力や自信を胸に、女性
らしい明るさも忘れずに精一杯戦ってきますので皆さん是非とも応援をよろ
しくお願いします。

ＷＦＣ２０１５ 注目選手！！

WFC2015監督 吉野 貴順
今回の女子日本代表チームには、久々に、今考え得る最高のメンバーが
集まりました。また、スタッフにも恵まれました。このチームで、何とか、予選
を突破し、Aディビジョンのチームと対戦することが、チームの目標です。
日本チームは11月30日に現地に入り、１日にフィンランドの１部チーム、２

日にエリートチーム（前年度チャンピオン）との練習試合を行い、４日からの
本戦に臨みます。試合は、全てIFFのHPからインターネット放映されますので、
皆様の応援を宜しくお願いいたします。

女子世界フロアボール2015が、2015年12月5日から13日までフィンランド・
タンペレで開催されます。今年の1月ニュージーランドで開催された予選会で
はアジアＮｏ１に返り咲き本選出場の切符を手に入れました。
日本から皆さんの熱い応援よろしくお願いします。

WFC2015情報はこちらから！
WFC2015 ホームページ・インターネット中継

http://www.wfc2015.fi/

＃４ 井田 佳衣子
日本チームにおける不
動のキャプテンです。
そしてこれが、彼女自
身の８回目の世界選手
権大会になります。彼女

の人間力と明るいキャラ、
そして世界で戦ってきた経験は、チーム
に不可欠な要素であると考えています。

＃１０ 高橋 由衣
身体は小さいけれども、
その小さい身体にはフロ
アボールへの情熱が溢
れんばかりに詰っていま

す。また、日本人選手とし
ては、唯一、スウェーデンの１部リーグ
でプレーした経験を持つ闘争心ある選
手でもあります。

出場選手

背番号 氏名 所属クラブ
ポジ
ション

1 佐藤 千嘉 駿河台大学 GK

2 岩崎 安奈 国士舘大学 GK

3 後藤 由衣 国士舘大学 FW

4 井田 佳依子 神奈川フロアボールクラブ DF

5 加藤 未来 調布フロアボールクラブ FW

6 久保 翠 調布フロアボールクラブ FW

7 松倉 夏美 調布フロアボールクラブ DF

8 岡崎 美沙 ELEMENTS DF

9 仲川 美穂 神奈川フロアボールクラブ FW

10 高橋 由衣 hammaby IF FW

11 柴 由紀 調布フロアボールクラブ DF

12 阿部 夏美 駿河台大学 DF

13 後藤 礼衣 調布フロアボールクラブ DF

14 中田 景子 ELEMENTS DF

15 横田 夏実 調布フロアボールクラブ DF

16 菅谷 ひとみ 駿河台大学 FW

17 倉田 杏菜 調布フロアボールクラブ DF

18 勝村 玲奈 神奈川フロアボールクラブ FW

19 中井 麻友美 国士舘大学 FW

20 笠松 恵 調布フロアボールクラブ FW

監督・スタッフ

役職 氏名 所属クラブ

監督 吉野 貴順 駿河台大学

コーチ 田島 達朗 国士舘大学

コーチ 伊川 真彦 駿河台大学

トレーナー 金川 小百合
スタッフ 高森 文子 神奈川フロアボールクラブ



フロアボール部門 各大会結果

日本リーグ男子

順位 チーム名 所属クラブ

1 調布イーグルス 調布フロアボールクラブ

2 調布ペンギンズ 調布フロアボールクラブ

3 国士舘大学 国士舘大学

５月より開催していました、リーグ戦が終了しました。日本リーグでは、男子が調布イーグルス、女子が国士舘大学となり、国
士舘大学は、チーム設立からわずか３年で優勝と快挙を成し遂げました。
関東リーグでは、ＳＯＮＩＣＳが優勝をし、来季、日本リーグへの（自動）昇格をいたしました。入替戦では、駿河台大学とアル
タイルが対戦し、駿河台大学が勝利。日本リーグ残留を果たしました。
東北リーグでは、男子は仙台MAXが優勝、女子が仙台大学FB部が優勝をしました。

東北リーグ男子

順位 チーム名 所属

1 仙台MAX SENDAI INNEBANDY CLUB

2 八戸F.B.C 東北フロアボールクラブ

3 仙台大学FB部 陸奥フロアボールクラブ

日本リーグ女子

順位 チーム名 所属クラブ

1 国士舘大学 国士舘大学

2 調布ダックス 調布フロアボールクラブ

3 かなべえ 神奈川フロアボールクラブ

関東リーグ

順位 チーム名 所属

1 ＳＯＮＩＣＳ 八王子フロアボールクラブ

2 調布ファルコンズ 調布フロアボールクラブ

3 アルタイル 神奈川フロアボールクラブ

東北リーグ女子

順位 チーム名 所属

1 仙台大学FB部 東北フロアボールクラブ

2 山形Salibandy 東北フロアボールクラブ

3 台福小町 東北フロアボールクラブ

関東リーグ 優勝 SONICS
キャプテン 鈴木祐平

来季から日本リーグに戻ります！本
当の闘いはこれからです！進化する
SONICSにこうご期待！
日本リーグ優勝目指します！！

日本リーグ女子 優勝 国士舘大学
キャプテン 後藤由衣
昨年は１勝しかできませんでしたが、
今年は優勝することができました。パワ
フルな国士舘らしさで、これからもチー
ム全員で盛り上がっていきます！

U-13 U-16 フロアボールオープン大会
日程：2015年10月4日（日） 会場：駿河台大学

日本リーグ男子 優勝 調布イーグルス
キャプテン 木村恭斉
全勝優勝が目標でしたが、厳しい戦いが
続き、一敗してしまいました。 この敗戦か

ら意識を変え、合宿を経て、調布らしさに
加え、新しい調布のプレーが出来たと思い
ます。日本選手権連覇を狙います。

≪U-13の部≫
【優 勝】 すみよし
【準優勝】 調布フロアボールクラブ
【第3位】 シューティングスター
【第3位】 中野島C

≪U-16の部≫
【優 勝】 アルタイルA
【準優勝】 アルタイルB
【第3位】 北海道バーバリアンズ
【第3位】 シーガルズ

東北リーグ男子 優勝 仙台ＭＡＸ
キャプテン 工藤瑞己
今年も昨年に引き続き東北リーグ優
勝を飾ることが出来た。

全勝こそ出来なかったが、無敗で終え
られたことが優勝へ繋がったと思う。今
年こそは日本選手権出場を果たしたい。

東北リーグ 優勝 仙台大学FB部
キャプテン 黒田こはる

この度、東北リーグを三年連続制する
ことが出来ました。しかし、現状に甘んじ
ることなく日々切磋琢磨し合い、チーム
一丸となり更なる高みを目指していきた
いと思います。

U-13  優勝チーム すみよし

今回はすみよしの高学年を主体とした合同
チームで大会に臨みました。初めて組んだ
とは思えないチームワークの良さで、優勝
を勝ち取ることができました。

U-13 優勝 すみよしのメンバー

U-16 優勝チーム アルタイルＡ
今回のアルタイルAは準優勝したアルタ
イルBと大きな実力差はありませんでした。

その中で、ベンチワークやチームワーク
がアルタイルBより優っていたことが優勝
に繋がったと思います。



ネオホッケー部門 各大会結果

≪小学生低学年混成の部≫
【優 勝】 こべ岡上（神奈川・川崎）
【準優勝】 上ノ原ドラゴン（東京・調布）
【第3位】 郡山シャーカーズロー（福島・郡山）
【第3位】 グラスホッパーズフューラ（埼玉・蕨）

≪小学生高学年混成の部≫
【優 勝】 トヨサカフェニックス（愛知・幸田）
【準優勝】 FWフォーマルハウト（神奈川・川崎）
【第3位】 清南イーグルスA（栃木・宇都宮）
【第3位】 坂崎パワフル（愛知・幸田）

≪中高生混成の部≫
【優勝】 A HIRAO（東京・稲城）
【準優勝】 アグレッシブ（愛知・豊橋）
【第3位】 Chemistry（神奈川・川崎）
【第3位】 ユベントスJr（神奈川・川崎）

小学生低学年混成の部
優勝 こべ岡上

こべ岡上は新しいメンバーで構成したチー
ムでしたが、練習を重ね、当日は仲間を信じ
てプレーすることができました。チーム全体
にとって今後の励みになる優勝でした。みな
さんに感謝致します。

第４回 全国混成ネオホッケー大会
日程：2015年7月5日 場所：豊田市スカイホール豊田

【優 勝】 ゑびら（愛知・小牧）
【準優勝】 AYIRAK X（愛知・刈谷）
【第3位】 弾打団（愛知・みよし）
【第3位】 レモンズ（東京・江戸川）

なかなか対戦することのできない他県
のチームと対戦でき、貴重な経験とな
りました。選手権でも、自分たちのプ
レーで楽しく、良い結果を残したいと
思います。

中高生混成の部
優勝 Ａ ＨＩＲＡＯ

中高生大会は安定したオフェンスと
ディフェンスで勝ち上がりました。セット

プレーは多くのパターンを練習し大きな
武器になりました。中高生の選手権大
会でも良い成績を残せるようにがんば
ります。

小学生高学年混成の部
優勝 トヨサカフェニックス

大会ではどこのチームも強かったし、
緊張しました。優勝でき、少しだけ自信を
持てたので、これからもしっかりと練習し、
選手権大会でも優勝したいです。

男子の部
【優 勝】 レモンズ（東京・江戸川）
【準優勝】 A REDS（愛知・幸田）
【第3位】 セルフィッシュ（東京・江戸川）

【第3位】 ＩあんどC（東京・調布）

女子の部
【優 勝】 ミスボンバーズ（東京・江戸川）
【準優勝】 KUKUNA（愛知・幸田）
【第3位】 ユベントス W1（神奈川・川崎）
【第3位】 ぷりけっつ（静岡・静岡）

第４回 全国男女ネオホッケー大会
日程：2015年6月7日 場所：稲城市総合体育館

男子の部 優勝 レモンズ

私たちは少ない時間の中で精一杯練
習し、二連覇を達成できたこと、本当に
嬉しく思います。

これからより技術を磨き、三連覇に向
けて頑張ろうと思います

女子の部 優勝 ミスボンバース

今大会は今季、全国男女選手権優勝奪
還の為のステップとして何としてもシードを
とるべくのぞみました。
> チームメイトも多忙で全員では出場でき

なかったものの、手応えを感じたのでこの
調子で選手権に挑みたいと思います。

第４回 全国小学生＆中高生ネオホッケー大会
日程：2015年9月13日 場所：神奈川県立体育センター



2015青少年サマースクール in 栃木
日 程 ：2015年8月7日（金）～8月10日（月）
場 所 ：栃木県日光市
参加者 ：選手 75名、スタッフ 8名、役員 11名

例年開催をしている、ネオホッケー
サマースクール。今年は、栃木県日
光市で開催をしました。各地方連盟
から集まった選手は75名。うち、初
めての参加者が46名、参加経験者
が29名でした、中には、毎年のよう

に参加している参加者もいて、普段、
試合でしか会う機会がない選手と練
習や同じチームで試合をするのが
楽しみな参加者も多くいました。

来年は、静岡で開催です！みんなで楽しい思い出を作りましょう！

8月7日（金） 8月8日（土） 8月9日（日） 8月10日（月）

日光ゆば工場見学＆体験 散歩・ラジオ体操 散歩・ラジオ体操 散歩・ラジオ体操

開校式・オリエンテーション 合同練習 ネオホッケー大会 閉校式

合同練習 プール・マスのつかみ取り バーベキュー 日光東照宮見学

学習（絵葉書の作成） 合同練習 学習（感想文）

学習
（ネオホッケーのルール説明）

<参加した少年・少女の皆さんへ>
皆さんサマースクールはいかがでしたか？開校式で渡邉会長からオリンピックを目指し練習し思い出に残る合

宿をしてほしいというお話しがありましたね。この期間、皆さんはネオホッケーを真剣に取り組み、プールやバーベ
キューを楽しみ、絵葉書・感想文に苦戦しました。また、自分で作った日光湯葉を食べマスのつかみどりなど普段
めったにできないこと、新しい発見や喜びや驚きがあったと思います。この４日間で君たちは目の輝きを増し、前向
きな気持ちを持つようになったと強く感じました。このサマースクールで学んだこと感じたことを忘れないで、普段の
生活でも行ってみて下さい。「ルール（社会）を守ること」、「美しいお辞儀」、「夢(目標)を持つこと」など、この次に皆
さんとお会いするときを楽しみにしています。

副理事長 和田 喜久夫



【フロアボール（クラブ紹介）】

八王子フロアボールクラブ ～老若男女集まれ！～

八王子フロアボールクラブでは、トップリーグを目指し戦う“SONICS”チームと、普及、多地域からのメン
バーでリーグ戦を楽しむ“八王子MAX”チームでリーグ戦に参戦しています。
八王子MAXの練習には、老若男女できる“ミニフロアボール”というルールを作りで活動し、関東在住の
方はもちろん、東北、中部と各地域からも参加頂いてフロアボールを楽しんでいます。
中学生～シニアまで幅広く参加頂いていますので、興味のある方はぜひご参加ください。

八王子MAX ホームページ

http://www.kit.hi-ho.ne.jp/max10/
＊お問い合わせは、HPで確認をしてください。

【地域で頑張ってます！（地方連盟紹介）】

埼玉県フロアボール連盟 ～大学との連携！～
埼玉県連盟は両部門合わせて約１７０名の会員で活動しています。年１～２回小学生及びフロアボー
ル未経験者を対象に駿河台大学の学生が講師となり講習会を行っています。

ネオホッケー選手権東関東ブロック予選会を開催しています。

＊埼玉県連盟へのお問い合わせは、連盟ＨＰで確認をしてください。

日本フロアボール通信（仮）の第1号を発行し

ました。会員に身近な情報をいち早く伝えてい
くために、どうしたらよいか？

広報委員会の委員全員で考え、今年度は、
試合速報をFACEBOOKで、そして情報紙として、

この日本フロアボール・ニュースを発行しまし
た。これからも皆さんと一緒に作っていきたい
と思っておりますので、アイディア、意見をよろ
しくお願いします。

編集担当 広報委員会

連盟ホームページ

http://www.floorball.jp/
連盟公式 Ｆａｃｅｂｏｏｋ

https://www.facebook.com/japanfloorballfederation/ 
【お問い合わせ等は連盟ＨＰからお願いします。】

愛称募集！！
情報紙 フロアボール・ニュースの愛称を募集します！

愛称、そして、その理由も添えて、広報委員会のメールアドレ
スまでお願いします。

広報委員会メールアドレス floorball-koho@floorball.jp


