海外組

SPECIAL CLOSE UP!!
が︑同じ右 度には櫛田と同
じ年で︑世界選手権にも出場
したキャリアのあるチェコ人︑
マルティンが優勝請負人とし
て迎え入れられていた︒
さらには︑センターもチェ
コ人のジョセフ︒
ピルナはこのチェコ人コン
ビ中心のチームで︑自ずと櫛
田の出番はサイドに︒
ＤＦもトップやサイドで高
い位置でかき回したり︑速攻
に出る役割︒
最終的にチームは独走状態
で優勝︒３部昇格と︑大きな
目標を達成︒
櫛田もしっかりと役割を果
たし︑優勝に貢献した︒
けれども︑何点とったとい
うように︑活躍が数字に現わ
れづらい立場︒
チームが勝っているときは
周囲やサポーターもその役割
を評価してくれるが︑いざ連
敗でもすると︑残した数字で
評価され︑つらい思いも味わ
った︒
﹁個人的に︑プロ選手とし
てはどうか？
ポジション︑役割的に迷い
続けるでしょうね﹂と櫛田︒
ピルナと首尾よく契約を更
新したものの︑新シーズンか
らはチェコの１部リーグから
３選手が加わり︑スタッフか
らは﹁競争がある﹂と宣告も
されている︒

ＤＶＤをやりとりしてのアド
バイスやオンラインでのミー
ティング参加を願い出てきた
滋賀医大の学生︵左下写真︶
への指導など︑シーズン中以
上にハードといってもいいス
ケジュールをこなした︒
プレーはもちろん︑こうし
た指導・普及活動も含め︑﹁田
場さんや宮 大輔︵大崎電気︶
のようにプレーだけで人を引
きつけたいのはやまやま︒で
も︑自分のような一風変わっ
たキャリアの選手でも︑ハン
ドボールで食べていけるんだ
と︑若い子たちに夢を与えて
いきたい﹂と櫛田︒
苦難︑困難をポジティブに
乗り越えてきた男のドイツ２
年目も︑おおいに楽しみだ︒

櫛田 亮介

ンドボールで生活をし
ていきたい﹂
﹁最終的に指導者になりた
い︒そのためには少しでも長
く︑いろいろな経験をするこ
とが活きるはずなので︑海外
でプロ選手としての経験を積
んでおくのは大事﹂

そんな強い思いを胸に︑海
を渡った櫛田亮介︒
年 月号 ページでもご
紹介しているように︑昨夏は
ドイツ２部リーグ︑アウェと
契約寸前まで行き︑出発の手
はずを整えた後に話は振り出
しに︒
懸命のチーム探しの結果︑
落ちついたのがドイツ４部リ
ーグのピルナだった︒
振り返れば︑スタートでの
つまずきは貴重だった︒
もともと﹁イレギュラーな
ことは日常的に起きるもの︒
困ったことも含めての海外挑
戦﹂と腹をくくっていたこと
もあり︑つねに自分でどうに
かできることとできないこと
を冷静に判断︒
それに︑昨夏のすったもん
だを思えば︑何事もポジティ
ブにとらえることができた︒
ピルナでは合流初日にスタ
ッフから﹁ 度とサイドの２
つのポジションをやってもら
う﹂と告げられた櫛田︒
﹁新しいことができる﹂と
その指令も前向きにとらえた
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ンダ在籍時代︑ＮＴＳの近畿
ブロックトレーニングを担当︒
その縁で郷里・奈良の真弓
クラブとつながりができ︑子
供たちを教えることの楽しさ
にとりつかれた︒
洛北高︵京都︶でインター
ハイＶ３をめざす乾彩友美選
手らは︑櫛田が足しげく指導
に通ったときの教え子だ︒
若いころ︑日本代表の合宿
に参加し︑中川善雄選手︵大
崎電気︶や田場裕也選手︵Ｆ
Ｃ琉球︶から﹁トップレベル
の選手が︑現役でいるうちに︑
多くのことを若い世代に伝え
ていくことに意味がある﹂と
いう熱い思いを聞き︑感銘を
受けたことも現在につながっ
ている︒
昨年の８月号でご紹介した
クラブチーム︑アッシュ・ク
ーレを主催し︑地域の指導に
も力を入れている辻村昌之さ
んを通じての講習会活動や遠
く離れているにもかかわらず︑

苦難を前向きにクリア

﹁ハ

に筋トレやランニングもしな
くていい︒
でも︑自分はそれをやらな
きゃコートにも立てない存在︒
必要だからやってるんだ﹂
と言い聞かせながら︑雑音を
封印︒
試合ではチャンスを与えら
れれば︑全力投球した︒
得点を量産したわけではな
いが︑チャンスメイクや７ｍ
Ｔ獲得と河田らしい仕事も果
たした︒

葛藤もあったシーズン
しかし︑どれだけがんばっ
ても︑結局は﹁︵マルツェフ
とは︶経験が違う﹂と言われ︑
２番手のまま︒
﹁マルツェフを抜けばいい︒
それがプロの仕事﹂
﹁プロは努力比べじゃない︒
結果なんだ﹂
そう心の中で自分を奮わせ
ても︑２番手での起用が続く
と︑﹁オレはなにしてんだろ
う？﹂と目標を見失いかけた︒
さらには︑１月の段階で契
約延長の打診を受けたものの︑
決して運営資金が潤沢ではな
いデーリッチ︒
契約交渉が﹁もう少し待っ
てくれ﹂と先延ばしにされた
り︑その間に﹁契約切れの選
手は誰ひとりチームに残さな
い﹂といった記事が︑地元紙
に掲載されたことも︒
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シーズンからついにブン
デスリーガーに︒
意欲いっぱいにスタートを
切った河田︒
２軍時代は︑１軍に上がる
と い う 確 固 た る 目 標 が あ っ た︒
１軍では︑チームで一番い
い選手で︑同じセンターが本
職のロシア人・マルツェフと
競い合い︑先発出場︑少しで
も長い時間︑コートに立つこ
とを目標にした︒
１年間︑フルで活動するの
は初︒
遠征試合への移動距離も延
び︑２軍時代とは比べものに
な ら な い ハ ー ド な も の だ っ た︒
どんなタイミングでトレー
ニングをしたらいいか？
休暇はどう入れていけばい
いか？
試行錯誤を繰り返しながら
の戦い︒
迷 い つ つ も ︑ ２ 軍 時 代 同 様︑
全体練習はもちろん︑個人練
習︑居残り練習も黙々とこな
した︒
﹁そんなに練習してどうな
る？﹂
﹁オーバーワークだから︑
コンディションが崩れるんだ﹂
引き続き周囲からは︑奇異
の目で見られ︑馬鹿にされも
した︒
そんな〝雑音〟も︑﹁身長
が２ｍあって︑シュートスピ
ードも速いというなら︑特別

櫛田にとっては︑﹁ポジシ
ョンの確保︑そして︑再び右
度にチャレンジ﹂を誓って
の２年目となる︒

日に帰国︒新シーズ

指導・普及活動も熱心に
６月

ンに向け︑のんびりエネルギ
ーを蓄えるのかと思いきや︑
日本在住時から若年層の普及・
指導にも尽力してきた櫛田は︑
講習会活動をはじめ︑ハンド
ボール一色の生活を送り続け
た︒
﹁ハンドボールはこういう
ものだと本格的に教わったの
が︑中部大４年になったとき
に監督に就任した蒲生さん︵晴
明︑現部長︑日本協会強化本
部長︶から︒
ゴールデンエージ︵ 〜
才︶に知識のある人に教われ
ば︑絶対にうまくなるし︑自
分ももっと早く本格的に教え
てもらえていたらとつねづね
思っていた﹂ことに加え︑ホ
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起用へのもどかしさ︑契約
への不安やチームスタッフへ
の不信感にも包まれる毎日︒
河田の心は大きく揺れた︒
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くしだ・りょうすけ
1977年６月29日生まれ。奈良・一条
高→中部大→ホンダ→ホンダ熊本で
活躍。昨夏、一生ハンドボールで生
活していくために、一念発起してド
イツへ。４部リーグ・ピルナの優勝
に貢献し、新シーズンも３部に昇格
したピルナと契約更新。指導・普及
活動にも積極的に力を注ぐハンドボ
ールの虫。
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があるし︑経験をつなげてい
かないと意味がない﹂
求道者・河田らしく︑ブン
デスリーガー２シーズン目も
前進あるのみ︒
もちろん︑新たな葛藤もあ
るだろう︒
これまで以上の思わぬ苦難
に見舞われるかもしれない︒
けれども︑河田にはゆるぎ
ない原点がある︒
﹁﹃ハンドボールにかける
情熱は誰にも負けない﹄︒
そう言っている人には絶対
負けません︒
人生ハンドボールですから﹂
ゆくゆくは帰国して教壇に
立つことを夢に描きつつ︑ハ
ンドボールをやり続けたい気
持ち︑全力で戦っていられる
場があるかぎり︑河田はボー
ルを追い続ける︒
河田選手の直筆サイン入りカード
を６人の方にプレゼントします。
77ページ左下の弊社ハンドボール
編集部まで、ハガキ、ＦＡＸ、メール、
ホームページからご応募ください。
住所、氏名、連絡先電話番号と『河
田浩貴選手サイン入りカード希望』
と明記するのをお忘れなく。締め切
りは８月15日。応募多数の場合は抽選、
当選の発表は発送をもって代えます。

求道者に徹して前進
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昨

ズンを乗り切り︑調整のポイ
ントもつかんだし︑チームメ
イトも気心が知れている︒
﹁ 自 分 の ハ ン ド を し や す く︑
いろいろな力を発揮しやすい﹂
ということに加え︑マルツェ
フ放出も濃厚で﹁出場時間が
増えるなら﹂と結んだデーリ
ッチとの契約︒
フタを開ければ︑マルツェ
フが残留するばかりか︑新た
に加わるポーランドＵ 代表
選手も同じセンターという︑
どんでん返しも︒
苦難の道を切り開いてきた
河田には︑新シーズンもいば
らの道が待ち受けているが︑
こ れ で も か と 襲 い 来 る 苦 難 を︑
ネガティブにとらえている河
田ではない︒
﹁ブンデスリーガーになれ
たという結果はある︒
でも︑もっといい選手にな
りたい︒
こ れ ま で の 経 験 を 踏 ま え て︑
もっといい選手になれる確信

読者プレゼント

河田 浩貴
!!

それでも︑揺れた心は原点
に返る︒
﹁自分で決めたことだ﹂
﹁やるしかない﹂
﹁とことんやるぞ﹂
メールなどを通してエール
を送って支えてくれる多くの
人たちに感謝の思いを伝える
ためにも︑弱気になるわけに
はいかなかった︒
紆余曲折の末︑４月にはデ
ー リ ッ チ と の 再 契 約 を 交 わ し︑
チームもラストスパートで
位まで順位を上げ︑シーズン
を終えた︒
条件だけを考えれば︑ドイ
ツの他のチームへの移籍や他
国のチームへの移籍する道も
あった︒
だが︑苦労しながら１シー
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さらなる前進誓う求道者

かわだ・ひろたか
1979年９月６日生まれ。東京・大島
中→神奈川・横浜商工高（現・横浜
創学館）→順天堂大で日本一をめざし、
大学卒業後は順天堂大コーチやクラ
ブチームの市川ＦＯＧでプレーした後、
ドイツへ。努力を重ねて道を切り開き、
ブンデスリーガ２部のデーリッチで
２年目のシーズンを迎える。

