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す。日本代表では、どのような逆境に直面しても常に成

２０２１年に予定されていた世界大会も１年延期となり、

１ミーティングを重ねる日々も長く続きました。当初、

できない期間も多く、今までとは違うオンラインでの週

きました。２０２０年と２０２１年は、対面での活動が

ずっと、この日本代表チームはコロナ禍とともに歩んで

バーが歩みを止めることなく進み続けられるよう、選手

私自身をはじめ、チームの誰が抜けても、残されたメン

がチームを離れることになるかわかりません。そのため、

動することを意味しました。無論、大会期間中もいつ誰

いつ誰が練習に参加できなくてもおかしくない状況で活

をチームのスローガンに掲げています。
Climbers
２つ目は、主体性です。コロナとともに歩むことは、

長して山を登り続けられる集団であることを目指し、

２０１９年１月を最後に、通常は定期的にある海外遠征

この状況だからこそ起こった一つひとつの困難な出来事

えていただき、我々は世界大会に行くことができます。

に、感謝の気持ちでいっぱいです。本当に多くの方に支

情勢の中で、日の丸を背負って世界の舞台で戦えること

それでも、このコロナと戦争に翻弄されるいまの世界

こそ、日本代表の進化を皆さんに感じていただける戦い

とるべき行動を考えて考動できるか。そういった場面で

いかに選手一人ひとりが、指示を待つことなく主体的に

苦しくなってもそれを跳ね返して前を向き続けられるか。

てだと思っています。そういった試合で、いかに展開が

価が問われるのは、世界大会で苦しくなった試合におい

レジリエンスと主体性に注力してきたこのチームの真

の主体性を重んじてきました。

を通じて、多くの人に支えられて成り立っているこの活

最後に、私は２００９年の世界大会を選手として戦い

をしたいと思っています。

向き続けた選手と、何度も変わる状況の中で常に一緒に

そして、度重なる活動の中断や制限を乗り越えて前を

感と楽しさ、そして圧倒的な力の差への絶望感と悔しさ

です。そのときに、世界の４強と戦って感じたワクワク

ド、オーストラリア）とともに１部リーグで戦った大会

女子ラクロス界の４強（アメリカ、カナダ、イングラン

ました。２００９年は日本が唯一、２０年間変わらない

打ち手を考えてくれたスタッフを本当に誇りに思ってい

５位」という目標には、その数字目標以上に、先輩たち

力です。２０２２日本代表が掲げている「４強を脅かす

が、１３年経った今も私が日本代表に関わり続ける原動
先に述べたように、例年とは異なるコロナ禍の活動で

境を成長のチャンスと捉えて跳ね返す力のことを心理学

１つ目は、逆境を跳ね返せる集団になることです。逆

世界で堂々と戦うその姿で、日本の多くのラクロスコ

格や経験で勝る相手に対しても日本のラクロスを貫き、

得に向けて未来へ繋ぎたい想いが込められています。体

から受け継いだ４強入りへの想いと、日本初のメダル獲

用語ではレジリエンスと言いますが、日本代表ではこの

後まで応援よろしくお願いいたします。

ラクロス女子日本代表の５年ぶりの世界への挑戦、最

ミュニティの方々に勇気や笑顔を届けたいです。
ス心理学では、人は問題に直面したときに３つのタイプ

レジリエンス力をとても大切にしています。レジリエン

ことが２つあります。

あることを踏まえて、特にチームとして大切にしてきた

も光栄です。

ますし、このチームを一緒に作ってこられたことがとて

りして深く御礼を申し上げます。

表の活動を支えていただいた全ての方に、この場をお借

動の重さと尊さを今まで以上に感じてきました。日本代

に挑みます。

に行くこともなく、国内活動だけで５年ぶりの世界大会

２０２０年に私がこのチームの指揮を執り始めて以来

ヘッドコーチを務めております、柴田陽子です。

２０２２年女子日本代表のゼネラルマネージャー兼

主将挨拶
Yoko Shibata
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柴田 陽子

ヘッドコーチ挨拶
［2022年ラクロス女子日本代表
ゼネラルマネージャー兼ヘッドコーチ］
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（
逃げる人、 Camper=
何もしない人、 Climber=
Quitter=
解決しようとする人）の行動に分かれると言われていま
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日本代表チームが大切にしている言葉やマインドを選手が紹介します！

日本代表のTOP10キーワード

Risa Suzuki

２０２２年女子日本代表の主将を務めます鈴木理沙です。 私
たちが今 大会に 向けて 準 備を進め ていく 中で、 多 くの方に サポー
トをしていただきました。この場を借りて御礼申し上げます。
私は、２０１７年 に初めて 世界大会に出場し 、主将を 務めま

２０２２年日本代 表のラク ロスで注目してい ただきた いポイ

るかを全員が考えて動けるチームでありたいと思っています。

ントはオールコートでの得点です。柴田ＨＣが大切にしている

会にたど り着く までに 様 々な経験 があり ました 。 コロナウ イルス

強さや質 に多く の反省 が 残りまし た。こ の経験 か ら５年間 、今大

しまい、 自分の 主将と し ての役割 や、世 界と戦 う 上でのプ レーの

して戦え たこと は誇り で す。しか し、９ 位とい う 結果で終 わって

私たちは、最後の１秒まで「 GACTION
」し続けて、 ボールを奪い、
相手より も早く ボール と 身体を動 かして 、貪欲 に １点を取 りに行

「

通理解が必要です。また、相手が疲れている時こそこの

が理解し ていな いと成 り 立たない ため、 ポジシ ョ ンに関係 なく共

チャンス を生む ことが で きます。 コート に入っ て いる１０ 人全員

」での得点を 、全員で意識して練習して きました。相
GACTION
手より少しでも早く気づき、反応し、プレーすることで、得点

「

の影響で 、練習 が思う よ うにでき ず、大 会も１ 年 間延期に なりま

した。自 分の想 像を超 え る緊張感 や、高 揚感の 中 で、日本 代表と

した。日 本代表 として 世 界で戦う ために は、相 当 な覚悟を 持って
きます。その戦う姿をぜひ皆さんに見ていただきたいです。

世界で結 果を出 すこと を 考えてく ださる コーチ 陣 や、チー ムのた

に捉える には時間 がかかり ました。そ れでも、 常に大 会を見据え 、

る私たち にとっ ては、 難 しかった りもし ます。 １ 年延期を 前向き

れた理由 は、ラ クロス が 好きとい う気持 ちです 。 ラクロス をして

たと思い ます。 諦めそ う になるこ ともあ りまし た 。それで も頑張

なかなか 上手く 行かず 、 成長も遅 く、成 功より 失 敗の方が 多かっ

も日の丸 を背負 って戦 っ てみたい と思い ました 。 始めた当 初は、

学の日本 代表の 先輩が と ても輝い ていま した。 そ の姿をみ て、私

私は大学からラク ロスを始 めました。入部当 初、当時 同じ大

」が最大化さ れるため、体力も必要にな ってきます。
GACTION

心と身体 を準備 しなけ れ ばなりま せん。 日本代 表 としては 当たり

めにと率 先して 動いて く れるスタ ッフに 支えら れ て、私も 今大会

いると、 まだま だでき な いことだ らけだ からこ そ 、まだ自 分は成

前のこと ですが 、日々 仕 事とラク ロスを 両立し な がら生活 してい

に全力で 向き合 う覚悟 が できまし た。絶 対に結 果 を残した い、最

器の一つ は「チ ーム力 」 です。オ フェン スでも 、 ディフェ ンスで

１つ目は、お互い の信頼関 係を構築すること です。日 本の武

変化にも 気づく ことが で きます。 できる からこ そ 磨きをか ける、

分」と向 き合う 時間を 大 切にする ことで 、ちょ っ としたプ レーの

最大限に 伸ばし 、弱み を 最小限に する努 力をす る ことです 。「自

中で意識 してい ること は 、自分の 強み・ 弱みを 認 識して、 強みを

長できる んだな と感じ る ことがで きます 。私が ラ クロスに 関わる

高のチームで今大会に臨みたいと思うようになりました。
日本代表の主将と して、チ ーム作りで大切に している ことが

も、いか に連携 して１ 点 を取るか 、ボー ル奪う か を大切に してい

分」の可 能性に 気づく こ とができ ます。 この可 能 性を感じ る瞬間

できないからこそなぜできないかに向き合うことで、常に「自

２つあります。

ます。コ ートの 中での 連 携プレー におい て、お 互 いの信頼 関係は

私が大切にしてい る言葉は 、「努力が必ずし も結果に 結びつ

が、ラクロスをしていて、一番ワクワクします。

欠かせな いと思 います 。 信頼関係 を構築 するた め には、お 互いを
深く知る こと、 そして お 互いの役 割を明 確化し 、 認め合う ことが

くとは限 らない が、結 果 を出した 人は必 ず努力 し ている、 だから

必要です 。この チーム で は、日本 代表や 今大会 に かける思 い等を

努力を惜 しまな い」で す 。日本代 表とし て、目 標 を達成し 、日本

ぞよろしくお願いいたします。

２０２ ２年６ 月２９ 日 から開催 される 世界大 会 の応援を 、どう

す。

ラクロス 界に新 たな歴 史 を刻める よう、 引き続 き 努力して 参りま

語る時間 や、各 々の役 割 を話し合 う時間 を設け て 、お互い の信頼

２つ目は、高め合 うチーム になることです。 私たちに とって

関係を築いてきました。

は毎回の練習が選考です。誰もが日本代表になることが目標に
なってし まいま すし、 隣 で共に頑 張って いる仲 間 が敵にな ってし
まうこと もあり ます。 日 本代表に なるこ とだけ を 見据え、 お互い

皆それぞれ色々な立場で代表
活動に参加していて、時には
前向きな気持ちだけでいるこ
とが難しいと感じる時もあり
ます。また世界大会中も、
様々な困難が待ち受けている
と思います。
そんな辛い時や苦しい時、ど
んな時もその状況を”enjoy”で
きる、そんな集団でありたい
と思っています！困難を楽し
もう！（DF へむ）

「知的な失敗」とは読んで字のごとく‘22代
表では、失敗することを恐れるより挑戦し続
け変化し続けられるようにいつもこのワード
を意識して来ました。
「いい失敗をしよう！」「挑戦した結果の失
敗だから、じゃあ次はこうしていこう！」と、
挑戦しなければなし得なかった課題を今まで
たくさん経験して今も成長し続けています。
（DF しゃか）

練習できるグラウンドがある
こと。チームで揃ったウェア
を着られること。コロナ禍で
練習をさせてもらっているこ
と。世界を見据える上で男子
選手と練習試合ができること。
挙げ始めるとキリがありませ
んが、自分たちを取り巻くす
べてのことを当たり前と思わ
ず、感謝を忘れないようにし
ています。
（MF らい）

知的な失敗

enjoy

信頼

を削りあ ってし まうチ ー ムではな く、我 々が成 し 遂げなけ ればな

どんな立場であっ
ても、『世界5位』
という目標のため
に「今自分は何を
すべきなのか」を
当事者として主体
的に考えて行動し
ています！
（G けい）

鈴木 理沙
感謝

「信頼」とは、私たち
がクライマーズでいる
ために必要な要素の中
の一つです。逆境の中
でチームで何かを選択
する際にお互いを信頼
していることで、チー
ム全員で最善の選択を
し進むことができます。
練習中から会話を増や
し、信頼関係を築くこ
とを大切にしています。
（DF きゃん）
日本代表には下は20歳、上は
33歳と幅広い年代のメンバー
がいます。
そんな中でお互いを信頼し高め
あえるチームを目指し、“本音”
をキーワードに特に若手は自分
の考えを“言語化する”こと、ベ
テランは“傾聴する”ことを意識
し活動してきました。その甲斐
あって？ベテランをいじり倒す
若手もいて、とても愉快なチー
ムになりました！そんな私たち
のチームワークにもぜひ注目し
てください！（MF こう）
代表チームでは「誰かがやってくれる」ではなく、
チームにとって自分がどんな存在であり、どんな
「役割」果たすのか、という点を個々人が自ら考え
ながら活動しています。

本音
主体性・役割

「レジリエンス」とは、困難や逆境に直面した際に、
それを跳ね返す力であり、その環境に順応する力です。
世界大会は異国の地で身体の大きい外国人と連日休み
なく戦い抜く厳しいものであり、大会を迎える過程に
おいても個人とチームが迎える逆境は少なくありませ
ん。そのためどんな困難な状況を迎えても乗り越えら
れるよう、レジリエンスのある人間、チームになるこ
とを掲げています。どんな状況になっても乗り越えら
れるよう、チーム内で相互理解を深め、様々な試合状
況を想定し準備してきました。常に前を向き、個々の
力を結集して世界5位を取りにいきます。
（MF ひかり・DF みや）
選手だけでなく、コーチやス
タッフも合わせてひとつのチー
ムです。コーチ陣が時間を惜し
まず多くの話し合いを重ねてく
れるから、スタッフ陣が選手よ
りも先にグランドに来て練習会
場を作ってくれるから、選手は
思いっきりプレーすることがで
きます。このチームワークは、
どの国にも負けてないと自信を
持って言えます。
（MF ぱなっぷ）

［2022年ラクロス女子日本代表・主将］

そ れぞれ の立場で 、
経験や考えを共有
し、お互いにビッ
グな人間になって
いけたらと思いま
す。私たちはまだ
まだ進化し続けま
す 。 （ AT べ に ・
AT もな）

らない目 標に対 して、 お 互いに高 め合っ てどう や ったら達 成でき

レジリエンス
チームワーク

私たちは練習中、試合中、そして代表練習がな
い2週間の間も個々人がチームの目標、個人の
目標を意識し、みんなで高め合って成長するこ
とを大切にしています。また、私たちは日本一
成長する集団でありたいと思っています！
チームのスローガン”climbers”は、
山を登り続ける集団のことを指
します。私たちは山を逆境と捉
え、どんな逆境にでも、逃げず
に、諦めずに立ち向かう姿勢を
大切にしています。目標達成の
ために、一人一人が与えられた
時間の中でしっかり準備し、発
揮できる集団でありたいと思い
ます。（MF ふぁい）
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成長

climbers

Captain Interview
選手が解説！

MF #10
藤井 真由
Mayu Fujii

160cm/53kg
日本体育大学出身/NeO所属

[学年(年次)]S1 [フィールドネーム]るか
[出身スポーツ]バスケットボール [得意なプレイ]1on1
[コメント]この大会に向けて、チームとしても個人としても勝つための
準備を沢山してきました。このチームの一員として日の丸を背負って戦
うことのできる嬉しさを存分に噛み締めて、最後の1秒まで全力で戦っ
てきます！応援よろしくお願いします！！

MF #15
細梅 志保美
Shihomi Hosoume

157cm/52kg
明治大学出身/FUSION所属

161cm/53kg
立教大学出身/MISTRAL所属

MF #6
小林 千沙
Chisa Kobayashi

171cm/64kg
日本体育大学出身/NeO所属

MF #18
水野 果奈子

MF #2
鈴木 理沙

[学年(年次)]S9 [フィールドネーム]かなこ
[出身スポーツ]サッカー、バスケットボール [得意なプレイ]カット、グ
ラボ
[コメント]活動を支えてくださる皆様、いつもありがとうございます。
チームで準備してきたことの中でも特に、攻守の切り替えとダウンボー
ルへの寄りにこだわり、勝利に貢献できるよう頑張ります。応援よろし
くお願いします。

MF #21
菅谷 美玖
Miku Sugaya

168cm/70kg
成蹊大学出身/NeO所属

[学年(年次)]S3 [フィールドネーム]みく
[出身スポーツ]バスケットボール [得意なプレイ]フィジカルを活かした
パワープレー
[コメント]私自身、初の世界大会、とても楽しみです。たくさんチャレ
ンジし、応援してくださる方々に見ていて勇気や感動を与えられるよう
精一杯戦います！応援よろしくお願いします！

2022年ラクロス女子日本代表

[学年(年次)]S6 [フィールドネーム]こう
[出身スポーツ]バスケットボール [得意なプレイ]カット
[コメント]このようなご時世で大会自体も1年延期された中、たくさんの
方の支えがあり代表活動を続けてくることができました。感謝の気持ちを
胸に、また今日までやってきたことに誇りを持ち、大舞台を楽しみたいと
思います！そして日本に最高の結果を！応援よろしくお願いします！

[学年(年次)]S2 [フィールドネーム]ふぁい
[出身スポーツ]硬式テニス、陸上競技(800m)、バスケットボール、野球
[得意なプレイ]ブレイク・高い位置からの1on1
[コメント]これまで支えてくださった家族、友人、チームメイトの方々
ありがとうございます。初めてのW杯出場ですが、支てくださった方々
の代表として全力でプレーしていきます！応援よろしくお願い致しま
す！

159cm/50kg
筑波大学出身/NeO所属

MEET THE TEAM

Kana Kamei

[学年(年次)]S6 [フィールドネーム]もぐ
[出身スポーツ]バスケットボール [得意なプレイ]カットイン
[コメント]5年ぶりの世界大会にワクワクしています！これからの日本
のラクロスにつながるような歴史的な2022 world championshipになる
よう全力で戦ってきます！多くの人に世界のラクロスも、日本のラクロ
スも楽しんでもらえたら嬉しいです！応援よろしくお願いします！

Kanako Mizuno
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MF #19
亀井 果奈

Risa Suzuki

163cm/57kg
明治大学出身/MISTRAL所属

選手・スタッフリスト

※2022年6月3日現在

AT #5
多賀 麻文
Maaya Taga

代表選手18名

163cm/57kg
明治大学出身/NeO所属

[学年(年次)]S7 [フィールドネーム]ぼんど
[出身スポーツ]水球 [得意なプレイ]ゴール前シュート
[コメント]いつもたくさんの応援ありがとうございます。これまで個人
でもチームでもたくさん準備してきました。それがどれだけ通用するの
か、試合をするのが楽しみです！応援よろしくお願いいたします！！

AT #7
高橋 実緒
Mio Takahashi

171cm/66kg
日本体育大学出身/FUSION所属

AT #17
櫻井 美帆
Miho Sakurai

162cm/55kg
立教大学出身/MISTRAL所属

[学年(年次)]S7 [フィールドネーム]ぱなっぷ
[出身スポーツ]バレーボール、陸上 [得意なプレイ]上からの1on1
[コメント] 2017年の大会から5年間、この世界大会に向けて日々準備し
てきました。たくさんの方に支えていただき、応援していただいたから
乗り越えられた5年間でした。必ず結果で恩返しをしたいと思います。
一緒に戦っていただけると幸いです。

[学年(年次)]S6 [フィールドネーム]いせ
[出身スポーツ]バスケットボール、ハンドボール [得意なプレイ]シュー
ト、パスキャッチ
[コメント]日本代表を応援してくださっている皆様ありがとうございま
す。2022世界大会では目標としている5位以内を達成するために1試合1
試合全力で戦いたいと思います。引き続き応援よろしくお願い致しま
す！

[学年(年次)]S2 [フィールドネーム]みほ
[出身スポーツ]バスケットボール [得意なプレイ]相手のミスを突くプ
レー、クイックネスを活かしたプレー
[コメント]皆さんのサポートがあって、今こうして世界大会に向けてプ
レーできています。日頃から、沢山のサポートをありがとうございま
す！皆さんへの感謝の気持ちをプレーで返せるよう、一戦一戦成長し、
結果を残します！応援よろしくお願いします🎌🎌

MF #12
髙野 ひかり

AT #11
中澤 こころ

AT #16

Hikari Takano

161cm/57kg
横浜国立大学出身/NeO所属

[学年(年次)]S9 [フィールドネーム]ひかり
[出身スポーツ]バスケットボール [得意なプレイ]ドロー周り、切り替え
のはやさ
[コメント]このチームで日本を代表して世界と戦えることにとてもワク
ワクしています！今の日本と自分が世界でどれだけ戦えるのか、しっ
かりと体感するとともに、目指す勝利を必ず得てきます！応援よろし
くお願いいたします！

Kokoro Nakazawa

162cm/54kg
日本大学高等学校出身
/University of Louisville所属

[学年(年次)]大学3年 [フィールドネーム]こころ
[出身スポーツ]ラクロス [得意なプレイ]1on1
[コメント]自分達の力を全て出し切り、チーム一丸となって頑張ります。
応援宜しくお願い致します！

ジョーンズ 萌仁香
Monica Jones

165cm/66kg
東京成徳大学高校出身/立教大学所
属

[学年(年次)]大学4年 [フィールドネーム]もにか
[出身スポーツ]ラクロス [得意なプレイ] アシスト
[コメント]世界最高の場所でラクロスができることに感謝して、全力で
楽しんできます。応援よろしくお願いいたします。

4

AT
山根 萌奈
Mona Yamane

163cm/60kg
日本体育大学出身/NeO所属

[学年(年次)]S1 [フィールドネーム]もな
[出身スポーツ]陸上競技 [得意なプレイ]左サイドのシュート
[コメント]日本を代表するメンバーと一緒にラクロスをできている事が
とても嬉しいです！最高のメンバーとコーチとスタッフが揃っているの
で最高の結果を見せられるように頑張ります。応援よろしくお願いしま
す！

MF
春木 理沙
Risa Haruki

158cm/54kg
日本大学出身/FUSION所属

[学年(年次)]S3 [フィールドネーム]らい
[出身スポーツ]バスケットボール [得意なプレイ]1on1、ドロー
[コメント]代表活動に関わってくださっている方々、応援してくださっ
ている皆様に感謝の気持ちを結果で残せるよう、このチームの一員とし
て、自分自身が成長する事を止めずに、クライマーズを体現し続けたい
と思います！

DF #22
亀田 亜梨沙
Arisa Kameda

168cm/61kg
明治大学出身/NeO所属

G #3
藤田 瑠奈
Runa Fujita

167cm/62kg
玉川学園高等部出身
/慶應義塾大学所属

[学年(年次)]S7 [フィールドネーム]へむ
[出身スポーツ]バスケットボール [得意なプレイ]対峙
[コメント]様々な方の支えがあって代表活動が成り立っているというこ
とを、日々感じています。世界大会で結果を出せるよう、日頃の感謝の
気持ちを忘れずに、自分にできることを全力で、楽しみながら取り組み
たいと思います！

[学年(年次)]大学4年 [フィールドネーム]るな
[出身スポーツ]ソフトボール [得意なプレイ]DFと連携したセーブ
[コメント]初めての世界大会ですが、やれることを精一杯やります。優
しくしてくれる先輩たちのために、コーチのために、応援してくれる人
たちのために頑張ります！！！

Narumi Nukui

補欠選手4名

175cm/67kg
慶應義塾大学出身/MISTRAL所
属

Sayaka Higa

158cm/57kg
青山学院大学出身/NeO所属

[学年(年次)]S1 [フィールドネーム]べに
[出身スポーツ]サッカー [得意なプレイ]アシスト
[コメント]私はこの代表活動を通して益々ラクロスが好きになりまし
た！そして、こんなに素敵な仲間と一緒に練習できてることを本当に幸
せに思ってます！応援してくださる皆さんにも日本のラクロスの面白さ、
このチームの魅力が伝わったら嬉しいです！いつも応援ありがとうござ
います！

柴田 陽子
Yoko Shibata

慶應義塾大学出身

[フィールドネーム]しゅん
[出身スポーツ]バスケットボール
[コメント]日本の皆さんに笑顔と勇気を与えられるような気持ちのこ
もった、世界に誇れる戦いをしたいと思っています。応援よろしく
お願いします。
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AT
鈴木 さくら
Sakura Suzuki

157cm/52kg
日本女子体育大学出身/NeO所属

[学年(年次)]S1 [フィールドネーム]りと
[出身スポーツ]新体操 [得意なプレイ]1on1
[コメント]コロナ禍で活動が出来ること、たくさんの方々のお力を
お借りして今の私たちがいると思います。たくさんの方々の想いを
胸に、そして自分達がやってきた事を誇りに頑張りたいと思います。

163cm/65kg
東海大学出身/FUSION所属

[学年(年次)]S4 [フィールドネーム]しゃか
[出身スポーツ]野球、バレーボール [得意なプレイ]速攻の運び、ロング
パス
[コメント]日頃よりチームのご支援、ご声援本当にありがとうございま
す。世界大会に向けてこれまで準備して来れたのも皆様のおかげです。
U19を含め3度目となる世界との戦いにとてもワクワクしています。い
い結果を報告できるよう最高の仲間、最高のスタッフと共に戦ってきま
す！！引き続き応援よろしくお願い致します！！

[学年(年次)]S4 [フィールドネーム]けい
[出身スポーツ]バスケットボール [得意なプレイ]フィールドプレー
[コメント]いつもたくさんの応援をいただきましてありがとうございま
す。Climbersらしく、どの立場でも高みを目指し高め合いなが、最後の
瞬間まで頑張ります。引き続き応援の程よろしくお願いします！

AT #20
比嘉 さやか

HEAD COACH
GENERAL MANAGER

[学年(年次)]S1 [フィールドネーム]きゃん
[出身スポーツ]空手、バスケットボール [得意なプレイ]ピック時のダブ
ルからの押し上げ
[コメント]いつも応援やサポートありがとうございます。大好きなこの
チームで、目標を達成できるように精一杯頑張って戦ってきます。応援
よろしくお願い致します。

DF #13
拔井 愛海

Kaori Osawa

練習生3名

Maika Tomura

166cm/63kg
日本体育大学出身/NeO所属

G #1
大沢 かおり

コーチ・スタッフ

DF #14
戸村 舞花

DF #8
井上 綾花
Ayaka Inoue

159cm/53kg
青山学院大学出身/NeO所属

[学年(年次)]S4 [フィールドネーム]みや
[出身スポーツ]サッカー、野球、バレーボール [得意なプレイ]グラボ
[コメント]女子日本代表を応援して頂き、ありがとうございます。世界
5位を取り、ラクロス界にとって記録と記憶に残るよう万全の準備をし
て臨みます。応援お願いいたします！

DF #9
廣瀬 藍
Ai Hirose

159cm/57kg
上智大学出身/NeO所属

[学年(年次)]S7 [フィールドネーム]あい
[出身スポーツ]クラシックバレエ [得意なプレイ]1on1DF
[コメント]いつも応援ありがとうございます！最高の結果を得れるよ
う日本を代表して頑張ります。みなさんも一緒に闘っていただけると
嬉しいです！

G #4
岩田 麻衣子
Maiko Iwata

159cm/58kg
東海大学出身/チーム無所属

[学年(年次)]S12 [フィールドネーム]まいこ
[出身スポーツ]ラクロス [得意なプレイ]セーブからの早いクリア
[コメント]いつも沢山のご支援ご声援をありがとうございます！何が起
こるかわからないのが世界大会。どんな状況もプラスに捉え、最高の結
果でお返し出来るよう全力で戦って来ます。引続き、応援宜しくお願い
致します！
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SUPPORT STAFF

SUPPORT STAFF

Sayo Matsumoto

Masanori Uchino

松本 紗葉
明治学院大学出身

[フィールドネーム]ほたる
[出身スポーツ]なし
[コメント]選手、スタッフ、そして応援してくださる皆様のたくさん
の想いが溜まっているこのチーム。半年前まではどこか遠く感じて
いた「代表」というチームが今や私にとっての誇れる大好きな居場
所になりました。

内野 昌憲
東京理科大学出身

佐々木 貴也
Takaya Sasaki
東海大学出身

ASSISTANT
GENERAL MANAGER

阿久津 直子
Naoko Akutsu

青山学院大学出身

[フィールドネーム]うっちー
[出身スポーツ]ハンドボール
[コメント]今までに誰も見たことがない、日本だからこそ、今の日
本代表だからこそできるラクロスを！！

[フィールドネーム]たかや
[出身スポーツ]野球
[コメント]女子代表をコーチさせてもらって感じたことは、とにか
く伸び代だらけだということ！守りに入らず、大会直前まで貪欲に
攻めて自分を高めていきましょう！

[フィールドネーム]ぽん
[出身スポーツ]サッカー、バスケットボール
[コメント]日頃より活動を支えていただきありがとうございます。
日本トップの選手・コーチ・スタッフの一人ひとりが、世界の舞台
で、最大の力を発揮できるよう、精一杯サポートしてきます！応援
をよろしくお願いします！

SUPPORT STAFF

SUPPORT STAFF

TRAINER

ASSISTANT COACH

Saki Shimura

Yume Azuma

Atsushi Miyazaki

Takaichi Ishikawa

志村 咲季
日本女子体育大学出身

東 結愛
日本大学所属

宮崎 淳
東京医療専門学校出身

[フィールドネーム]あっちゃん
[出身スポーツ]ラグビー
[コメント]日本代表チームが毎試合でベストなパフォーマンスが出
し尽くせるようサポートして参ります。CLIMBERSな日本代表チー
ムの応援よろしくお願いします！

石川 貴一
慶應義塾大学出身

[フィールドネーム]たかいち
[出身スポーツ]バスケットボール、野球
[コメント] 『その1点』をいかに取るか、いかに守るか、という事に
拘っていきます。全てを受け入れながら、ラクロスで学んできた事、
経験した事を形で表す恩返し。応援よろしくお願いします！

[フィールドネーム]ぷる
[出身スポーツ]バスケットボール
[コメント]climbersというテーマのもと高め合いながら世界大会に
向け進んでいるチームをより多くの方に伝えていき、応援してくだ
さるファンの方々と一緒に結果を掴みに行けるよう頑張ります！

[フィールドネーム]るん
[出身スポーツ]バスケットボール
[コメント]今回、代表活動に参加させて頂き、貴重な経験を積むこ
とができたことを本当に幸せに思います！大会に向けて、チームが
ベストな状態で大会に臨めるよう、残りの期間、自分にできること
を全力で頑張ります。

SUPPORT STAFF

SUPPORT STAFF

TRAINER

ASSISTANT COACH

Kaho Hisamatsu

Miyaka Ikeda

Ryohei Terada

Koichiro Iwasaki

久松 佳穂
筑波大学出身

[フィールドネーム]もこ
[出身スポーツ]サッカー
[コメント]いつも応援いただきありがとうございます。たくさんの
人の想いが詰まったこのチームを、より価値のあるものにするため
に自分ができることを精一杯頑張ります！

池田 美椰海
青山学院大学出身

[フィールドネーム]うみ
[出身スポーツ]バスケットボール、ソフトテニス
[コメント]去年は代表活動に携われるなんて思ってもいませんでし
た。そんな場所からスタートしたスタッフですが、日々チームの熱
意や努力を肌で感じ全員のことを心から尊敬してますし、最後まで
尽力します！応援お願いします！

寺田 龍平
大東文化大学出身

[フィールドネーム]てら
[出身スポーツ]野球
[コメント]選手が最高のパフォーマンスを発揮できるよう最善のサ
ポートをします！

SUPPORT STAFF

MANAGER

Maho Hattori

Yui Mizumo

服部 真帆

明治大学出身/FUSION所属

[フィールドネーム]まい
[出身スポーツ]なし
[コメント]代表活動という貴重な場に参加させていただいたことに
感謝の気持ちでいっぱいです。世界で戦う選手たちの、最高の準備
の場となるような練習をサポートしていきたいと思っております。
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TRAINER

水毛 結衣
東洋大学出身

[フィールドネーム]ゆい
[出身スポーツ] バスケットボール
[コメント]日頃より代表活動に携わってくださっている皆さま、い
つも本当にありがとうございます。様々な場面で支援してくださる
たくさんの方々のおかげで活動ができています。選手たちが練習の
成果を発揮して、たくさんのワクワクをお届けできるよう、私も最
後まで頑張ります！応援よろしくお願いします。

岩崎 功一郎
中部大学出身

[フィールドネーム]いわき
[出身スポーツ]野球
[コメント]世界の4強を脅かす5位以上という目標を目指してきたこ
の4年間。2018年の強化指定から含めると5年。過去にないことばか
りを経験したチームの集大成です。ここまで女子代表に関わってき
てくれた全ての方々に感謝し、本大会での結果で1番の恩返しをし
ます！是非応援のほどよろしくお願いいたします！！！

ASSISTANT COACH

宮沢 明日香
Asuka Miyazawa

慶應義塾大学出身

[フィールドネーム]あすか
[出身スポーツ]バスケットボール、テニス、野球
[コメント]いつも温かい応援、ご支援を頂き有難うございます。DFに
おいては超連動DFで攻撃の起点を一つでも多く創出すること、相手の
猛攻からゴールを守る事で、勝利に貢献します。そして、選手、コー
チ、スタッフ一丸となって目標である4強を脅かす存在、5位以上獲得
に向けて邁進して参りますので、応援宜しくお願い致します！
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11

10

11

3

NCAAでプレイして
いる選手は1名
こころ

2

大学の時に3部リーグに
所属していた選手は3名
あい・らい・かなこ

5

4

2019年U19世界選手権
出場選手は5名
こころ・きゃん・もにか・るか・もな

最も多い出身大学は日本体育大学で5名
※もな不在

もな・いせ・ふぁい・るか・きゃん

結婚している選手は4名
ぱなっぷ・ふぁい・こう・もぐ

世界大会が
3大会目の選手は2名
まいこ・ひかり

10

数字で知る 日本代表
フィールドの最年少選手と
最年長選手の年齢差は10歳

ひかり（30歳）・こころ（20歳）・かなこ（30歳）

8

高校からラクロスをやっていた選手は8名
きゃん・まいこ・しゃか・いせ
ぼんど・もにか・こころ・もな

7

2017年世界大会出場選手は7名

いせ・まいこ・あい・ぱなっぷ・もぐ・しゃか・ひかり

9
13

6

前回大会（2017年）の日本の順位は9位

大学時代主将・キャプテンを
務めた選手は6名
ぱなっぷ・まいこ・しゃか・りと・かなこ・べに

※ひかり不在
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選手の見どころ
～MF編～

選手の見どころ
～AT編～

水野 果奈子 (かなこ)

髙野 ひかり (ひかり)

亀井 果奈 (こう)

鈴木 さくら (りと)

高橋 実緒 (いせ)

櫻井 美帆 (みほ)

30歳で日本代表初招集の努力家。無尽

日本代表の司令塔。チーム一のラクロ

ゲーム展開を読むことに長けたオール
ラウンダー。相手の隙をつくカットイ

日本のスピードスター。圧倒的な瞬発

どこからでも得点を狙える生粋のポイ

サイド1on1＆ライドの要。前線から

スIQの高さで攻守の要となり、ここぞ
という場面でのアシストと得点を量産。

ンや切り替えからのフルフィールドオ

力とスピードで相手を置き去りにし、

ントゲッター。日本代表のレフティー

得点を量産。持ち前の明るさで日本代

エース。

蔵のスタミナ、グラボへの執着心、切
り替えの早さ、そして仲間を活かすた

フェンスでの得点演出に期待。

めのオフボールの動きに注目！

藤井 真由 (るか)

春木 理沙 (らい)

仲間も読めない鋭い角度でのキレキレ
のダッヂが代名詞。日本トップレベル
のドローコントロール力も魅力の選手。

高いポテンシャルと地道な努力が生ん
だ鋭い1on1からのランニングシュー
トやカットインの得点に期待。日本の
次世代の中盤の要。

小林 千沙 (ふぁい)

日本代表の絶対的ドローワー。ドロー
コントロールと1on1からのシュート
で日本代表のオフェンスを牽引。

の激しい守備でのボール奪取に期待！

表の元気印！

中澤 こころ (こころ)

ジョーンズ 萌仁香 (もにか)

左手から繰り出されるシュート力は

海を渡ってアメリカで戦う代表最年少

日本の若きクリース職人。ゴール裏か

チーム随一。強烈なロングシュートと

アタッカー。NCAA仕込みの豊富な得

らのフィードとカットインに注目！

ゴール前の細かいフェイクを持ち合わ

点パターンが魅力。攻撃のオールラウ

せる大型アタッカー。

ンダー。

山根 萌奈 (もな)

細梅 志保美 (もぐ)

鈴木 理沙 (ぱなっぷ)

比嘉 さやか (べに)

多賀 麻文 (ぼんど)

神出鬼没のカットインと安定したDF

チームの精神的支柱。勝負どころでの

猪突猛進の突破力と独特なタイミング

からブレイクを作り出す中盤の中心選

日本代表・攻撃のブレイン。シュート

信頼感はチーム一。難しい局面でこそ

のフィード力、攻撃陣の中ではトップ

手。チームトップレベルのスタミナで

から地味なオフボールの動きまで、細

実力を発揮する勝負強さが持ち味。

を争う守備力を兼ね備える個性派ア

かいプレイへのこだわり度はチーム一。

最初から最後まで駆け抜ける姿に注

タッカー。

目！
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これまでの歩み
練習
再開

2021

2022

選手の見どころ
～DF＆G編～

12/25-26

追加招集メンバーが加わり、世界大会出発６か月前の週末に活動を再開

1/8-9

本格的にチームの戦術練習を開始。初の紅白戦

1/22-23

絶対優位のある外国人との対戦を想定し、男子チームと試合を実施

岩田 麻衣子 (まいこ)

廣瀬 藍 (あい)

菅谷 美玖 (みく)

2/5-6

チームビルディングにも注力し、その一環として全メンバーが自己紹介スピーチを行う

2/19-20

男子チームと2回目の試合。目標得点は達成したものの、一つひとつの精度に課題が残る

3/5-6

技術MTGと男性サポートスタッフによる個別指導でOF、DF各局面における技術が向上

復活した日本の守護神。世界を知り尽
くした代表最年長選手。彼女を前にし
た敵は、蛇に睨まれたカエル。相手に

3/19-21

三浦学苑高等学校のグラウンドを借り、世界大会の想定で3日連続試合を実施

日本No.1ディフェンダー！圧倒的な

史上最強のフィジカルモンスター誕

フットワークとポジショニングでDF

生！世界基準のフィジカルと鉄壁DF

の要を担い、日本を勝利に導く。

で世界の猛者達からボールを奪う。

打たせて取るセーブに注目！

藤田 瑠奈 (るな)

井上 綾花 (みや)

戸村 舞花 (きゃん)

4/2-3

フルフィールドオフェンスの練習に注力。再び男子チームとの試合を実施。

4/16-17

男子チームとの試合で初めて敗戦。大事な場面で1点を決めることができず、
また、連続失点する場面もあり、まだまだ成長しなければならないと実感した試合だった
野生味溢れるビッグセーブを連発する

4/29-30, 5/3-5

世界大会での連戦を想定し、5日間実際の対戦相手を想定しての試合実施。
最終日には、三浦市による壮行会が開催された

大魔神。フィールドに響き渡るるなの
エンジェルヴォイスでDF陣のボール
奪取を牽引。

低空飛行のグランドボールと、運動量
抜群の粘り強いディフェンスで、日本
の攻撃の起点を創り出す！

日本の若きマルチディフェンダー。
1on1、インター、GB、全てを器用に
こなして攻撃の起点を創り出す！

5/14-15

２日間で計12時間以上の強化練習を実施。残す練習会は全て試合ということも踏まえて、
試合中の様々な状況を想定し、すり合わせを行った

大沢 かおり (けい)

亀田 亜梨沙 (へむ)

拔井 愛海 (しゃか)

5/28-29

世界大会で最も厳しい戦いである最後の2戦を想定し、両日とも男子チームとの試合実施。サド
ンビクトリーやラスト5分のリード、ビハインド想定などの練習も行い、接戦を勝ち切るための
強さを磨いた

6/11-12

国内最終活動。必勝祈願からの男子チームとの試合と協会主催の壮行試合

大会
初戦
17

5年ぶりの世界大会、ホーデノソーニーと対戦！

世界基準を上回るビッグゴーリー。

一度間合いに入ったら逃れられない！

日本のビーストディフェンダー！本能

『水の呼吸・凪』を発動して敵の

リーチの長さから繰り出されるイン

のままに繰り出されるチェックで相手

シュートを摘み取って行く姿と無敵の

ターや粘り強いディフェンスで、相手

ボールを叩き落とす。安定感のあるク

フィールドプレーは必見！

からボールを奪取。

リアや左手のパワーシュートにも乞う
ご期待。
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◆世界選手権大会の歴史
回

開催地

参加国
/地域

1位

2位

3位

日本の
順位

第1回
(1982年)

イギリス
（ノッティンガム）

6

アメリカ

オーストラリア

カナダ

未参加

第2回
(1986年)

アメリカ
（フィラデルフィア）

6

オーストラリア

アメリカ

スコットランド

未参加

第3回
(1989年)

オーストラリア
（パース）

6

アメリカ

イングランド

オーストラリア

未参加

第4回
(1993年)

スコットランド
（エジンバラ）

8

アメリカ

イングランド

オーストラリア

7位

第5回
(1997年)

日本
（東京）

7

アメリカ

オーストラリア

イングランド

7位

第6回
(2001年)

イングランド
（ウィコム）

8

アメリカ

オーストラリア

イングランド

7位

第7回
(2005年)

アメリカ
（アナポリス）

10

オーストラリア

アメリカ

イングランド

5位

第8回
(2009年)

チェコ
（プラハ）

16

アメリカ

オーストラリア

カナダ

7位

第9回
(2013年)

カナダ
（オシャワ）

19

アメリカ

カナダ

オーストラリア

9位

第10回
(2017年)

イングランド
（ギルフォード）

25

アメリカ

カナダ

イングランド

9位

世界大会情報
【大会名】2022 World Lacrosse Women’s World Championship
【大会期間】2022年6月29日 – 7月9日
【開催場所】アメリカ メリーランド州 タウソン大学

◆メダル獲得数ランキング

19

国/地域

金

銀

銅

計

アメリカ

8

2

0

10

オーストラリア

2

4

3

9

イングランド

0

2

4

6

カナダ

0

2

2

4

スコットランド

0

0

1

1

大会公式HP

チケット購入ページ

大会公式Instagram
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◆日本代表・対戦スケジュール
現地日時

日本日時

対戦国

6/30 14:00

7/1 3:00

ホーデノソーニー

7/1 15:00

7/2 4:00

アルゼンチン

7/2 9:00

7/2 22:00

中国

7/4 19:00

7/5 8:00

スイス

世界大会2022 日本の戦い
◆予選ラウンド
本大会には過去最多となる30か国が出場。予選は以下6ブロックにて行われる。Pool Aは強豪国が集ま
る1部リーグで5チームともが決勝トーナメントに進む。日本はPool Eで予選ラウンドを戦う。

以下、予選ラウンドの結果により変動

7/5 ～ 7/7

決勝トーナメント／下位トーナメント

7/8

最終順位決定戦（7位決定戦以上は翌日）

7/9

7位決定戦、5位決定戦、3位決定戦、決勝戦

◆見どころ
①予選ラウンド最大のライバルはホーデノソーニー！

③ベスト8は世界の4強との初対決！

ホーデノソーニー連邦（別名イロコイ連邦）は、北アメ

ベスト8では20年間変わっていない女子ラクロスの不動

リカのアメリカ合衆国ニューヨーク州オンタリオ湖南岸

の世界4強（アメリカ、カナダ、イングランド、オース

とカナダにまたがった保留地を持つ、6つの先住民族に

トラリア）のいずれかと初対決。ベスト16で勝利した

より構成される部族国家集団。ラクロス発祥の場。今で

場合、予選リーグ1位通過だと1部リーグの1位通過チー

もラクロス界ではその歴史を重んじて世界大会には一つ

ム（おそらくアメリカ）、2位通過だと1部リーグの4位

の国家として参加している。

通過チーム（おそらくイングランドかオーストラリア）

男子はトンプソン兄弟を筆頭に多くの超有名選手を輩出

との対戦。世界のトップレベルをどれだけ苦しめられる

しており、女子も今回はアメリカ開催ということもあり、

かに注目。

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Pool E

Pool F

アメリカ
(1)

イスラエル
(6)

ウェールズ
(7)

ニュージーランド

日本
(9)

チェコ
(10)

カナダ
(2)

韓国
(15)

ドイツ
(14)

アイルランド
(13)

ホーデノソーニー

(12)

イタリア
(11)

イングランド
(3)

オランダ
(16)

ラトビア
(17)

香港
(18)

スイス
(19)

メキシコ
(20)

オーストラリア
(4)

プエルトリコ
(25)

ウガンダ
(24)

スペイン
(23)

中国
(22)

スウェーデン
(21)

スコットランド
(5)

ノルウェー
(26)

ジャマイカ
(27)

オーストリア
(28)

アルゼンチン
(29)

コロンビア
(30)

(8)

※()内は前回大会の結果を元にした現ランキング

◆トーナメントの仕組み
A1=Pool Aの1位

過去カナダやアメリカ国籍でプレイしていたNCAAやプ
ロリーグのトップ選手もホーデノソーニーで出場するこ

④本当の勝負はラスト2試合

とが予想されている。

日本が目指す史上最高順位タイの5位を達成するために
は、最後の2試合を勝利する必要がある。ベスト8に敗

21

②日本の鬼門・ベスト16の戦い

れた場合、翌日に「5位進出決定戦」を控える。ここが

過去2大会で日本の鬼門となっているのはベスト8に入

大一番となる。ベスト16であたらなかったいずれかの

るためのこの試合。ここで勝って、まずはベスト8トー

チームとあたる予想だが、ここから先はどことあたって

ナメントに進出することが重要。予選を1位通過すると、

もギリギリの戦いが予想され、連戦の終盤、最も疲れて

Pool Dの1位とあたるため、ニュージーランドまたはア

いる中で互いに技術、戦術だけでなく、体力、メンタル

イルランドとの対戦が予想される。ニュージーランドは

との勝負になってくることが予想される。

2015年のU19で5位を懸けた最終戦を延長戦で負けた因

※③のベスト8で勝てば日本初の準決勝進出。

縁の相手。一方アイルランドにはアメリカ代表のレジェ

5位進出決定戦に勝てば、1日オフを挟んで大会最終日

ンドKatrina Dowdが加わり、アイルランド移民が多い

に5位決定戦を戦う。5位進出決定戦で敗退した場合は、

アメリカ開催とあり、アメリカ出身の選手が中心。2位

7位決定戦にまわる。過去の世界大会を見ても、最終日

通過の場合はPool A（1部リーグ）の5位とあたるので

は最もドラマがある試合が待ち受けている。

スコットランドの可能性が高いと予想。

※準決勝に進んだ場合は最終日の決勝または3位決定戦

・★にはPool B～Fの各3位以下15チームから1チームが予選ラウンドの戦績を踏まえ進出。

に進出。

・上記の16チームに入れなかった場合は下位トーナメントで17位以下を決定。

A1

★

D1

E1

A5

E2

A4

D2

B2

A2

F1

C1

F2

B1

C2

A3

・Pool Aは5チームで予選を戦い順位を決定。A1～A5に入る。
・Pool B～Fはそれぞれで予選を戦い、各上位2チームが決勝トーナメントに進出。
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OFF SHOT GALLERY
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編集後記
この度は、本誌をご覧いただきありがとうございます。
そして日頃よりたくさんのご支援、ご声援をありがとうございます。
皆様のお力添えのおかげで、日々、最高の環境で世界大会に向けた練習ができてい
ます。心から感謝いたします。
本誌を読んで、世界大会をより楽しんでいただければ幸いです。
今後ともラクロス女子日本代表をよろしくお願いいたします。
広報担当 久松佳穂

LENACOS は、ラクロス女子日本代表のブランドデザインパートナーです
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