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[環境の総合情報商社］

“地球にやさしく”どこかで見たような聞いたような言葉。

あなたはリサイクルに関心を持っていますか？

“地球環境をこれ以上汚したくない”これが私たちの願いで

あるとともに、人類に課せられた大きな課題です。

当社は携帯電話やパソコンなど、鉄を除いた金属（レアメタ

ル）の回収、再生（リサイクル）を主な業務にしている会社

です。

日本のバスケットボールの振興、発展を応援します。

有限会社エム・エス。ピー。ピー

〒３３３－０８４２

埼玉県川口市前川２－３３－１
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ＦＩＢＡバスケットボール世界選手権

日本開幕まであと４カ月

世界各国各地域代表による男子バスケットのワールドカップ、２００６年ＦＩＢＡバスケット

ボール世界選手権の日本開催まであと４カ月となった。

今回はその概要と３月２３日に世界同時発売となったチケットなどについてご案内する。

注目のアメリカはＮＢＡを中心とする選抜チームで出場予定であり、ヨーロッパ勢を含め

た強豪チームがひしめく中、開催国日本はどこまで勝ち残れるか。大きな期待と希望があ

ふれる世界選手権、予選リーグが開催される国内４市の準備状況も含めてご一読を／／

なお、振興会としても全面的にバックアップすることを確認している。

世界選手権につ いて

現在FIBA(国際バスケットボール連盟)には、２１２の国と地域が加盟しており、バスケ

ットボールの競技人口は全世界で約４億５千万人と言われている。

世界選手権は、１９５０年アルゼンチンで第１回大会が開催されて以来、４年に１度開催さ

れ多くの感動とドラマを生み出してきた。

今回日本で開催される第１５回大会は、参加チーム数がこれまでの１６チームから２４

チームに増やされて、より多く世界各国のバスケットボールを見ることができる。

大会は、参加国を４グループに分けた６チームのリーグ戦による予選ラウンドの結果、

各グループの上位４チームによるファイナルラウンドによって順位が決まる。

予選ラウンドは、仙台でＡグループ、広島でＢグループ、浜松でＣグループ、札幌でＤ

グループの試合が行われ、その後ファイナルラウンドが「さいたまアリーナ」で開催され

る。日本はＢグループに位置し広島で戦うが、世界の強豪を相手に是が非でもファイナル

ラウンドまで勝ち残って欲しいものである。

謂催にあたって

各開催地では、いろいろと準備に追われているが、私たちは、世界最高峰のタイトルを

目指して日本にやってくるトップチームを､感動と興奮を求めて世界から集まるお客様を、

そして世界中から集まるマスメディアの人たちをあたたかく迎えて、歴史に残る最高の環

境を提供しなければならない。そのキーワードは「ホスピタリテイ」となっている。

大会準備委員会では、各会場で競技、運営を支え大会を成功に導くためのボランティア

を募集している。ホスピタリテイあふれる精神で大会の運営にあたり、世界に誇れるよう

な大会にしたいと願うものである。

日本バスケット界としては､あと４カ月後に迫ったこの世界選手権を成功させることが、

これからの日本バスケットボールの更なる普及、発展

の重要な要因となることを認識しなければならない。

日本が出場するＢグループの試合が開催される広島

市では、市内を走る路面電車に大会の開催告知をプリ

ントしたラッピング電車が走り、予選リーグの最終日

８月２４日まで、広島駅から宮島口駅まで、片道約１

時間のルートを１日８往復している。

３
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参加国・グループ

グループＡ グループＢ グループＣ グループ，

１ ナイジェリア パナマ カタール セネガル

２ レバノン ニュージーランド オーストラリア アメリカ

３ アルゼンチン ドイツ ﾄルコ 中国

４ フランス 日本 リトアニア イタリア

５ ベネズエラ スペイン ブラジル プエルトリ ．

６ セルビア・モンテネグロ アンゴラ ギリシャ スロベニァ

●予選ラウンド開催地

[グループＡ］仙台市体育館(宮城県仙台市太白区富沢1-4-1）

[グループＢ］広島県立総合体育館(広島グリーンアリーナ)(広島県広島市中区基町4-1）

[グループＣ］浜松アリーナ(静岡県浜松市和田町808-1）

[グループＤ］北海道立総合体育センター(きたえ－る）

（北海道札幌市豊平区豊平５条11-1-1）

●ファイナルラウンド（20試合）開催地

さいたまスーパーアリーナ（埼玉県さいたま市中央区新都心８）

●ゲームラウンド組み合わせ＊各日の試合順、試合開始時間は未定

グループＢ予選ラウンド／広島グリーンアリーナ（日本チーム関係）

１９日(士） 日本”ドイツ

２０日（日） 日本vsアンゴラ

８月

２１日（月）

２２日（火）

日本ＷＳパナマ

休息日
各グループ上位４位迄が

ファイナルラウンド進出
２３日(水） 日本vsニュージーランド

２４日(木） 日本vsスペイン

２５日(金） 移動日

ファイナルラウンド（全２０試合）さいたま市／さいたまスーパーアリーナ

２６日(土）

２７日(日）
ベスト８位決定戦（４試合／日）

各グループ１～４位

※２試合ごとの入替制

８月
２８日(月）

２９日(火）

３０日(水）

休息日

準々決勝（２試合／日） ベスト８

３１日(木） 5～８位決定戦（２試合）

１日(金） 準決勝（２試合） ベスト４

９月 ２日(士） 5～６位決定戦、３～４位決定戦（〃）

３日(日） 7～８位決定戦、決勝戦（〃）

４



チケットについて

予選ラウンド、決勝ラウンドとも３月２３日から世界同時に第一次販売が開始されてい

る。国内では各プレイガイド、ＪＴＢ各支店、チケットピア、ローソンチケットなどで販

売されているが、人気カードについては既に売り切れの情報もある。

詳しくは関連サイトhttp://www､fiba2006・com/index-j・ｈｔｍｌをご参照ください。

チケットの種類と価格

第１次販売３月２３日～４月３０日

第２次販売５月２０日～６月３０日

第３次販売７月２２日～９月３日ただし第３次販売は第２次販売で売り切れの場
合は販売されない。

［札幌会場］

北海道立総合体育センター（きたえ－る）

札幌市豊平区豊平５条１１－１

試合日８月１９日（士）～８月２４日（木）

休息日８月２１日（月）

席の種類

アリーナＳＳ席

指定席

アリーナＳ席

指定席

スタンドＳ席

指定席

スタンドＡ席

指定席

スタンドＢ席

自由席

場 所

コートサイド

コートエンド

コートサイド

ＳＳ席の上段

コートコーナー

スタンドＳ席の両脇

コートサイド

スタンド最上段

［仙台会場］

仙台市立体育館

仙台市太白区富沢１－４－１

試合日８月１９日（士）～８月２４日（木）

休息日８月２２日（火）

席の種類

アリーナＳＳ席

指定席

アリーナＳ席

指定席

スタンドＳ席

指定席

スタンドＡ席

指定席

スタンドＢ席

自由席

場所

コートサイド

コートエンド

コートサイド

ＳＳ席の上段

コートサイド
とコートエンド

Ｓ席の両脇および上段
コートサイド

とコートエンド

スタンド最上段

５

価格(税込）

9,000円

7,000円

8,000円

6,000円

4,000円

価格(税込）

9,000円

7,000円

8,000円

6,000円

4,000円



［浜松会場］

浜松アリーナ

浜松市和田町８０８－１

試合日８月１９日（士）～８月２４日（木）

休息日８月２１日（月）

席の種類

アリーナＳＳ席

指定席

アリーナＳ席

指定席

スタンドＳ席

指定席

スタンドＡ席

指定席

スタンドＢ席

自由席

場所

コートサイド

コートエンド

コートサイド

ＳＳ席の上段

コートコーナー

Ｓ席の両脇と
コートエンドＳ席の上段

コートサイドとエンド

スタンド最上段

［広島会場］

広島県立総合体育館（グリーンアリーナ）

広島市中区基町４－１

試合日８月１９日（土）～８月２４日（木）

休息日８月２２日（火）

席の種類

アリーナＳＳ席

指定席

アリーナＳ席

指定席

スタンドＳ席

指定席

スタンドＡ席

指定席

スタンドＢ席

自由席

場所

コートサイド

コートエンド

コートサイド

ＳＳ席の上段

コートエンド

アリーナｓ席の上段

コートエンド

スタンド最上段

［さいたま会場］

さいたまスーパーアリーナ

埼玉県さいたま市中央区新都心８

試合日８月２６日（土）ベスト８決定戦

８月２７日（日）ベスト８決定戦

６

価格(税込）

9,000円

7,000円

8,000円

6,000円

4,000円

価格(税込）

9,000円

7,000円

8,000円

6,000円

４，０００円

4試合

４試合



８月２８日

８月２９日

８月３０日

８月３１日

９月１日

９月２日

９月３日

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

(士）

(日）

休息日

準々決勝２試合

準々決勝２試合

５～８位決定戦２試合

準決勝２試合

３～４位決定戦５～６位決定戦

決勝戦７～８位決定戦

2試合

2試合

日程
アリーナＳＳ席 アリーナＳ席 スタンドＳ席 スタンドＡ席 スタンドＢ席

指定席 指定席 指定席 指定席

8／２６ 12,000円 9,000円 10,000円 8,000円

8／２６ 12,000円 9,000円 10,000円 8,000円

8／２７ 12,000円 9,000円 10,000円 8,000円

8／２７ 12,000円 9,000円 10,000円 8,000円

8／２９ 15,000円 11,000円 13,000円 10,000円

８／３０ 15,000円 11,000円 13,000円 10,000円

８／３１ 12,000円 9,000円 10,000円 8,000円

9／１ 18,000円 16,000円 17,000円 15,000円

9 ／２ 12,000円 9,000円 10,000円 8,000円

9 ／３ 20,000円 18,000円 19,000円 17,000円

８月２６日、２７日のベスト８決定戦は２試合毎の入替制

アリーナＳＳ席コートサイド北側のみ

アリーナＳ席コートエンド西側のみ

スタンドＳ席コートサイド両側でアリーナＳＳ席の上部

スタンドＡ席コートエンド両側でアリーナＳ席より上部

スタンドＢ席コートサイド＆エンドの最上階席

日本代表チーム

自由席

5,000円

5,000円

5,000円

5,000円

6,000円

6,000円

5,000円

8,000円

5,000円

10,000円

ドコーチは日本が予選で戦うＢグ日本代表チームのジェリコ・パブリセヴィッチへツドコー

ループについて次のようにコメントしている。

「日本にとっては、どの国もダフな対戦相手だと思っている。

世界選手権なのだから対戦相手が強いのは当然のことで、良い

試合をして予選を通過しベスト１６へ進みたい。Ｂグループの

各国をみてみると、ドイツはダーク・ノヴイスキー（ＮＢＡ・

ダラスマーベリック）というトッププレーヤーがいて、アグレ

ッシブでダフなゲームをするチーム。スペインはＮＢＡプレー

ヤー、パウ・ガソルが出場してくるだろうし、アンゴラはアフ

リカ選手権を何度も制している強豪チームだ。

＃
炉

Ｆ

■ 刃 国

Ｉ

二吋

’』。 Ｌ

■_己 「

ニュージーランドはリズムに乗ればどの国にも負けないチームだし、パナマは何かやりそ

うなチームのようだ。

どのチームも強いがスポーツの世界にはいつでも勝つチャンスはある、この３年間、基礎

７



を築きながら十分に準備をしてきた。対戦チームには優れた選手がいてそれぞれ独自の性

格を持っているが、私たちはその性質を見極めて賢いゲーム運びをしなければならない。

それには一部のチームに集中してベストを尽くし、勝利をものにするという戦法もあるだ

ろう。

さしずめアンゴラ、パナマ、ニュージーランドといったところだろうが、広島に応援に来

てくれる日本の皆さんのためにも頑張らなくてはならない。日本はホームチームとして、

大きなアドバンテージを持っているわけだから、多大な応援が期待できる｡」

３月１８日に発表された日本代表チームの候補選手は次の通りで、この中にはアメリカに

いる田臥選手も含まれているが、最終的にはこのメンバーから１２名が世界選手権にエン

トリーされる。

＜スタッフ＞（一部）

スーパーバイザー杉浦良昭日本バスケットボール協会男子強化部長

ヘッドコーチジェリコ・パブリセヴィッチ日本バスケットボール協会

アシスタントコーチ加賀谷寿アイシン精機

アシスタ ントコーチ東野智弥日本バスケットボール協会

く選手＞

氏名 ポジション

１ マッカーサーエリック Ｃ

２ 折茂武彦 ＳＧ

３ 佐古賢一 ＰＧ

４ 古田悟 Ｃ

５ 節政貴弘 Ｐ Ｇ

６ 北卓也 ＳＧ

７ 高橋マイケル ＳＦ

８ 松島ウォルターブラウン ＳＦ

９ 渡逼拓馬 Ｓ Ｇ

1０ 青野文彦 Ｃ

1１ 伊藤俊亮 Ｃ

1２ 五十嵐圭 Ｐ Ｇ

1３ 網野友雄 ＳＧ／Ｆ

1４ 田臥 勇 太 ＰＧ

1５ 山田大治 ＰＦ

1６ 柏木真 介 ＰＧ

1７ 桜井良太 ＳＧ

1８ 大西崇範 ＳＦ

1９ 佐藤託矢 Ｐ Ｆ

2０ 竹内公輔 ＰＦ

２１ 竹内譲次 Ｆ／ＰＦ

2２ 川村卓也 ＳＧ

平均

ＰＧ－ポイントガードＳＧ－シューティン

Ｐ Ｆ－パワーフォワードＣ－センター

年齢と所属は平成１８年３月１８日現在

８

身長

1９７

190

179

199

180

185

198

200

188

210

202

180

196

177

200

183

194

195

1９７

205

205

1９１

193

体重 年齢 所属

1０５ 3７ アイシン精機

7７ 3５ トヨタ自動車

8０ 3５ アイシン精機

9５ 3４ トヨタ自動車

7８ 3３ 東芝

8０ 3３ 東芝

9２ ３１ トヨタ自動車

9５ 3０ 三菱電機

8３ 2７ トヨタ自動車

118 2７ 松下電器

9８ 2６ 東芝

6７ 2５ 日立

8８ 2５ アイシン精機

8８ 2５ サンダーバーズ

8８ 2４ トヨタ自動車

7８ 2４ 日立

7５ 2３ トヨタ自動車

9７ 2２ 日本体育大学

llO 2２ 青山学院大学

9０ ２１ 慶応義塾大学

9３ ２１ 東海大学

7９ 1９ オーエスジー

89.5 27.2

ドＳＦ－スモールフォワード



注目のアメリカチーム

今回の世界選手権で注目されるアメリカチームは、代表候補選手２３名が３月８日にア

メリカバスケットボール協会から発表された。

このメンバーが北京五輪まで続くと思われる。

2006-O8USASeniorNationaITEamMembe『ｓ

氏 名 NBA所属チーム（大学生）

カーメロ・アンソニー CarmeloAnthony デンバー・ナゲッツ

ギルバート・アリナス GilbertArenas ワシントン・ウィザーズ

シェーン・バティエ ShaneBattier メンフィス・グリズリーズ

チャウシー・ビラップス ChaunceyBillups デトロイト・ピストンズ

クリス・ボッシュ ChrisBosh トロント・ラプターズ(208cm）

ブルース・ボウエン BruceBowen サンアントニオ・スバーズ

エルトン・ブランド EltonBrand ロサンゼルズ・クリッパーズ

コービー・ブライアント KobeBryant ロサンゼルス・レイカーズ

ドワイト・ハワード DwightHoWard オーランド・マジック

レブロン・ジェームス LeBronJames クリーブランド・キヤバリアーズ

アントワン・ジェイミソン AntawnJamison ワシントン・ウィザーズ

ジョー・ジョンソン JoeJohnson アトランタ・ホークス

ラシャード・ルイス RashardLewis シアトル・スーパーソニックス

ショーン・マリオン ShawnMarion フェニックス・サンズ

アダム・モリソン AdamMorrison (ゴンザガ大学）

ブラッド・ミラー BradMiller サクラメント・キングス(213cm）

クリス・ボール ChrisPaul ニューオリンズ・ホーネッツ

ポール・ピアース PaulPierce ボストン・セルティックス

マイケル・レッド MichaelRedd ミルウオーキー・バックス

ジェイ・ジェイ・レディック JJRedick (デューク大学）

ルーク・リドナー LukeRidnour シアトル・スーパーソニックス

アマレ・スタウドマイア一 AInareStoudemire フェニックス・サンズ

ドウェイン・ウェイド DwyaneWade マイアミ・ヒート

◎チームスタッフ

【ヘッドコーチ】

マイク・シェシェフスキー（MikeKrzyzewski）／デューク大学のヘッドコーチ

【アシスタントコーチ】

ジム・ベーハイム（JimBoeheim）／シラキュース大学（ニューヨーク）

マイク・ダントニ（MikeＤ'Antoni）／フェニックス・サンズ

ネイト・マクミラン（NateMcMillan）／ポートランド・トレイルブレイザーズ

【スカウティング・ディレクター】

ルディ・トムジャノピッチ（RudyTomjanovich）

※2000年オリンピックで優勝したアメリカチームのヘッドコーチ。１９９４年、

１９９５年にはヒューストン・ロケッツをＮＢＡチャンピオンに導いた。

以上
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陸川章氏

昭和３７年新潟県生まれ、新井高校から日体大へ進みセンターと

して活躍。卒業後ＮＫＫに所属、センターフォワードで日本代表

選手としても注目を浴びた。ＮＫＫが廃部となってから２年間仕

事に専念した後、アメリカカリフォルニア州立ロサンゼルス校に

留学してコーチ学を研究。平成１２年(2000)から東海大学ヘッド

コーチ。

特 集

東海大学インカレ初優勝

陸川章ヘッドコーチの指導は

担当：広報部会

二

大変失礼な話であるが、数年前までは東海大学といってもバスケット界ではあまりピン

とこない、関東大学リーグでも２部以下のチームであった。平成１２年その東海大学に日

体大○Ｂの陸川氏がバスケットボール部のコーチとして招聡された。それから５年、東海

大学は居並ぶ古豪チームをなぎ倒し、平成１７年ついに学生界の王者に輝いた。電車の中
の東海大学吊り広告にも「バスケットボール部優勝」の文字が光る。

今回湘南の平塚市にある広大なキャンパスに陸川氏を尋ねて、その指導方法などを聞い
てみた。

噸

』．

１
１
‐
‐
‐
ｌ
‐
●
．

零

秋のリーグ戦では青山学院大に次いで準優勝でしたね。

いやあ、初戦の専修大に負けたのが大きかったですね。竹内選手が全日本の活動で第３

週まで不在だったので、残りの選手をまとめて戦いましたが力及ばずでした。青山学院大

《

戸

一
一

このたびはインカレ優勝おめでとうございます。初優勝という快挙でしたがいつごろか

ら手ごたえを感じられたのでしょうか。

私としては２００５シーズンが勝負の年と思ってやってきました。というのは竹内君を

はじめとする主力選手が３年生になって成熟期を迎える中、春の関東大学トーナメント戦

で竹内選手が全日本の合宿や東アジア大会出場で欠場だったにもかかわらず、準決勝で日

本大学に善戦したときに感じたことです。竹内選手がいないことによって、リバウンドな

ど自分のチームの弱点が良く見えてきたことと、残った選手がその弱点を克服しようと努

力したことなどがひとつの要因だと思います。

夏の合宿のときは竹内選手が全日本代表チームの強化で、また石崎選手がユニバーに行

って留守だったこともあり、若手をコンバートしながらＪＢＬの三菱さん松下さんにお世

話になり、選手層を厚くしていきました。勝ち負けでいえば到底勝てる相手ではありませ

んでしたが、いいところまで接戦できたときもあり、その結果が選手の自信につながり秋

のリーグ戦ではこれまでにない好成績を収めることができました。
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と対戦する週になったとき、相手が全勝でくるとは思っていませんでした。確かに青山学

院大は強いチームでしたが、リーグ戦は長丁場でもあり全勝することは難しく、２敗が優
勝ラインの分かれ目と予測していたことについては、少し考えが甘かったようです。

東海大の今までの実績からすれば１部準優勝は初めてのことだったので、喜んでも良か

ったはずなのに、優勝できなかったことが選手たちの発奮材料となりました。その結果、

私をはじめとしてその後の大会（インカレ）への自信とやる気と集中力につながったのは

良かったですね。

大黒柱の竹内譲次選手が全日本の活動などでチームに合流する時期が遅くなりがちなの
も苦労するところでしょうか。

その辺は割り切っているつもりです。竹内選手が不在でも同じように戦える選手を育て

ることによって、チームはさらに強化されますし、彼が途中から合流してもチームワーク

が崩れることなく戦えるチームにならないといけません。幸い竹内選手はチームにフィッ

トする時間が非常に短くてすむ、順応性が良い選手なので助かっていますが、全日本の活

動からチームへ帰ったときの疲労度はかなりのものがあります。

彼は全日本ではフォワードポジションで、チームへ帰ればセンターという切替が必要で

すが、私は国際的に通用するためには３ポイントが打ててドライブインもできるようなオ

ールラウンド的な選手にならなければいけないと指導しています。

東海大の指導者になって５年で日本一まで引き上げた実績は大いに評価されてしかるべ

きと考えますが、ここまでは順調でしたか？

私が就任した時は関東で３部から２部へ昇格したときで、小型のチームながら２部１２

チーム中５位につけるという頑張りを見せました。翌年から２部チームにも拘わらず優秀

な素材の選手が入ってきてくれるようになり、それらの選手とそれまでの上級生とがうま

く融合してくれてチームに力がつきました。

２００２年の春、関東でベスト４に勝ち残ったとき、これはいけそうだと秋のシーズン

に臨みましたが徹底的に叩かれました。振り返るとこれが非常に良い経験と転機になった

最初で、多くの失敗や苦い経験がそれからの糧になったことは事実ですｂ

良い素材の選手が加わったからといってそう簡単に勝たしてはもらえず、そこからが本

当の意味でのスタートになりました。

関東の新人戦で２年続けて決勝で逆転負けを喫したり、１部との入れ替え戦で法政大に

負けて１部に昇格できなかったときの挫折感はかなりのものがありましたが、その挫折感

を選手も私もスタッフも共有できたことが良かったのかも知れません。

試合ともなれば勝つに越したことはありませんが、負けることによって得るものも大き

いと思うのですｂ負けた場合は必ずその理由がありますので、反省し対策を考え、悔しさ

を克服するために更に努力する姿勢が生まれますも

私はどちらかというと後ろ向きの反省よりも前向きな挑戦の方を好む性格ですので、失

敗を次へのモチベーションに切り替えようと。・・・。

そのことが選手にとっても私にとってもいい刺激となり、チーム全体の改革と練習や試

合に臨む体制の変化を引き出すことができました。

選手たちの融合や練習に取り組む姿勢など、体制の変化について陸川さんが気にかけた
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ことはどんな点でしょうか

私はいつも選手たちの中心に位置するように心がけていますｂ上級生、下級生、全日本

クラスの選手などさまざまな選手がいますが、どちら側にも偏らずに意思疎通を図ったり

相手の意見を尊重して指導しているつもりですｂ

試合ともなればやはり勝つことがひとつの目標となりますので、選手の力量や技術が優

先されますが、それまでのプロセスでは選手と一緒になって取り組みます。体育館の関係

で練習時間が２時間くらいしか取れないときもありますので、メニューの工夫をしたり、

体育館での練習後、体力ＵＰのトレーニングを行ったりしますが、時間が短いせいかその

密度は非常に濃いといっていいでしょう。練習中に気を抜く選手は独りもいませんし、ス

タッフも自分たちのやるべき持ち場をきちんとこなしていますｂ

選手にはもともとその人に備わった能力がありますが、これとて平素の努力がなければ

決して伸びませんし、能力と努力が重なると凄い力になりますｂ逆に能力が多少低くても

努力する選手については、それなりに評価して活躍の場を与えるようにしていますｂ

今回全国制覇したことで他のチームにチャレンジされる立場になりましたが、これから

は強さを維持していくことも大変ですね。

今回の優勝はあまり嬉しいと感じていませんし結果に納得はしていません。たまたま決

勝の青山学院大戦だけは快勝でしたが、それまでの勝ち上がりではミスも多く全くだめで

したので大いに不満なのですｂもっと引き締めてさらに努力すればまだまだ強くなれるは

ずですし、上を向いて更に強いチームを目指すための課題は山積していますもまた、選手

たちはその要素を持っていますので、これからが本当の意味での勝負ですね。

陸川さんは選手だった頃技術的にも優れた努力の人という印象でしたが、指導者になっ
て感じることはなんでしょうか？

今考えると選手のときの方が楽でしたね。どちらかといえば自分を磨くことに専念すれ

ばよかったですから。

指導者は技術を教えるだけでなく、選手のこと、チームのこと、練習のこと、取り巻く

環境整備からリクルートまでやらなければならないなど活動範囲は広いですね。お陰さま

で自分自身、人間が磨かれるという良い職業についたなと感じています。

逆に選手について感じることはありますか？

私たちが現役の頃は人の上下関係が厳しくしつけられましたが、最近の選手たちは上下

関係がなく非常に仲がいいですね。上級生、下級生の隔たりが殆どないにも拘わらず、そ

れぞれがやらなければならない役割分担はきちんとこなしています｡

あとバスケットに取り組む姿勢が真面目ですｂ外側からの見た目は生意気そうに見える

ときもあるかも知れませんが、バスケットに取り組む姿勢は真剣そのものです。たまたま

全日本に出ている選手はパブリセヴイッチ・ヘッドコーチに厳しくしつけられているせい

か、練習に対する集中度などその厳しさが自然と身についてきています。あとは選手同士

がそれぞれのいいところを自主的に学び取ってくれるのではないかと思います｡

私は学生たちの自主性は尊重しますので、ディスカッションも対等に上下の隔てなく行

うようにしています。学生たちの意見を聞くことによってコミュニケーションも良くなり

ますし、それまで自分が気づかなかった点の指摘があったりして、それらが私の判断材料
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として役に立つ場合もあります６

この夏日本で男子の世界選手権大会が開催されますが、日本代表チームは決勝ラウンド

に勝ち残れると思われますか？

日本代表チームについてはパブリセヴイッチ･ヘッドコーチが厳しく鍛えていますので、

大いに期待したいですね。しかしながら予選リーグを勝ち抜いて、さいたまアリーナで行

われるファイナルラウンドに進出することは大変だと思います。世界選手権に出場してく

るチームはどこも凄い技術とパワーを持っていますからね。

実は私も日本協会の主催で行われている、大学生、高校生のレベルアップのためのスプ

リングキャンプに、指導のお手伝いをしながら参加させていただきました。竹内兄弟を中

心として、石崎、菊池、内海、酒井、井上、太田などといった今までになく大型で非常に

いい選手がそろっているという感じですｂ過去、後藤正規選手が全盛だった頃、国際的に

日本男子チームが台頭していた時期がありましたが、それに匹敵するかそれ以上の素晴ら

しい素材が多くそろっていて、将来強いチームができるなと感じました。

学生も含めてこうした選手たちが今後の日本チームを支える存在になるのではないかと

思いますし、これから日本の中心選手になってやってくれると思いますので、そのときが

日本にとって国際的に飛躍するチャンスだと思います。彼らが出場したアジアジュニア大

会をみても得失点差で決勝には進めなかったのですが、優勝した中国には勝利しています

ので、この経験は相当な財産だと思います。

そうすると今年の世界選手権よりもその先の北京オリンピックの方が可能性ありという

ことでしょうか？

今はなんとも予測しがたいですが、日本代表としては若手に加えて、たとえば松下の青

野選手といったようなベテラン選手もミックスした方がより強くなるのではないでしょう

かｂ

自分のところの選手を例に出して恐縮ですが、たとえば石崎などは１８７ｃｍのポイン

トガードで、もっと経験させれば国際的にも通用するガードになると思います。私も以前

強化について意見を述べさせてもらったことがありましたが、国内での強化だけでなくも

っと多く外国と対戦できるよう、いわゆる武者修行に出かけるべきだと考えますｂヨーロ

ッパでもアメリカでもいいですから出かけて行って、その厳しい環境下で生活しながら試

合を重ねる、特に大型選手は肉体的にも精神的にもダフになることが必要だと思います６

日本を代表する選手が若返りつつある昨今、コーチ陣についても徐々に若返っていった

ほうが良いのではないかと思います。陸川さんのほかにも一昔前日本リーグで活躍した選

手で、小野さん、池内さん、鈴木さん、瀬戸さんなどあちこちで指導者として頑張ってお

られる姿を見て、将来是非とも日本代表のコーチになっていただきたいと思っております

がいかがでしょうか？

そういう意味では小野秀二さんあたりがヘッドとして適任ではないかと思います。どな

たかがヘッドをやってそれに周りのコーチたちがサポートするというシステムが良いと思

います。また外国人のコーチングも大切ですのでアドバイザーコーチとしてお願いしたら

良いのではないかと思います。

ただし船頭が多い陣容になるとスムースにいかないこともありますので、トップは１名
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でその考え方に沿う形で協力する体制を作ることが大事だと思いますｂまた、選手の選考

や強化策については強化委員会などで意見を出し合うことも賛成ですｂいずれにしても皆

が一致団結して強化に取り組むことが必要でしょう。

日本のバスケット界も時世に合わせて変わる時期にきているのではないでしょうか。今

の学生たちのバスケットに対する考え方も、私たちが現役だった頃に比べれば変わってき

ています｡

今回インカレで優勝したことによって、若い人たちの意見も取り入れながらまた勉強し

なければならない良い機会を与えていただいたと思っています。

いずれにしても日本のバスケットがもっと発展するには、国際的に強くなって世間の注

目を集めるようにならなければと考えます。国際的に強くなってオリンピックに常時出場

するようになれば、マスメディアももっとこちらを向いてくれるでしょうし、良い方向に

向くと思います。

陸川さんのように斬新な考えの方々に頑張っていただいて、日本バスケットの強化発展

に力を貸していただきたいと思います。本日は有難うございました。

‐‐ー‐ー‐‐一‐－－‐一口ｐｃＣＣ｡ー‐ーーー－－ー‐ー｡‐‐ー‐ーー‐‐‐一つｰ画一一一一一一一一一一＝‐‐ロー‐‐‐｡‐●‐－－－①‐一一一一つーー｡ーー‐－－ー｡‐ローq-D一一一‐ー一一－一ーｒニニエ匡二一二一二二二一宇一に二言---,ｆ＝

東海大学バスケットボール部（男子）

久保正秋部長、陸川ヘッドコーチのほかスタッフは、コーチ２名、学生コーチ５名、コン

ディショニングコーチ５名、トレーナー１名、メンタルトレーニングコーチ１名、マネー

ジャー８名。

選手はＡチーム２１名、Ｂチーム２７名。

神奈川県平塚市にキャンパス、体育館があり体育館はバスケットコート４面の広さ。

チーム名にシーガルス（かもめ）という名前をつけて、地域密着型の大学チームを目指し

ている。

ＪＢＬに比べて注目度、人気が低い大学バスケットの活性化を図り、人気上昇、集客率増

加を目標としてさまざまな活動をしている。

ホームページによるチーム紹介や中学生、高校生を対象としたクリニックへの積極的な参

加、地元にいる若いバスケットボールプレイヤーとの交流など。

将来は地元テレビ局による試合の放映も企画中。

ホームページＵＲＬｈ伽WWwwtokai-seagulls､com／
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喬拙亀誤荊絹知鰻鴬痩裡礁・毎高知緊張ｅミー婆些瓢皐Ｋこ詠い価入トミ卯ご岬嶺ｕ一響導僅些諌小価浄。舗崇謹翻（”．〉等Ｕ－Ｉ恥口、、卜製９翠鎖や揺竪騨謁一入や“奪胎二Ｊ蝋ｅ岬

鴇会船蝉ｅＭ・入トミ鼎岬室嶋雲廼蝿エＪ輸入無Ｋｅ酷製畿鵜八ｓ但蝋ミー鴨・裡拙。呉Ｊ猫Ｊ迷援ｕ一世瞳却翠尽潅。狸Ｊ柵尋僅リーミャ心Ｋ蝿黒埼掲謹縄伸参１判低Ｕ－馨Ｋ鴇

い●当如謹却！蝋ロ、、卜縛雷蕪柵グリー繕軽岬褐監個製捌牌・・望ミーロニ入、会ｌ渠診誤柄裁。、捜嘉甑診Ｐ剤Ｕ師荊胸，鐘臓羅。筆削剖く陶箭遍長値⑩ｅ※謹捕ミ慌て。湘製裏く

い聖Ｐ拙縛Ｕ・狸今粥司縛Ｕ一盤信穐ミーロム入、ミー渠饗個溌ｖ単や．路援組押出便・ｕ－毎却却判恒ｅ坐Ｉ型Ｋエ－卜即二緋ロート筑心猟上訊Ｈ叶淑会、恥参Ｉ卜や論拠当

鍔画冒粥揃や浸剖叫噸お《餐押入辿Ｋ、熟宣ｅ股Ｉｕ－鼻、入伸》へつ。醍職伽倉Ｉ蝋ロ、心卜・入、八熟、・ミト吋恥曽狸ト毒坐Ｋ、入や縛雷味剰岬瀧浸偶写無や並蝋霞八や浄帖

・尋略ｕ一言ぐＩハム熟小ｎ今Ｒハト・含中ご狸Ｊｖ縫押槻懸ｅ爺ｎ超弾く打圭、裁熊難岬こい暇鐙黒議知拳八ｍＡ識、判・狸当拙今、翻騨侭会Ｉ鵜岬樽剖響罰瑞誕ｅ準裂馬ｕ－Ｕｕ皇

国睡到Ｉ祇叫一心刊。鴎慨伽継親ミーロム八ｎｅ騒髄・亀瞳謹吠涯埜ｕ一奇．）縮尉睡くｉＡｊ歴翠押ぐ洞製韻縫製異趨ｌ鴨圭瓢心Ｋ鷺ｅ入トミ即岬塁牌黒刊匪咲奮加鐸蛎窪画ｅ々鏑

弾斜磯樽爪粘ｖｎｓ答Ｕ一昨ｅＩ半１塁論・い．、略Ｕ一・●堰ぶふ卿一望八ｍＡ熟、Ｕ一筆畑（乙頓縮ＫＲＩＲ憾拙こい慕小暇桝ｐＪ却錦漏出提預剰ｅ腿割（甑割ミー梧坐敦心Ｋ蔦謹圃）畜睡

Ｑ一・ｏＵｏ室⑳二．《障害穿二ご雲
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込み下さい。③2006-2007デユーパーNEWカタログをご希望の方は､住所､氏名.年齢､TEL､職業を明記し､切手390円を同封の上､上記住所までお申

口
炉

ＷＥＡＲＥＡＳＰＥＣＩＡＬｌＳＴＩＮＢＡＳＫＥＴＢＡＬＬＧＯＯＤＳ．

ｈ

ＤＵＰＥＲＦＩＶＥＣＯ。，ＬＴＤ、

3-5,TATEKAWA3-CHOM員SUMlDA-KU,TOKYO130-0023JAPAN
TEL・ＴＯＫＹＯＯ３(3632)7045ＦＡＸ､ＴＯＫＹＯＯ３(3632)8327

ＵＲＬ:http"ｗｗｗ､duper,ＣＯ,jpE-maiI:mfo＠duper軍ＣＯ・jｐ




