


総重量：101kg（110kg）　
消費電力：165W　
高さ：2150mm（2467mm）
幅：700mm　
奥行き：600mm（ステップ含む）
スローライン距離：壁から 2486mm 
※（ ）内はモニターTOPマウント時の
　SPECです。

DUAL CAMシステム搭載。
Super

極上のイルミネーション演出。
Sense

モニターをミッドマウント化。
※オプションでTOPマウント設定も可。

Smart

ゲームの進行 がよりスムーズに。
Speed

照明・ナンバーリングをLED化。

Slim
従来比で奥行きマイナス　mm、　
　幅マイナス　 mmを実現。

奥行き
-　 mm

TOPマウント設置時
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2年連続優勝
「俺達は強い !!」

2010 Final Stage
CHAMPION  TiTO1

2010 Final Stage まで勝ち上がったチーム

4-1
0-4

4-1

WIN
TiTO1

関東B代表

ZEAL
九州A代表

TiTO1

九州B代表

D-BULL

沖縄B代表

LOOP+

沖縄A代表

Ryukyu

近畿代表

RISE

東北B代表

DARTS HiVE仙台泉

東北A代表

Zero-1darts

Final Stage

DARTS HiVE仙台泉Zero-1 dartsgraffiti

越前投矢会

One Piece

VintageのA

X-MAX

TiTO1 D-BULL LOOP+Ryukyu

RISE LV.100 サプライズ

ZEAL 紅

　今年2年目を迎えた『PHOENIX OFFICIAL LEAGUE』
は1年目以上の盛り上がりを魅せていた。
開会式では高校野球をイメージした独特のBGMとプラカー
ドを揚げて入場する選手達。『FINAL STAGE』の扉を開い
た瞬間だった。ディフェンディングチャンピオン『TiTO1』の
井上選手が優勝旗の返還を終え、前大会に幕を引き、新た
なヒーローの誕生に胸が高鳴る。“ゲームへの期待感”と
“選手の存在感”を充分に感じられる開会式だった。
　全国各地域から勝ち上がってきたのは16チーム。この舞
台に立つ為だけではなく、王者『TiTO1』に勝つ為に全国か
ら集まった選手達は、常に果敢な戦いを魅せていた。そんな
中、予選を突破した左記の8チーム。どのチームが優勝して
もおかしくない好ゲームに、観客はさらに沸き、次第に熱く
なっていく。しかしそこには確かな勝者と敗者が生まれる。
　“確かな実力”と“少しの運”を味方につけたのは、昨年3
位の『Zero-1 darts』と王者『TiTO1』だった。決勝に相応し
い好ゲームを展開する両チーム。そして、最後にダーツの神
様に愛されたのは、王者『TiTO1』だった。
　2大会連続の優勝で、名実ともにNo.1の座を確固たるも
のにした『TiTO1』。この最強チームを打ち破るチームが現
れるのか？『TiTO1』は連勝記録をどこまで伸ばすのか？　
今後の展開には要注目だ。

PHOENIX OFFICIAL LEAGUEで2009年・2010年と
2年連続優勝を果たしたTiTO1チーム。
「俺達は強い!!」を合言葉に勝ち続ける

TiTO1チームは連勝記録をどこまで残すのだろうか。
彼らの強さの秘訣に迫る！！
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TiTO1チームが強い理由
全国からターゲットにされている

強さの秘訣

1

強さの秘訣
番外編①

強さの秘訣

2
強さの秘訣

3

真子英樹
まご　ひでき

あじゃ
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の電車オタク 

見かけはデカイが
中身は謙虚で心や
さしい癒し系。

●身長：183cm
　●得意ターゲット:ブル
　　●肉・野菜・魚なら：
　　　  肉が好き
　　　　●癒されるもの：
　　　　　　ウォシュレット

木下純平
きのした　じゅんぺい

じゅんぺい

TiTO1削り担当、特
攻
隊
長

恥ずかしがり屋だが、慣れると
かわいい一面も。一児のパパ。
●効き目：左　身長165cm
●得意ターゲット:アウトボード
●苦手な人種：ギャル
●好きな動物：亀

山田勇樹
やまだ　ゆうき

やんま～

ダーツの鉄人

ポパイと言えばホウレン草。
やんま～と言えばカルビ。
ダーツ業界の有名人。
●効き目：左
●得意ターゲット:ダーツボード
（全部得意）
●苦手な食べ物：カルビ
●言われて嬉しい言葉：
痩せたね！

井上明洋
いのうえ　あきひろ

あっくん

チ
ー
ム
の
応
援

団長
・今

年度キャプテン

近くに居るだけでテンシ
ョンアップ！ チームには
必要不可欠人物。
●効き目：左から右に変えた
　●得意ターゲット:ブル
　　●最近嬉しかった事：
　　　キャプテンになった事
　　　　●子どもの頃の夢：
　　　　　　プロ野球選手

手島彰文
てしま　あきふみ

テッシー

目
立
ち
た
がり

屋の
元キャプテン

九州大学卒業。全体を見渡してか
ら判断を下す頭脳系元リーダー。
就職が決まり、大阪へ移動したが、
結局近所の下関へ配属。
●効き目：ブヒ
　●得意ターゲット:ブヒ
　　●朝起きてする事：豚の散歩
　　　●毎日の日課：
　　　　　 養豚所の掃除

河野友樹
こうの　ゆうき

ユーキ
終始強いダーツを撃った事で
MVPを獲得。女子のハートを
釘づけにする爽やか王子様。

●効き目：右だけどダーツは左
●得意ターゲット:19才（!?）
●好みの女の子：ギャル
●休日の過ごし方：
スロットか釣り

TiTO1チームが強い理由

経験
あじゃ。

信頼 志
今季キャプテン 井上が言う。鉄人 山田が言う。フェリックス 代表T-Bが言う。

実はTiTO1チームのメンバー

強さの秘訣
番外編②

強さの秘訣
番外編③

レーティングの
上限が無い。

日本一になる為に作られ
た為、チームのレーティ
ングは平均20以上。

経験を積んでいるTiTO1
チームをはじめとした九州
のチームは慣れている。
チーム全体の勝敗がかかっているか
らチーム戦というのはシングルス戦
とかダブルス戦よりも緊張するから
ね。やっぱりメンタル力が要る。
何年もリーグをやっているTiTO1や
九州のチームはリーグ慣れしてる。

今まで勝手にオーダーを決
めていたテッシーに対して
不安が無かった。
チームを客観的に見て自然に投
げる順番決めていた手島のオー
ダーに安心していましたね。今
季は僕がオーダーを決めている
んですけど、色々考えすぎちゃっ
て難しいです。

俺たちは日本一になるんや
っていう気持ちが大事。
全国大会へ出る為の九州チャン
ピオンシップで2チームがその切
符を手に入れる事が出来るけど、
僕らは優勝して全国に行かな
いと意味がないんです。EXPERIENCE TRUST AMBITION
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あじゃの「しまっていこ～～」という掛
け声がチームメンバーに「よしっ!!やる
ぞ！！」というテンションへ変えていく。

九
州
博
多

強さの秘訣はまだある！

1人1人に役割
分担がある。

PHOENIX
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LEAGUE

毎回車を出し、メンバーを癒すあじゃ。数字を削るじゅんぺい。メンバーをまとめるあっくん。
上がり目をしっかり上がるユーキ。全体を見る目があるテッシー。メンタル・技術が備わっている
やんま～。毎回TiTO1チームを応援しにいく森田監督。役割が備わっているから全員が揃うと強い！

（2010年度）
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MVP獲得王子
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TiTO1のリーグの様子を
目の前で見てみると、
彼らの強さに尚更納得！第16回福岡League【Sディビジョン】

試合の前にキャプテンあっくんがメンバー
を外に呼び出し気合を入れる。

TiTO1チームから
全国のチームへ…。

1

「さかなクン」こと大穂くんも
苦しい表情。

しまってこぉ～～

あじゃ

TiTO1

GAME
TEAM

AIM

ガロン

ダブルス1

ダブルス2

シングルス1

シングルス2

シングルス3

シングルス4

○
○

○

○
○
○
○

×

×

×

×
×
×
×

強い
POINT
1

強い
POINT
3

あじゃの応援あって、
やんま～も勝利！

日頃のリーグ戦から緊張感たっぷり！
真剣勝負でとても良い試合を見せてもらいました！

2

整列！
おねがいしまーっす !!

整列！
おねがいしまーっす !!

6

7

8

9

10

トリのあっくん。いつもの
調子がでず敗戦。

ガロンはギリギリながらもTiTO1
の勝利！じゅんぺい・才塚くんのダ
　　　ブルスペアは敗戦。そこで
　　　キャプテンあっくんの喝！！

3
強い
POINT
2

喝!!
すいません…。

…。

…。

♪

実力が均衡していたと
しても最後のメンタル
が利くような1本はこっ
ちは外さないけど、相手
が外すという所は何度
も見てきているので経
験の差はあると思いま
す。メンタル的にも優位
に立っているから強いんだと思います。

PHOENIX
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GAME START!GAME START!

今後フェニックスリーグが
どうあってほしいですか？

もっと各地域が最強のチームを作って出てき
てほしいし、それよりもチーム数を増やさな
いとね。もっと店も頑張ってほしいしプレイ
ヤーもね。TiTO1を倒すというチームがどん
どん増えてほしいね。

リーグに初めて参加する時に
どんな心構えが必要ですか？

入ったチームが全てじゃないから合わないと思
ったら別のチームに入ればいいと思う。
リーグは自由だからもっともっと勝敗にこだわ
ったリーグのチームに入りたいなら強いチーム
に入ればいいと思う。リーグを広める為に

何が必要ですか？

フェニックスリーグはマシンが全部計算
してくれるし、ランキングも自動的に出てくる
から凄く画期的なものだと思うので、そこをお
店側がお店を盛り上げて、ダーツも盛り上げさ
せるツールとしてしっかり取り組んでいかない
とダメだと思う。それをしっかりアナウン
スメントすることが大事。こんなに楽しく
て便利なものがあるからね。
お店だけじゃなくてプレイヤーが楽しむ方法を
見つけるのも大事よね。

リーグの良い所は
どんな所だと思いますか？

「打倒TiTO1！」という
チームが増えてきました。

九州のリーグが盛り上がっ
ている理由は？

やんま～・あじゃペアが
ダブルス2を挽回勝利！ 5

実はリーグ中、ショップの中は…　「シ～～～ン」。ピリピリとした空気が肌で感じました。

TiTO1のリーグを取材!

自称監督の森田さんにTiTO1チームが
強い理由を聞いてみた。

結果は5ー2でTiTO1の勝利!!

自称チーム監督
森田さん

チーム

TiTO1
チーム

TiTO1

チーム

AIM
チーム

AIM

いえ～～い !!
いえ～～い !!

Liga九州が出来た時の様子は？

最初から盛り上がっとったよ。ダーツでホーム&アウェ
イでリーグをお互いにやるという習慣が無かったか
ら、逆に最初の頃の方が熱くて勝敗にもこだ
わってた。それが徐々に広がってきてチーム数が
増えた。ダーツが九州に入ってきて1年後にはリーグ
が始まってたからね。その時はまだ4～5チームだけ。
その時からやっている人は今は3分の1くらいだけど、
残っている人がリーグの楽しさを伝えてくれるよね。Q1

フェリックス
代表

福永正和
　　 社長に

かの有名なT-Bこと福永社長は九州リーグを作った
張本人！リーグを古くから知ってるこの方だからこ
そ九州のリーグが熱い理由を聞いてみた！

T-B（TiTO BOSS）こと

福永正和社長
株式会社フェリックス　代表取締役社長

Q!Q!Q!
リーグっていうのがまずコミュニケーション
の場になってる。上手い人がリーグをするんじゃな
くて、ダーツを楽しんでいる人が2週間に1回のちょ
っとしたサークルみたいな形でリーグが活用
されているんじゃないかな。
店側も店を繁栄させるツールとしてリーグを盛り上
げようとしている気持ちが強い。これが勝負だけにこ
だわるようなリーグだったらこれだけ盛り上がりもし
ないし、長続きもしないと思う。

そうゆう流れが良いと思う。TiTO1を倒すという
最強チームを作って、またそこのチームを倒すという
サイクルがリーグの醍醐味だからね。
九州はTiTO1に勝つっていう気構えがあるから、必
然的にみんなのレベルが上がってくる。

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

ちょっとした部活動みたいな場所
でもあり、みんなが集まれる飲み会
でもあり、いろんな良い要素がある
のがリーグだと思うよね。

まず気軽に無理が無く入る事だよね。

シングルスは
ユーキが
やっぱり強い！

じゅんぺい君も
この笑顔で
勝利！

  今年からTiTO1に  
  入った才塚君。九州 

    大学に通う22才の
　男の子。 メンタルが強いチャラ男
　です♪宜しくね♥

才塚優俊
さいつか  まさとし 
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東北! 
Zero-1dartsZero-1dartsZero-1darts
「リーグがこんなにやりたいって思った事は今までなかった。被災して尚更思ったんです」

東日本大震災から4ヶ月経った7月15日。この日、Zero-1 dartsチームが震災後の様子、
そして被災してから思ったリーグについてを語る。

チームチーム

みんな元気に頑張ってます!!

　宮城県は『Liga SDF』という名のリーグ
戦が毎年行われている。4つのランクに分け
られている『LigaSDF』は1年間に1st～3rd 
seasonの3回に分けて行われている。
約1年半前の2010年2月。東北の代表とし
て『FINAL STAGE』に勝ち進んだのは2
チーム。そのうちの1つである『Zero-1darts』
チームが3位を獲得した。彼らに当時の事を
聞くと、正直負けてしまってもそれ程悔しい
思いもしなかったし、次の目標もなかったと
いう。
　そして今年の2月。『Zero-1darts』は再
び『FINAL STAGE』に立ち上がった。去年
と異なり、予選から1試合1試合勝つ気持ち
しか無かったという。リーダーの高橋秀一選
手は、
「試合が楽しくて、優勝したいって事よりも
仲間たちと1試合でも多く試合をしたいって
いう気持ちの方が強かったです。全国大会
のあの日は、ダーツをやり始めてから初めて
ほんとに楽しいと思った1日ですね」
チーム全体の盛り上がりは自分達が一番
だったという『Zero-1 dar ts』は今年の
『FINAL STAGE』で準優勝を手にした。

　本来だったら2月のFINAL STAGEが終わ
ると次のリーグ戦が始まる。『Liga SDF』も3月
から始まる予定だった。

　だが、忘れもしない。忘れてはいけない3月
11日。東日本大震災により東北地方は未曾有
の危機に陥った。

　誰もがテレビで観たあの光景の真っただ中
に彼らはいた。家を流され、店舗も壊滅し、職
を失う人が身近にいた。そして身内や友達、
ダーツ仲間があの震災で命を落とした ─。
　目の前で起きている信じがたい事実がどう
か夢であることを願ったあの日。しかし何度目
を開けてもあの光景が目の前に広がっていた。

　石巻市に在住の木村幸浩選手は築4年
半の家と車を流されローンだけが残った。今
は仙台市にある奥さんの実家に居候してい
る。高橋和久選手は石巻市の『Zero-1 darts』
で勤務していたが、店舗は全壊。共に仕事も
無くしてしまった。
　幸い、家族が全員無事であった。
高橋（秀）「家族が全員無事でよかったよね」
木村「そうそれ、ほんとそれ」
　避難所にいる間もおにぎり1個やバナナ1
本を4等分して分け合う状況が続いたという。
高橋（秀）「俺は、お客さんがちゃんとご飯食
べれてない人もいるかと思って、余ってる食
材を使って、店の表で毎日のようにバーベ
キューをやってました。結局こっちに住んでる
人は被災地の生活に慣らしてる。これが運命
だし、その土地で生きていくしかないんです」
木村「なんとかなるんだよね、実際」
　軽く「なんとかなる」と洩らした言葉は、現
実を受け止めて生きていこうとする、意味深
い言葉に感じた。

　

　被災し、過酷な状況を乗り越えている彼ら
の気持ちを、私達がいくら想像したところで全
然解らないし、解るはずもない。

　彼らは、震災があってからダーツどころじゃ
なくなった。
木村「ダーツも津波で流されて『もうダーツは
いいや…』て思ってた」
　ライフラインが途絶え、普通に生活する事
が出来ない。
沼田「うちは電気が1週間ぐらい止まってた
し、電気が通っても生活の方が大事だったか
ら投げに行ける状態じゃなかった」
高橋（和）「ぶっちゃけそんなにすぐダーツっ
ていう気分じゃなかった。石巻はガレキとゴミ
だらけだし」
　電気が通らない、車が流された、ガソリンが
入れられない。様々な理由でダーツの存在が
プレイヤーの頭の中から消えていった。

　数ヶ月経ち、少しずつダーツを投げたいと
いう気持ちになり、ダーツを手にする時間が
増えてきた。仲間の顔を見たいという気持ち
からだった。
高橋（秀）「震災後、凄くキツかった時にみん
なと集まる事が、今まで以上に少なくなったか
ら、仲間たちと一緒にいる時間を増やす為
に、リーグをやりたいってずっと言ってました。
被災して尚更そう思ったんです。そこまでリー
グをやりたいって、強く言う人が今までいな

かったのに、考え方が変わったんですよ。一
年前じゃ考えられないです」
　リーグの試合数を重ねる度、そして、被災し
てから尚更本気になったリーグ。そこまで本気
になった彼らにリーグの醍醐味を聞いた。
沼田「あまり行かない他のお店に行って、地
元でダーツをやっている人達と仲良くなれる
んだよね」
岩淵「尊敬する人達と一緒にダーツを投げる
事が出来た事が楽しい。ダーツの攻め方・楽
しみ方や人の接し方が勉強になる」
木村「俺は地元がみんなと離れてるからリー
グがあるたびにみんなと集まるきっかけを作っ
てくれるっていう所かな。秀一に誘ってもらえ
て感謝です」
庄司「全国に行った時にチームがまとまるの
が楽しい。１人でやっているよりみんなでやっ
ている方が楽しいし、試合を楽しみながら勝っ
ていった時の嬉しさがいいよね」
鈴木「俺は普段の仕事の都合上、あまりダー
ツを投げる事が出来ないから、唯一みんなと
繋がりを持てるから」
高橋（和）「全国まで勝ち上がると、お店の代
表として出るので、普段は仲間がライバルだ
けど、味方になった時にどこまでいけるかって
いう所が醍醐味だと思う」
高橋（秀）「全国に行くと他のチームのみんな
が集中しているから、チームワークをまとめて
いこうとしている所が楽しくて仕方ない」
　リーグは仲間がいるから楽しいんだ。

　震災の影響で今年度のリーグを始める
事が出来なかった東北地域。リーグはもう
出来ないんじゃないかとまで言われていた
が、何とか始める事が出来るようになった。
今年は8月の2nd seasonからスタートした。
高橋（秀）「TiTO1チームは1人1人がリー
グの経験を相当積んでるからやっぱり強い
ですけど、勝てない相手じゃないっすよね。
リベンジするので、自分達が当たるまでは
負けてほしくないってほんとに思います。今
年は日本一ですよ。それ以外に狙っていな
いです」

　取材で訪れたあの日、お店に居たメンバ
ーやお客さん、スタッフの方は笑顔に溢れ、
元気な姿を見せてくれた。それを見て逆に
こちらが元気をもらった。
　震災があって気付いた事。普通に生活
をしている事の有難さ。いつも一緒にいる
人の大切さ。こんな時にだから深く思う。

　今でも苦しい思いをしている人はたくさ
んいる。今はただ、一刻も早い復旧・復興を
願うばかりだ。

鈴木 愛彦

沼田 俊也
庄司 充 木村 幸浩

高橋 秀一

岩渕 孝志

高橋 和久

【なでしこZero-1 darts】【なでしこZero-1 darts】
レディスチームレディスチーム

2010年・2011年
GRAND FINAL

FINAL STAGEのあと

大震災が起きて

ダーツとリーグへのモチベーション 2nd seasonから
始まるリーグ

津波で流されてしまった木村選手の家跡

大きな爪痕が残った石巻市

けっぱれ！
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日韓対抗戦

　2010年度『Revolution GRAND FINAL』で、
終始観客を熱くさせる試合を見せた、山田勇樹と鈴
木淳市。そして3位の座を獲得した松本篤、河野友樹
が今年の日韓戦メンバーとして決定した。
　あれから約半年の時が過ぎ、代表で選ばれていた
松本が事故の負傷により、補欠選手として星野光正
にメンバーチェンジしたものの、日本代表に選ばれた
4名の勇士達が永遠のライバル『韓国代表』との対
決に臨み、6対4で今年の日韓戦に幕を閉じた。だ

が、勝利したとはいえ、決して楽に勝利できたもので
はないと、昨年の日韓戦を経験した星野が、試合後
に話している。
　試合は11試合中、6試合獲れば勝利する。前半
は、3対2で日本チームが勝利。後半は韓国チームが
先取するものの『2010 Revolution』で優勝した山
田勇樹が、7試合目のコ・ジュンとの対戦で、底力を
見せつけた。結果は山田が勝利したが、韓国チーム
のリーダー、コ・ジュンがここまで粘り強く戦った姿を

見て、山田を応援する半面、コ・ジュンが勝ってほしい
気持ちも芽生えた。
　1歩リードした日本チーム。9試合目の河野のシン
グルスでリーチとなった。だがこの緊迫した空気の
中で河野は自分が思い描くダーツが出来ない。精神
的に追い込まれた河野は韓国チームにチャンスを与
えた。そして日本チームの最後を任された星野が日
本チームの強さを見せつけるダーツを撃ち、日韓戦
に終止符を打った。

昨年の日韓戦は、6対0で日本チームが勝利

した。あれから1年、韓国選手達の上達ぶりに

驚かされてばかりだった。3月に行われた

ADA台湾大会でも、コ・ジュン率いる韓国チ

ームは素晴らしい実績とその実力を見せつけ

ていた為、ADA台湾大会に参戦した星野・山

田・河野は、その強さを知っていた。決して油

断が出来ず、緊張感がある接戦となった。

■今大会の感想を聞かせてください。

Kho Jun：日本チームには今までずっと負け

ていたので、今回こそは勝つという気持ちで

臨みましたが、残念ならが今回も負けてしま

いました。次は必ず勝ちたいと思います。

Yeo Geu Hyun：今まで日本のプロプレイ

ヤーが戦っているのを何度も見てきました。

今後も一生懸命練習していつかは互角に戦っ

て勝てるようになりたいです。

星野：毎年韓国で戦わせてもらってますが、皆

さんに会う毎に驚かされるのは、韓国プレイ

ヤー達の成長と学習能力ですね。戦うたびに

進歩して何倍も強くなっているなという事を、

僕自身戦っていて肌で感じます。日本と韓国

は親善試合等も多く、プレイヤー同士も仲良

くなっているのでお互い切磋琢磨して上に行

けたらいいですね。今日は一歩間違えば負け

る所でしたし、良い勝負が出来ました。

山田：僕は3月にADA台湾大会で韓国選手に

負けてます。その活躍ぶりや強さは知ってい

たので、尚更今日は真剣に、気合を入れて臨

みました。韓国のプレイヤーが前進している

のであれば、僕らはそれ以上に進むと言う気

持ちでやっています。次も負けません！

■今年は過去の試合より更に接戦が多かった

ですね。

Kho Jun：以前の日韓戦では自分達はアマチ

ュア選手だったんです。でも今は『フェニック

ス スターズ』という団体もでき、まだプロでは

ありませんが、気持ちの上ではプロだと思っ

てプレイしています。日韓戦に関して言うと、

韓国チームは日本チームに今まで一度も勝っ

ていません。だからこそ選手達は日韓戦はど

うしても勝ちたいと言う強い気持ちがあった

んです。その気持ちが今回の接戦に表れてい

るんでしょう。

星野：昨年の対抗戦は6対0という結果で圧勝

しているように見えるかもしれませんが、日本

チームとしてはギリギリで勝ったという感覚で

した。今、コ･ジュン選手が言ったように、プロ

としての意識が芽生えたのであれば、当然そ

れによって強くなるでしょう。僕達もプロだと

自覚した時に強くなりました。今回の接戦もそ

の意識の違いというのがあるでしょうね。

■今日の試合をどんな気持ちで迎えました

か？

Kho Jun：日本に来る前から頭の中は日韓戦

の事でいっぱいでした。

Chae Joo Pyoung：僕は今回、日韓戦に初め

て参加しましたが、メンバーに選ばれて以来、

考える事は日韓戦で良い試合を見せるという

事ばかりでした。実際今日は思った様なプレイ

が出来なかったのが残念です。

鈴木：日本代表に選ばれて、しばらくは嬉しい

気分で、ワクワクドキドキしながら試合を楽し

みにしているという感じだったんです。でも試

合が迫ってきたのでちょっと逃げたいような

落ち着かないような気分でしたね。それが前

日にはやれるだけの事はやってやろうと完全

に開き直る事が出来ました。

河野：大会の日が近づくにつれ、ずっと寝られ

ない状態でした。目をつぶると試合の事を考

えてしまうんです。私生活にも支障がでてしま

い、入院もしてしまって、辛い状態が続いてい

たので、前日まで余裕は全くなかったです。

　代表に選ばれてからこの日までの期間、国

は違っても気持ちはお互いに一緒だった。

国を背負って戦うこのプレッシャーは、

Revolutionの頂点に立つ者しか味わえない。

2011. 日韓対抗戦

山田・河野

701・701・CRI試合内容 CRI・CRI・701 501・501・CRI 501・501・CRI 1501 501・CRI・CH 501・CRI・CH 501・CRI・CH 501・CRI・CH 501・CRI・CH

Kho ・Yeo Kho

鈴木・星野

Han・Chae

山田・鈴木

Kho・Han

星野・河野 全員

全員Yeo・Chae Yeo

河野・鈴木 河野

Han・Yeo

山田 星野・山田 星野

Kho・Chae Chae 

日本

韓国

1 2 3 4 5

× × ×
× × 日本

韓国

6 7 8 9 10

× ×
×× ×

次なる日本と韓国の歴史的な戦いに名を残す者は誰だ？
覚悟してRevolution Mastersの扉を開き、頂点へ上がってくるがいい。

試合後のインタビュー

星野光正

Kho Jun
Han Woong Hee

Yeo Geu Hyun Chae Joo 
Pyoung

河野友樹

鈴木淳市
山田勇樹

1514

日韓戦はYouTubeでもご覧になれます。 http://p.tl/AsQR

圧勝から苦戦へ…。 苦しみ掴んだ日本代表の3連覇。

試合内容
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