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なんでも、
競技雪合戦なるものがあるらしい。
しかも
日本雪合戦連盟という団体もあり、
全国大会も行な
われているというのだ。
大の大人がハマれる雪合戦
の正体を探るべく、
島根県の強豪女子チーム
「デンジ
！
ャラスガール」
の練習に突撃なのだ
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（島根県・浜田市）

ご当地のマドンナが案内する最旬の外遊びガイド

日本全県アウトドア巡り
今月のカントク

右が雪合戦公式ヘルメッ
ト。各チームで好きな色
に塗り替えて個性をだす。
左下は練習用の雪球。左
上がビニールテープなど
で自作したもの。コチラ
のほうがホンモノの雪玉
に近いという。

島根県
今月の マドンナたち

デンジャラスガール

島根県雪合戦連盟
副会長

佐々木 肇 さん

正直いって、競技雪合戦をナ

!?

メていた。
「子供の遊びに毛が

生えた程度でしょ 」などとう

そぶきながら意気揚々と、雪合

戦が盛り上がっているという島

根県・浜田市へ。練習が行なわ

3

れている体育館に入ると、島根

県大会 連覇中という「デンジ

ャラスガール」の皆さんが勢揃

い。
「せっかくだから、試合形

式の練習に参加してください」

とスルドイキャッチボールでア

3

ップしながら誘ってくれる。

3

当然、
やるでしょう ！ 雪合戦

は セット 分の セットマッ

チ。時間内により多く球を相手

に当てるか、敵陣のフラッグを

奪うことで勝負が決まる。コー

連盟

1

ビシビシ
鍛えるよ〜

その25

監督の佐々木さんは、男子チームの
メンバーとして大会でも活躍中。雪
合戦歴は15年というベテランだ。
自称「ダイヤモンドの心臓と、ガラ
スの肩を持つ」オトコ。

現在、
島根県大会で3連覇中という強豪チーム。
メンバーには、雪合戦界のレジェンドと呼ば
れるお方も。２月末に、北海道で行なわれた
世界大会にも参加した。とにかくみんな仲良
しで、素敵な笑顔が印象的！
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中川

目指せ日本一！
大人がガチでハマる
雪合戦ってナニ？！

な
日
わ
の
ャラ

投げて、避けて、走って、隠れる

雪合戦は本格的なタクティカル競技だ！

雪合戦は、総合的な運動力が問わ
れるだけじゃなく、頭脳プレイや
チームの連携が必須。真っ直ぐ球
を投げる係や、遮蔽物に隠れてい
る人を狙うロブを投げる人、積極
的に敵陣に攻め込む人など、役割
分担している。試合形式の練習に
参加させてもらったけど、あっと
いうまに撃沈。だってみんなすげ
ー良い球投げるんだもん……。

１…中川

DEC

練習後は行きつけの居酒屋へ

女子トーク炸裂の飲み会！

店主自身もプレイヤーである、やきとり大吉
浜田店には「雪合戦人の店」という看板が！
練習が終わった後は、行きつけのこの店で打
ち上げ。こういうのがまた楽しいんだな。

目
大
雪

島根県大会では

見事３連覇を達成！

（

ご

日

道の駅ゆうひパーク浜田では

島根のご当地グルメを堪能

２…都甲

港町である浜田市は美味しい魚介が豊富。中
でもノドグロは有名。ゆうひパーク浜田では、
サイズの大きいノドグロのみを使用。他にも
浜田名物、赤天
（魚のすり身に一味唐辛子を
加えたもの）
味のせんべいなどの限定品も。
道の駅ゆうひパーク浜田
住 島根県浜田市原井町1203-1
○
☎0855
（23）
8000

「雪合戦マガジン」
なるものを発見。
インタビューやル
ポなど素人が読ん
でも楽しい内容。

協力／島根県雪合戦連盟

に当てるか、敵陣のフラッグを

奪うことで勝負が決まる。コー

トには遮蔽物が設置されていて、

やってみると、めちゃくちゃ

これに隠れながら球を投げ合う。

キツイのだ。遮蔽物に隠れると

撮影／小倉雄一郎

きは基本中腰。そんな姿勢で投

げる、避けるを繰り返すと、早

く３分経ってくれ ！ というく

らいヘロヘロになる。フォワー

ドやバックスという役割分担も

※構成／櫻井 卓

あるし、どのタイミングで攻め

込むかなど、頭を使う部分も多

い。かなり本格的なスポーツな

のだ。ナメててすみません……。

そんなハードな練習を終えたに

もかかわらず、メンバーは元気

いっぱい。
「行きつけの飲み屋

た居酒屋では、練習に負けない

で乾杯しましょ！」と、向かっ

ぐらい元気にワイワイ盛り上が

7

る。この仲間感が、なんだかす

ごくうらやましい。 人集めれ

ばとりあえずチームは組めるし、
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日本各地に支部もある。大会参
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加へのハードルも低いみたい。

校了…◯◯

!?

こりゃ、いっちょビーパルチー

４…石久保

ム結成しちゃいます

３…中川

１月下旬に浜田市で行なわれた
島根県大会では、見事優勝。現
在３連覇中で、次なる舞台は強
豪ひしめく北海道での大会だ。
試合後には感動のあまり、涙し
てしまうシーンもあったとか。

右が
ト。
に塗
左下
上が
で自
のほ
に近
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４…石久保

校了…◯◯
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３…中川

フードコンテナーは
チームの備品に決定！

0022

２…都甲

熱いスープがいつでもどこでも飲めるフード
コンテナーは、雪合戦の会場でも活躍。チー
ムの備品に決定です！ 広口なので大きな具
材も問題なし。真空断熱フードコンテナー／
JBJ-302 0.3ℓ 4500円

温かいスープがいつでも飲める

12453844

さむーい
雪合戦競技には
雪合戦会場では保温ボトルは必須。この「山専用ボトル」は、77度Ｃ以
上を6時間キープ。手袋のままでも開閉しやすいウィンタースポーツに最
適なボトルだ。ステンレスボトル／FFX-500 0.5ℓ 5500円
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提供／サーモス http://www. thermos.jp/

雪合戦の試合会場は

１…中川

ハイスペックな
保温ボトルが
必須！
DEC

浜 田 市にあるスキー場 ！

海に面している浜田市だけど、
クルマで
分も行けば、「アサヒテングストン」
という
スキー場にもアクセスできる。
今回モデル
役を務めてくれた「デンジャラスガール」
所属の古川さんいわく
「浜田市は海も山も
近いから、
アウトドア好きには最高の場所
な ん じ ゃ な い か な？」と の こ と。ち な み に
「デンジャラスガール」も参加した雪合戦
の県大会が行なわれたのもこのスキー場
なのだ。
ゲレンデに立つ女子はやっぱり絵
になるね ！

30

