
U-12ホッケードリームキャンプNEXT

ホッケー界初！

こどもの日にオンラインで日本代表と交流！

（公社）日本ホッケー協会 スポーツ少年団部会
U-12ホッケードリームキャンプNEXT実行委員会

事業実施日：2020年5月5日
作成日：2020年5月3日
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開催の経緯

本事業は、

3月7日（土）、8日（日）に元日本代表選手
（講師）が12歳以下のホッケー選手120名を
対象に開催を予定しておりました「U-12ホッ
ケードリームキャンプ」（京都府船井郡京丹波
町）が新型コロナウイルス感染拡大の影響で中
止になったことを受け、その代替イベントとし
て企画されたものです。

参加を楽しみにしていた子どもたちに夢と希望
を与えるべく、今回は現役日本代表選手も講師
に加わり、

「トレーニング」
「トークセッション」
「グループトーク」

などの交流イベントをおうちから参加可能な形
（オンライン）で実施し、ホッケー界の未来を
担う子どもたちにとって「こどもの日」が特別
な１日となるよう、開催いたします。

2019年の開催時の様子
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事業概要

• 名 称：U-12ホッケードリームキャンプNEXT

• 日 時：2020年5月5日（火・祝）子どもの日

• 主 催：（公社）日本ホッケー協会 スポーツ少年団部会

• 主 管：U-12ホッケードリームキャンプNEXT実行委員会

• 協 力：TM3 Hockey Coaching
特定非営利活動法人マイホッケープラス
GKkikaku

• 対 象：U-12ホッケードリームキャンプに参加を予定していた全国の選抜選手たち
（申込数︓約90名）

• 実施方法︓Web会議サービス「Zoom」を使ってオンラインで実施
• 講 師：
男子代表サムライジャパン 田中 健太、膳棚 大剛、落合 大将、吉川 貴史、山﨑 晃嗣
女子代表さくらジャパン 及川 栞、野村 香奈、景山 恵、永井 葉月、浅井 悠由
元日本代表 藤尾 香織、高瀬 克也、藤本 一平
U-15日本代表トレーナー 森 宜裕
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U-12 ドリームキャンプ NEXT（2020 年 5 月 5 日）
参加予定講師のご紹介

男子日本代表サムライジャパン

田中 健太
たなか けんた

膳棚 大剛
ぜんだな ひろたか

落合 大将
おちあい ひろまさ

吉川 貴史
よしかわ たかし

山﨑 晃嗣FW DF MF GK FW
やまさき こうじ

HGC（オランダリーグ） 天理大学ベアーズ LIEBE 栃木 岐阜朝日クラブ 滋賀クラブ

女子日本代表さくらジャパン

DF FW GK MF DF及川 栞
おいかわ しほり

野村 香奈
のむら かな

景山 恵
かげやま めぐみ

永井 葉月
ながい はづき

浅井 悠由
あさい ゆう

東京ヴェルディホッケーチーム 南都銀行 SHOOTING STARS ソニー HC BRAVIA Ladies ソニー HC BRAVIA Ladies コカ · コーラレッドスパークス

藤尾 香織
ふじお かおり

元日本代表

高瀬 克也
たかせ かつや

藤本 一平
ふじもと いっぺい

オリンピアン GKkikaku マイホッケープラス

リズムトレーニング講師

森 宜裕
もり よしひろ

U-15 日本代表トレーナー

3-2



スケジュール

時間 内容 講師・備考

9:00〜 Zoom入室 事務局承認後、入室

9:15〜9:20 開会 挨拶：三好

9:20〜9:30 準備

9:30〜10:10 モリズーム 〜目指せU-15ホッケー日本代表〜 森

10:10〜10:20 休憩・準備

10:20〜10:40 トークセッション「日本代表体験記/目指せ日本代表！」 藤尾、及川（進行：藤本）

10:40〜10:50 休憩・準備

10:50〜11:50 代表選手とグループトーク

【トークテーマ】各20分
男子：田中、膳棚、落合、吉川、山崎、高瀬

1.代表選手に聞いてみよう

2.自分の夢を語ろう
女子：及川、野村、景山、永井、浅井

3.代表選手からの宿題

11:50〜12:00 閉会 挨拶：山本

U-12 ホッケードリームキャンプNEXT(2020年5月5日・こどもの日）
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主な実施内容のご紹介

• モリズーム
「〜目指せU-15ホッケー日本代表〜」

• トークセッション
「日本代表体験記/目指せ日本代表！」

• グループトーク
「代表選手に聞いてみよう」
「自分の夢を語ろう」
「代表選手からの宿題」

次ページ以降でそれぞれの内容ついてご紹介します
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講師：森宜裕（もりひろゆき）

U-15日本代表トレーナー直伝！

おうちできるトレーニングを

みんなで一緒に実施します！

モリズーム 〜目指せU-15ホッケー日本代表〜

9:30-10:10
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講師：藤尾 香織（元日本代表 / オリンピアン / 品川区東京2020大会コミュニケーター）

：及川 栞 （日本代表さくらジャパン / 東京ヴェルディホッケーチーム）

進行：藤本 一平（元日本代表 / 特定非営利活動マイホッケープラス）

国際大会などの経験の中で一番衝撃を受けたこと、日本代表合宿の過去と現在、12歳頃のときにどの

ような目標を持ち、ホッケーに取り組んでいたか、などをテーマにトークセッションを行います

藤尾 香織 及川 栞 藤本 一平

トークセッション
「日本代表体験記/目指せ日本代表！」

10:20-10:40
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GK

元日本代表

10:50-11:50

高瀬 克也
たかせ かつや

GKkikaku

男子日本代表サムライジャパン

田中 健太
たなか けんた

膳棚 大剛
ぜんだな ひろたか

落合 大将
おちあい ひろまさ

吉川 貴史
よしかわ たかし

山﨑 晃嗣FW DF MF GK FW
やまさき こうじ

HGC（オランダリーグ） 天理大学ベアーズ LIEBE 栃木 岐阜朝日クラブ 滋賀クラブ

女子日本代表さくらジャパン

DF FW GK MF DF及川 栞
おいかわ しほり

野村 香奈
のむら かな

景山 恵
かげやま めぐみ

永井 葉月
ながい はづき

浅井 悠由
あさい ゆう

東京ヴェルディホッケーチーム 南都銀行 SHOOTING STARS ソニー HC BRAVIA Ladies ソニー HC BRAVIA Ladies コカ · コーラレッドスパークス

グループトーク（講師）
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講師・子ども合わせて約90名を9つのグループ（子ども8名&代表選手1名）に振り分けて
トークルームを作り、15分×3回、講師やテーマを変えながらグループトークを実施して
交流を図ります！

【トークテーマ】

1. 代表選手に聞いてみよう
事前に子どもたちが考えてきた疑問、質問に
日本代表が答えます！

2. 自分の夢を語ろう
事前に夢を紙に大きく書いておき、発表！
夢を実現するアドバイスをもらえるかも？！

3. 代表選手からの宿題
日本代表から子どもたちにおうちでできる宿題
（トレーニング）を出題します！
たくさん練習して、目指せ日本代表！

グループトーク（内容）

10:50-11:50
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写真：

最後に画面上で参加者全員で記念撮影を実施して終了予定です

（画面の都合上、数枚に分けて撮影の予定です）

映像：

本事業は画面を録画し、後日、日本ホッケー協会（JHA)の

YouTubeチャンネルにてアーカイブ配信予定です

写真・映像
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責任者：三好 浩史

事務局：冨田 恭平

三好 浩史：法政大学コーチ / TM3 Hockey Coaching

山本 和樹：KUGAホッケークラブ

冨田 恭平：広島ブエナビスタホッケークラブ / TM3 Hockey Coaching

高瀬 克也：株式会社タカセキカク / GKkikaku

藤本 一平：NPO法人マイホッケープラス / 早稲田大学コーチ

中條 友博：日本代表アナリスト / TM3 Hockey Coaching 

U-12ホッケードリームキャンプNEXT
実行委員会
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【お問い合わせ先】
U-12ホッケードリームキャンプNEXT実行委員会

事務局 tm3hockey@gmail.com
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