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東京モルックチャンピオンシップ
が開催されました！

2021年 7 月10・１１日、第 1 回東京モルックチャンピオンシップが
開催されました。新型コロナウイルスの影響で、さまざまな大会が延
期や中止になっていた為、全国のモルッカーにとっては待望の大会に。
大会当日は天候にも恵まれ、熱戦が繰り広げられました。激戦の結果
チーム戦優勝は「西翔平」、個人戦での優勝は津坂茂弘選手でした！

≪実施会場≫ みらい館大明
( 東京都豊島区 )
≪参 加 数≫ 参加チーム数：120 チーム
個人戦参加者数：260 人

主
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開会式

キッズも参加、老若男女
問わないのがモルックの
いいところ！

催：エニタイムモルックジム、SAKURAN333（日本モルック協会公認団体）
援：フィンランド大使館・一般社団法人日本モルック協会・東京都モルック協会

狙いを定めて・・・

チャンピオンに聞いてみました！優勝者インタビュー
チーム戦
優 勝

チーム名： 西翔平

個人戦
優 勝

津坂 茂弘さん

井上純平さん（右）
大澤

にししょうぺい

翔さん（中）

通称：シゲ G
（愛知県）

西 佳奈さん（左）

（大阪府）
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優勝した感想を
教えてください
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この歳になって日本一
になったんだなぁとい

︵実はシゲ
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う嬉しい気持ちですね！

優勝できた理由は
何だと思いますか？

❸絶対にやってはいけな
い手・・・あとは︑ミス

秒ほど見つめる
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してしまったときにどこか

一点を

ようにすると︑うまく気持
ちの切り替えができました︒

今後の目標を
教えてください

の遠投を安定して
投げられるように練習
をしていきたいです！

決勝を振り返って
どうでしたか？

実は序盤のガシャの時に

スキットルに
大きい虫が
とまって
いたんですよ︒
めちゃくちゃ気になっ
たのを覚えてます︵笑︶

決勝戦はやっぱり楽し
かったです！ 皆さんの
胸を借りるつもりで︑
のびのびとプレーする
ことができました︒

楽しむことが一番ですね！

やっぱりモルックは
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とにかく﹁自分のモル
ック﹂に徹したことだ
と思います︒とてもシ
ンプルですが︑自分が
できないことはやらな
いということを意識し
ました︒

投げる前には三つの事を
意識して投げてます！
❶最善策
❷失敗しても な手

優勝のご感想を
お願いいたします

正直なところ︑本当に
びっくりしています︒
実はこの大会はキャン
セル待ちで応募したん
です︵笑︶
即席のチームだったの
で︑まさか決勝までい
くと思ってなくて︑準
決勝までのスコアしか
印刷してきてませんで
した︒
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モルック棒を投げるときは
とにかく棒をしっかりと
持つことを心掛けています。

第2回

7 9 8
5 11 12 6
3 10 4
1 2

モルック函館大会 開催！

2021年 7月 23・24日、第 2 回モルック函館大会が開催されました。
1 日目の個人戦には 57 名、2 日目のチーム戦には 25チームが参加。
北海道での大会ということで涼しいことを期待した参加者も多かった
ようですが、連日 30℃越えでジリジリと刺すような日差しの中での
、チーム
（愛知県）
戦いとなりました。個人戦の優勝者は板倉右京選手
戦の優勝は「VistAA」（茨城県）でした

実施会場： 昭和公園 多目的広場（北海道函館市）
主
催：函館モルックの会（日本モルック協会公認団体）
後
援：一般社団法人日本モルック協会・函館市教育委員会

モルッカーの皆さんの
ファッションにも注目！

全員で記念撮影！

応援も真剣、熱が入ります

チャンピオンに聞いてみました！優勝者インタビュー
チーム戦
優 勝

個人戦
優 勝

チーム名：VistAA
ビスタ（茨城県）

落合

優勝した感想を
教えてください
今後の目標は？

多くの猛者が集まる大会で 世界大会の国別対抗戦に出
１位になれて本当に嬉しい て︑世界一になりたいです︒
です︒普段でも毎日投げる 優勝できたのは ︑嫁さんの

くらい練習好きなんですが︑ 支えがあってこそでした︒
その成果を発揮できて安定
嫁
さんと子どもが︑函館ま
で一緒に来てくれて ︑休憩
して投げることができました︒

日本モルック協会
代表理事 八ツ賀秀一

時に和ませてくれました︒
普段の練習ができるのも

より多くの一般の方々に、日本モルック協会の活動内容を
理解いただけるよう、ニュースレターを発行することとな
りました。大会情報やイベント情報、モルックに関わる様々
な事を紹介していきます。このニュースレターがモルックと皆様の新
たな出会いのきっかけとなることを願っています。

大会前の調整は
どんなことを？

モルックタイムズ発刊にあたり

僕の武器は精度︒基本的な 嫁 さんのお陰なので︑これ
距離感や絶対方向をブラさ からも家族を大事にしな
ないこと︑水平に投げるこ
がら練習
とを意識しています︒大会
を続けて
直前に練習のメニューは変
いきたい
えない︒大会当日に急にで
です︒
きるようになることは絶対
なくて︑練習でできてたこ
とを 100 出
%せるようにす
る方がいいと考えてます︒

優さん（左）

チームの強みを
教えてください
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（愛知県）

剛さん（中）

優勝した感想を
教えてください

︵ 落合︶死ぬほど嬉しい︒ ︵ 山口 ︶バランスと対応力 ︒
︵最小ターン数
モルックをやって来て︑今が 最速で行ける
技術を持って
で 点にする︶
いちばん嬉しいです︒
︵ 山口︶ やるからにはテッペン いるけど︑戦術的に難しい

ようやく１つ取れました︒ する︒ バランス型でいると

獲りたいと思って始めて︑ ことは︑天秤にかけて判断

対応力もある

から︑状況に

合わせて柔軟

にできること

が一番強いと

思っています

今後の目標は？

。

宮内

チーム 結 成 に 当 たって ︑

︵松崎良範︶
の存在が
よっち
大きかった︒今回は一緒に
出られなかったけど︑みんな
で報告したいです︒
︵ 宮内︶ 勝つとは思ってたん
ですけど︑︵一同笑 ︶やっぱり
実際に勝つと嬉しいです︒

一(同 世
) 界大会で優勝する
ことです！

。

板倉右京さん

山口 賢治さん（右）

年間スポンサー企業のご紹介

（株式会社レプス 様）

（丸進運輸株式会社 様）

（OHS サプライ合同会社 様）

（株式会社町田企画 様）

日本モルック協会では、オフィシャル年間スポンサーと大会スポンサー
を募集しています。世代間交流が可能な『モルック』の普及と発展の
活動に私たちと一緒に取り組みませんか？（詳細は HP へ）

モルックを初めて知ったのはクラブハウスという SNS が
きっかけでした。現在はコロナの影響で難しい状況ですが、
いずれは公認大会を沖縄県で開催したいと考えています。
沖縄県の恩納村という、東シナ海を見渡せる最高の
環境でモルック愛好家の皆様とモルックができる
ことを楽しみにしています！
練習場所／沖縄県中北部
恩納村赤間運動公園
うるま市具志川運動公園

小町さん

＜最近の出演作＞
・舞台『文豪ストレイドッグス』シリーズ（中原中也）
・MANKAI STAGE『A3!』シリーズ（御影密）
・舞台『鬼滅の刃』シリーズ（我妻善逸）など。

る

あ
ある！
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日高サラブレッドモルック会

我々が暮らしている北海道日高管内はサラブレッドの
競走馬を輩出している地域です。良質な場（牧草地など）
を利用し、モルックの競技普及とサラブレッド選手を
輩出するために団体を設立しました。今後は競技普及
を行い、地区内外の会員を増やしながら当地区の大会
開催を目指しています！
練習場所／新冠判官館
軽種馬牧場内牧草地

モルック川柳

どの句も情景が目に浮かびますね。
「もうちょっと左だったぁ〜」
「どれを狙おうか？」
「砂地だったら当たったのになぁ」
と、モルッカー
の気持ちが良く伝わってきました。
ペットボトルを手に取ると投げたくなる… って
（京都府） （神奈川県） まさにモルックあるある なので記念すべき
まきのさん 第二世代
第一回の金賞は小町さんに決定
さん

編集後記

さん

砂地なら
当たっていたと
励まされ

きぬりす

少しだけ
あと少しだけ
左なの

無意識に
ペットボトルを
縦ふわり

縦投げか
近場でガシャか
遠投か

（福岡県） （埼玉県）

銅
賞

植田 圭輔

・1989 年９月５日生まれ
大阪府出身
・2006 年「ジュノン･スーパーボーイ・コンテスト」
ファイナリストを機に翌年俳優デビュー。
以降 2.5 次元作品を中心に 120 作以上の
舞台作品に出演。

＊2021 年より、公認団体（団体賛助会員 ) の制度を開始いたしました。
制度の詳細、お申し込み方法については HP をご覧ください。

Nature

銅
賞

日本モルック協会アンバサダー

上田堪大、植田圭輔
小野健斗 , 柏木佑介、
小南光司 、高崎翔太 、田口涼

公認団体のご紹介

金
賞

植田圭輔さんに聞く！

出演者

9月1日より U-NEXT で前・後編独占配信決定！
モルックに自信がある人気俳優
が集結し、プライドをかけた熱い
リーグ戦が始まる

銀
賞

東京モルックチャンピオンシップに
日本モルック協会アンバサダーの
植田圭輔さんが参戦 ！
大会の感想やモルックへの想いを伺いました︒

今後のモルックでの
目標は何ですか？

ありがたいことに年間ア
ンバサダーをやらせてい
ただいているので︑自分
たちも大会などに参加し
つつ︑チームでリベンジ
できればなと思っていま
す︒個人としてはもっと
モルックが盛んになるよう
に︑森田さんと力を合わ
せて︑モルックを広めて
いきたいです︒

「あつまれっ！炎のモルックリーグ！」

Twitter: @atsu̲mol
HP: https://atsu-mol.com/

試合中はどんなことを
考えていましたか？

さらば青春の光の森田さん
に﹁ 大会には大会独持の空気
があるから︑番組とは違う
緊張感があるよ﹂と言われ
ていました︒大会が始まって
まさしく森田さんの言った
通りだなということを痛感
しましたね︒

これからモルックを
始めようと考えている
人たちにメッセージを
お願いします︒

実際にモルック棒を投げて
みないとモルックの楽しさ
は分からないと思います︒
コロナ禍で運動不足の人も
多いと思いますので︑ぜひ
モルックをお友達とやって
みてください！体感してい
ただいたほうが︑よりモル
ックの魅力に気づいてもら
えるはずです！

植田さんに熱い視線！投擲ポーズもキマッてる！

第１号発行にご協力いただいた皆さん
ありがとうございました。モルックの
魅力や情報を伝える新しいメディアと
して、次号以降も JMA ニュースレター
をよろしくお願い
いたします。
＜編集・制作＞
広報部 / 秋田、衣川、益邑
競技育成部 / 岩本

