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選手会長最終年を襲った新型コロナ禍。
現役ナンバーワンサウスポーの山本勲は今、
何を思う？
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◀ 月 日︑営業再開 日目の川崎グランドボウルにて取材︒飛沫
防止のため︑ボウラーズベンチはボックス毎にビニールのパーテ
ーションで仕切られていた

イミングで発表されたときに、
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これは長引きそうだな…と覚悟
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しました」
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「最初は『15㍀がこんなに重
太プロが19勝で6人目に王手）
たかったか!?』という感覚で 、 の仲間入りを、サウスポーとし
終わりころにようやく半分くら て初めて果たすことになる。

業務委託契約で勤務する川

い感覚が戻ってきた感じ。指が

崎グランドボウルからは、4月

細くなっていて、以前より多く

7日の緊急事態宣言発令を機に

テープを貼りました（苦笑）。
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自宅待機を要請され、約1カ月

ウリング場が動き出して、また

半の自粛生活を余儀なくされた。 投げられるようになったのは喜
山本プロにとって、今季は18
年度から3年任期で務めてきた
選手会長の最終年でもあり、自

ばしいけれど、公式戦の先行き

「左投げでは、3年前に亡く
なった 龍 隆 行 プ ロ（ 8 期 ）の
17勝が最高ですよね。2年前
のジャパンオープンで15勝に
達したときから、あと2つで追

いつくという意識は常に持って
、は不透明で目標が定まらない。 います。20勝は、そこを超え

粛期間中はZOOMアプリを使
ったリモート会議を積極的に開
催して、関係者と意見交換にい
そしんだという。
「オフィシャルパートナーの
ランクシーカーさんも、自粛期
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躍を続けてきたが、
昨年はシーズン中盤の失速が響き、
「ポイン
トの順位だけでいえば自己ワースト」
の10位に甘んじた。
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もらうチャンスと捉えて、毎日
のようにライブ配信してくださ
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社長プロ 鈴木馨の企業散歩③

「ハウスボールで世界3位」の過去を持つJVCKENWOOD社専務執行役員

が専門でしたよね。ウチのスポ
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