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ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

返信を投稿する 新しい話題を投稿する

「MAKING OF 泉⽔さん探し AT VENICE BEACH」

12617 選択 goro 2009-03-04 22:06:00 返信 報告

みなさん こんばんは

３⽉４⽇の「息もできない」記念を兼ねて、ベニスビーチの報告をします。ベニスビーチは今回の「永
遠」の探索と同時期に進めていましたが、ハプニング︖︕で探索時間が⼤幅に削られてしまい、帰国最
終⽇の早朝１時間限定(出国４時間前)で探索を⾏ったものです。故に、探索が上⼿くいかず、まともな
位置確認もせずにただ周りの様⼦を撮っただけでした(涙)。

 ベニスビーチについては以前#12181でお伝えしていますが、もう⼀度振り返ることにします(⽂章が
重複するかもしれません)。ベニスビーチはカリフォルニア州ロサンゼルスのロサンゼルス国際空港(LA

X)より北⻄へ⾞で約20分の所にあります。「息もできない」のバスケットボールコート、泉⽔さんが吊り輪にぶら下がってい
る等、⾊んな場⾯で登場します。この画像は泉⽔さんの撮影場所付近の航空写真です。

 

「MAKING OF 泉⽔さん探し AT VENICE BEACH」②
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まず、最初に今回のベニスビーチ関連の撮影ポイントを航空写真上に記載しました。沢⼭あ
るので、迷わないように載せました。画像を沢⼭載せた理由は周りの様⼦を撮っただけなの
で、今後の検証に少しでも役⽴てればと思ったためです。

 後ほどの項⽬下に『撮影場所･⽅向︓○－●』って記載していますので、この画像と⾒⽐べて
下さい。

 

「MAKING OF 泉⽔さん探し AT VENICE BEACH」③
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ベニスビーチでも泉⽔さんが撮影をした場所付近は通称「マッスルビーチ」と呼ばれていて、
マッチョな⽅々が⽇中公開トレーニングをしています。

 『撮影場所･⽅向︓１－① １－②』
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本題から外れますが、このマッスルビーチの近くには「GOLD’S GYM」と呼ばれる世界
チェーンのジムがあり(⽇本にもあります)、かつてシュワルツネッガーさんがこのジム
に所属していたと⾔われています。このジムの⽬の前には「マッチョ注意︖」の標識が
あるほどです(笑)。

 因みにこの画像は数年前に⾏った時のもので早朝ではなく⽇中に撮ったものです。
 

「MAKING OF 泉⽔さん探し AT VENICE BEACH」⑤
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sakiさ〜ん︕ もしよろしかったら、この標識、「泉⽔さん注意︖」にできませんでしょ
うか(笑)。泉⽔さんのイラストはsakiさんの作品の「七⼈のこびと+one」の泉⽔さんの影
絵みたいなものがいいですぅ〜(笑)。

 なんかジョギングしている泉⽔さんが今にも出てきそうで、ワクワクしちゃいます。
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(1)【マッスルビーチの吊り輪 #12123】
 この画像は泉⽔さんが吊り輪にぶら下がっている画像等の場所です。#12123の画像では泉

⽔さんが問題なく︖ぶらさがっていますが(笑)、実際はかなり⾼い位置に吊り輪があるので
す(笑)。この吊り輪の奥には公開⽤のトレーニングマシーンがあり、マッチョな⽅々が公開
トレーニングを⾏っています。流⽯に夜明け前だったので⼈は全くといってもいいほどいま
せんでしたが・・・(笑) 

 因みにこの画像の向きは北東です。
 『撮影場所･⽅向︓２－①』
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こちらは違う⾓度からとったものです。
 左上は泉⽔さんがぶら下がっていた吊り輪で前画像の反対側を撮ったもの(向き︓南⻄)、

右上は別の吊り輪を撮ったもの(右端に泉⽔さんの吊り輪が写っています、向き︓北⻄)、
左下も別の吊り輪を撮ったもの(向き︓南東)、右下はトレーニングマシーンの⽅を撮った
もの（向き︓東）。
『撮影場所･⽅向︓２－② ２－③ ２－④ ２－⑤』
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(2)【バスケットボールコート】
 バスケットボールコートには⼤きく分けて２つのＰＶ撮影ポイントがあり、１つはバスケットボ

ールコートの全景、もう１つは泉⽔さんがベンチに座って様⼦を⾒ている場所です。
 バスケットボールコートの全景は、マッスルビーチ横のバスケットボールコートであることがた

やすく解ります。ＰＶでは泉⽔さんがぶら下がっていた吊り輪も⾒ることができます。上の画像
はバスケットボールコートを南⻄向きに撮ったものです。本当はもっと後ろから撮って南⻄の全
景を撮るべきものでしたが、急いでいたのか撮り忘れていました(笑)。ＰＶでは全景の中で映っ
ているのが確認できます。この辺りはベニスビーチレクレーションセンターという施設だったの

ですね。因みに下の画像はベンチが映っていますが、私にとっては難解︖のベンチでした。詳細は後ほど(笑)。
 『撮影場所･⽅向︓３－① ３－②』
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これらの画像はバスケットボールコートの全景を撮ったものです。左上画像は北東(前画
像の反対側)を撮ったもの。因みに中央奥に⻑いベンチが写っていますが、段の数が少な
いです。バスケットボールの全景はおそらくこのベンチ付近から撮ったものでしょう
か︖。右上画像は東側を撮ったもの。中央奥にはマッスルビーチの公開トレーニング施
設があります。右側には泉⽔さんのぶら下がっていた吊り輪があります。左下は北を撮
ったもの。右下は北⻄を撮ったものです。

 因みにこれらの画像は「⼣陽に〜横顔のシ〜ルエット♪」の⼣陽時に撮ったわけではありません(笑)。夜明け前の早朝
に撮ったもので、深い霧がかかっていて、⼈がいなく、怪しい雰囲気でした(怖)。

 前述のとおり、南⻄側の全景はありません。
 『撮影場所･⽅向︓３－③ ３－④ ３－⑤ ３－⑥』
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次に泉⽔さんがベンチに座って様⼦を⾒ている場所です。ベニスビーチで⼀番探したかっ
た場所なのですが、私には難解の場所となってしまいました。確かに同じようなベンチは
あるのですが、ＰＶと⽐較するとベンチ以外の⾵景(⽊や⼩屋等)が⼀致しないのです。因
みに、この画像においてもそうです。更にマッスルビーチ付近に泉⽔さんが座る４段のベ
ンチはこの場所しか⾒当たらないのです(このベンチの奥は泉⽔さんがぶら下がっていた吊
り輪があります)。急いでいたので他のベンチを⾒落としたのかもしれませんが、おそらく

無いと思います・・・。ひょっとすると取り壊されてしまったのかな︖︖とも思ってしまいます。
 『撮影場所･⽅向︓４－①』
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これらの画像は前述のベンチを別の⾓度、またはベンチ付近を撮ったものです。
 画像左上はベンチを正⾯から撮ったものです(向き︓南東)。ＰＶでは後ろに⽊等が写って

います。前述の吊り輪の画像や航空写真を⾒ると、砂場で⽊が⽣える場所がないような感
じがします。画像右上はこのベンチの反対側を撮ったものです(向き︓北⻄)。これは壁打
ちの施設でしょうか︖。私がこの場所に来る前のイメージはベンチ付近には必ずバスケッ
トコートがあって、泉⽔さんがバスケットの様⼦を⾒ていたと感じていたのですが、この

場所だとイメージが⼤分違ってしまいます(笑)。更にはＰＶのバスケットボールコートの全景にこのベンチも映って
いますが、ベンチの後ろ付近に⽊が映ってないのです。

 因みに画像左下はベンチを南側に撮ったもの。画像右下はベンチ付近の⻄側を撮ったものです。
 うーん、難問です。他にもベンチがあるのか他の場所なのか・・・。

 『撮影場所･⽅向︓４－② ４－③ ４－④ ４－⑤』
 

「MAKING OF 泉⽔さん探し AT VENICE BEACH」⑫

12629 選択 goro 2009-03-04 22:17:28 返信 報告

と、記載していましたら、strayさんより助け船が･･･(笑)、(ここまでの⽂章と画像は丁度strayさんがupされる数時
間前の3⽉1⽇の⽇曜⽇の午前中に書き終えたのです(笑))。

 

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/1879d84e181b6262704e95372dc9f4dc.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/12617.html?edt=on&rid=12628
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=12628
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/9b2325e0e39703a0f619db7032e9d279.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/12617.html?edt=on&rid=12629
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=12629


やっぱり、この場所(前述の４－①)のベンチは全く違います(涙)。やはり、ベンチ付近には
バスケットボールコートがあって、泉⽔さんがバスケットの様⼦を⾒ていたのですね。#12
510のベンチに泉⽔さんが座っていたと思われますが、このベンチの場所はいったいどこな
のでしょうか︖。

 しかし、strayさんより頂いた動画を⾒ると１つヒントを得ました。この画像において奥は
マッスルビーチのトレーニング施設がある⽅向です。カメラが左側を向いているので、前述

の３－④の画像の左側を撮っていることになり、左側の⼩屋付近で何かを撮っていたものと思われます。
 

「MAKING OF 泉⽔さん探し AT VENICE BEACH」⑬
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と、泉⽔さんのベンチはいったいどこなんだと思いながら週が明けました。本⽇(3⽉3
⽇)、ベニスビーチのバスケットボールコートのＨＰ検索を進めていて、あるＨＰをぼん
やり眺めていたら、あっと思いました。なんと「３－③」のアップ画像と#12510の画
像が⼀致するように感じたのです。ベンチの段数は３段と少なく違うのですが、⻘い⾬
よけのヒサシ、中央の建物の形、右側の２つの建物の位置が⼀致するのです(⽊の位置は
おおよそ⼀致です)。前述の画像でカメラマンが撮っていた⽅向も⼀致します。なんだよ

〜最初に気付いてよ〜︕、って⾔われそうですが(笑)、全く気付かなかったです。だって、ベンチは４段だと思って
いたんだもん(笑)。この画像は「３－③」のアップ画像です。

「MAKING OF 泉⽔さん探し AT VENICE BEACH」⑭
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この画像は別の⾓度から撮ったものです。この撮った時間は夜明け前の6時過ぎで⼈もいな
い怪しさ満点︖のベニスビーチでした(怖)。
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「MAKING OF 泉⽔さん探し AT VENICE BEACH」⑮
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この画像は、右側の建物が運よく写っていました。いやー、今思うと真っ暗の中でよくう
ろうろしたものだ、恐ろしいです。

 うーん、ここ10年の間にベンチ周辺の⼯事をしたのでしょうか︖。4段のベンチだとベン
チの奥の道を歩いている⼈がベニスビーチを⾒ることができないから、ベンチを３段にし
て⾒通しよくしたのかな︖。

 ベンチは現存しないものの、場所はこの場所であるように思われます。strayさん、どう
でしょうか︖︖

 

「MAKING OF 泉⽔さん探し AT VENICE BEACH」⑯

12633 選択 goro 2009-03-04 22:21:09 返信 報告

(3)【番外編】
 最後に冒頭で探索時間が短くなってしまったと記載しましたが、その理由は今回の旅で急遽予定

変更をせざるをえなかったからです(笑)。それは⼤晦⽇の⽇中にエルミラージの探索を無事に終
え、そのままロサンゼルスへ戻り、午後から「⾵が通り抜ける街へ」のメルローズアベニュー、
「息もできない」のベニスビーチの順で探索を⾏う予定でしたが、メルローズアベニュー探索開
始１５分で駐⾞違反に引っかかってしまい(パーキングメーターにコインを⼊れ忘れた)、泉⽔さ
ん探しが罰⾦を払い込む郵便局探しをすることになり、この⽇は探索強制終了になってしまった
ものです(涙)。⼤晦⽇に何をやっているのだか(笑)。⾞のワイパーに紙がはさまれているのを⾒

たとき、もしやと思ったらやっぱりでした(笑)。
 この画像は「⾵が通り抜ける街へ」の探索で唯⼀メルローズアベニューのベンチを撮ったものです。当然この画像は

全く違う場所なのですが、１つだけヒントを得ることができました。どうもこのベンチは公共機関「メトロ」のバス
停の近くにあったので、メルローズアベニューのバス停付近を中⼼に探せば良いのだと思いました。
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12634 選択 goro 2009-03-04 22:21:50 返信 報告

⼤晦⽇に郵便局って営業しているの︖って思っていたら、ちゃんと営業していました(笑)。⽀払額の45ドルの⼩切⼿
を作ってロサンゼルス市宛に投函して終了。流⽯アメリカ、クリスマスの⽅が重要のようで、店はほとんど営業して
いるようです。しかしながら、年越しラーメンを⾷べようと思ってラーメン屋さんに⾏ったら休みで(⽇系だか
ら︖)、結局吉野家でビーフボウルデザート(ケーキ)セット(凄い組み合わせですね)をテイクアウトして年越し⽜丼を
⾷べたのでした(爆)。

 今回の旅は「永遠」が⽬的だったので、ついでにという気持ちで探したのが⼤きな間違いでした。ある程度計画して
集中して探索しないと駄⽬ですね。今度こそ、再チャレンジしたいものです(笑)。

 

Re:「MAKING OF 泉⽔さん探し AT VENICE BEACH」⑰

12637 選択 ペケ 2009-03-04 22:54:20 返信 報告

goroさん、こんばんは。

レポートお疲れ様です︕ 時間が無くて⼤変だったみたいですね〜。 ⽜丼とケーキって⽇本⼈では思いつかない組
み合わせですね（笑）。

Re:「MAKING OF 泉⽔さん探し AT VENICE BEACH」

12639 選択 stray 2009-03-04 23:09:34 返信 報告

goroさん、こんばんは︕

今⽇はロケ地ものが３つ同時進⾏しているので、あ〜、忙しい（笑）。
 今回も⼤作になりましたね︕（笑）

 駐⾞違反やら⽜丼＆ケーキセットやら、笑わせてもらいましたが（笑）、
 メルローズ通りにまで⾏かれてたとは、けっこうハードな旅⾏だったんですね。お疲れさまでした。

細かいところは明⽇コメントさせていただくとして、
 #12618を⾒ただけで、３－③以外にないと確信できました（笑）。

 ん〜、goroさんの推察どおり、階段を削って、⽩い柵も取っ払ってしまったようですね。
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ベニスビーチに何があったのでしょう（笑）、とっても残念です。
goroさんがフリーズしちゃったのも、これで頷けました。

Re:「MAKING OF 泉⽔さん探し AT VENICE BEACH」⑰

12643 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2009-03-05 00:51:04 返信 報告

こんばんは、goroさん、みなさん
 いつも書いてるようですが、今回も⼤作レポートおつかれさまでした。

 感動と笑わせてもらいました。
 しかし、出国４時間前の捜査なんてすごいですね。なんだかハラハラ感が伝わってきました。

 しかし、駐⾞違反でつかまるなんて、災難でしたね。
 対応もさすがですね。（笑）

 内容はあとでじっくり読ませてもらいますが、とにかくバチバチ写真を撮るってのは私もよくやる⼿です。
 私の場合いは特にビクビクで屋上にいるんで、じっくり廻りを観察できないんです。

 そんなわけで、360度写真を撮っておくんですが。

こんばんは、ゆっくり休んでくださいね。

Re:「MAKING OF 泉⽔さん探し AT VENICE BEACH」

12651 選択 チョコレート 2009-03-05 17:04:16 返信 報告

goroさん、皆さん、こんばんは。

ベニスビーチ捜査レポート、今回も超⼤作ですね〜。しかも、ついに、バスケットコートサイドのベンチが判明した
のですね︕︕すごい︕感動です。

 泉⽔さんがPVの中でベンチに座って談笑しながら、ボールを借りる(?)シーン･･･かわいいなぁ〜とうっとりしながら
⾒ていました。同じベンチに座りたい︕談笑したい︕(笑)

 そのベンチが⾒つかったなんて、本当にうれしいです。
 ⽩い柵はなくなってしまったようですけれど、間違いありませんよね︕
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「永遠」の捜査と⼀緒に、短期間に、ハプニングにも負けずに(笑)、たくさんの捜査を進められたようで驚きまし
た。

 出国4時間前に撮った写真から特定できたなんて、ずいぶん実り多いロケ地捜査になりましたね。
 ロケ地捜査もののファンとして、⼼からgoroさんに感謝します︕そろそろ所⻑賞が出てもよい頃なのでは･･･︖(笑)。

ぎゃははは︕

Re:「MAKING OF 泉⽔さん探し AT VENICE BEACH」⑥

12658 選択 stray 2009-03-05 20:45:27 返信 報告

goroさん、皆さん、こんばんは。

【マッスルビーチの吊り輪】ですが、#12623以外にあり得ませんよ（笑）。
 [12123]でも、奥のスタンドの⼿摺の⾼さですから、変わってないと思われます。

 goroさんが背伸びしても輪に届かなかったのでしょうか︖
 ZARD以前のデータですが、泉⽔さんの⾝⻑は165cmで、⼿⾜が⻑〜いので（笑）、

 goroさんが巨⼈でないとして（笑）、届く⾼さであれば、ここでしょう。

このつり輪って、マッチョが懸垂の練習をするためにあるのでしょうか︖（笑）
 メルローズアベニューのピエロの壁画はもう現存していないようです。

まだありました︕

12659 選択 stray 2009-03-05 21:13:07 返信 報告

goroさん、皆さん

前⾔撤回、まだありました︕
 

Re:まだありました︕
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12660 選択 stray 2009-03-05 21:26:26 返信 報告

 
こちらは邪道モード（笑）

Re:「MAKING OF 泉⽔さん探し AT VENICE BEACH」

12662 選択 goro 2009-03-05 23:14:33 返信 報告

strayさん こんばんは
 泉⽔さんがベンチに座っているシーンはこの場所でしたか︖。謎が解けてホッとしました(笑)。しかし、⽩い柵等は

何故無くなってしまったのでしょうか︖。
 吊り輪は⾼さに違和感があったのでＰＶ撮影後に⾼さが変わったのかな︖って思っていました。時間が無くて、ぶら

下がっていなかったので(笑)、なおさら違和感を感じてしまったのかもしれませんね。
 この吊り輪ははやりマッチョな⽅々が筋⾁を鍛えるものと思っています。近くにはビーチバレーのコートとかもあり

ました。
 Melrose Liquor ですか〜︕。きゃ〜、素敵〜︕素晴らしいです(笑)。まだあのピエロが現存するのですね。酒屋さ

んなんですね。ワクワクしてきましたよ。
 ⾒つけて頂きありがとうございます。また⾏ってみたいですね〜。

アネ研さん こんばんは
 今回はいつになく最後のほうは｢弾丸トラベル｣になってしまいました(笑)。

 旅で⾊んなハプニングが毎回やってきますが、何とかクリアーしています(笑)。
 アネ研さんの苦労話︖、ためになります(笑)。

 確かに360度撮っておけば後から何かしらヒントを得ることができますね。
 是⾮とも、⽇本⻘年館の捜査、体当たり︖で無理をしないで頑張って下さいね。

 楽しみ〜︕
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Re:「MAKING OF 泉⽔さん探し AT VENICE BEACH」

12663 選択 goro 2009-03-05 23:15:31 返信 報告

チョコレートさん こんばんは
 ロケ地捜査もののファンに応えるべく、何とか解明にたどり着くことができてホッとしてい

ます(笑)。
 私も泉⽔さんがベンチに座っているシーンは⾃然体でカッコイイので、是⾮とも場所に⾏き

たかったのです。時間が無かったのでベンチに座ることもなく、疑問だらけの中、ただ夢中
に写真を撮っただけでしたが、今振り返ってみると、やっぱりあのコートは泉⽔さんがいた

コートだったんだと微笑んでしまいます(笑)。
 本当に今回も実りある捜査でしたし、こうして報告ができて、感謝のお⾔葉を頂くことができて、報われたとしみじ

み思っています(笑)。

ペケさん こんばんは
 何とか解明に辿り着くことができてホッとしています。

 私は「弾丸トラベル」が多いので、時間が無いのはいつものことなので慣れています(笑)。
 ⽜丼にケーキといえば、数年前に⾏った時のテイクアウト写真がありました(笑)。

 ⽜丼にペプシコーラにチョコレートケーキってチャレンジャーだな〜(爆)。
 でも、旅の⼣⾷時はお腹が空いているので、今回もそうですけど、違和感無く美味しく⾷べていたような・・・(笑)

 

Re:「MAKING OF 泉⽔さん探し AT VENICE BEACH」

12664 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2009-03-06 00:00:00 返信 報告

こんばんは、goroさん、みなさん
 先ほど⽬を⽫のようにして、私なりの検証してみました。

 私も3－③説です。（笑）

⼀応根拠ですが、
 バックに⽊がある。

 泉⽔さんたちがプレイしてる⼈を⾒てるようにみえる。
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望遠レンズで撮ってて、カメラの前を⼈が写っている。
バックにお店もノレンのようなものが⾒える。

 ttp://www.youtube.com/watch?v=LBmyGeX69Rs&NR=1
 てな、感じでしょうか。

 前回の写真とのことですが、ケーキと⽜丼ってアメリカも定番なのでしょうか︖それとも、goroさんオリジナルか
な︖

あらためて、海外捜査＆レポート、お疲れさまでした。
 次回の「goroさんの海外捜査報告書」期待していま〜す。（国内だって期待してますが）宜しくお願いします。

 

Re:「MAKING OF 泉⽔さん探し AT VENICE BEACH」

12667 選択 チョコレート 2009-03-06 11:16:19 返信 報告

goroさん、こんにちは。チョコです。
 > 今振り返ってみると、やっぱりあのコートは泉⽔さんがいたコートだったんだと微笑んでしまいます(笑)。 

 そんなふうに泉⽔さんを感じるたびができてうらやましいです。私もいつかは⾏ってみたいなぁ〜（笑)。
 そのときにはgoroさんの捜査レポートを資料にしてもっていきますので、これからも捜査、期待しています(笑)。

> ⽜丼にペプシコーラにチョコレートケーキってチャレンジャーだな〜(爆)。 
 しかし、画像で⾒るとなかなかすごい組み合わせですね(笑)。これ⾷べたんですか︕︖ぎゃははは︕

Re:「MAKING OF 泉⽔さん探し AT VENICE BEACH」

12700 選択 goro 2009-03-07 23:55:40 返信 報告

アネ研さん こんばんは
 お返事遅れました〜。やはりアネ研さんも３-③説ですか︕ strayさんも仰ってますので、確定ですね︕(笑)。何か

の⽤事でロサンゼルスへ⾏く時は是⾮とも再び⽴ち寄ってみたいものです。あとメルローズアベニューのピエロも探
しに⾏きたいものです。そう、⽇本もアネ研さん達が苦労して探して下さった場所にも⾏って⾒たいです。今後もお
互いに危険をおかさず(笑)、無理をしないで頑張りたいものですネ(笑)。
アメリカの吉野家はカウンターはなく、マクドナルドみたいなテーブル席がメインですので、⼩さなレストランって
感じがします。夜中までやっていてテイクアウトする⼈が多いようで、私は最後の⼿段︖で駆け込むことがあります
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(笑)。だってオーダーするのも簡単ですから(笑)。確か名前がデザートセットだったような気がしますが、ビーフボ
ール＋飲み物(オレンジジュース・コーラ・⽔等)＋デザート(チョコケーキ・チーズケーキ等)で、私は⼀番ミスマッ
チになるものを挑みました(笑)。７ドルくらいです。

 

Re:「MAKING OF 泉⽔さん探し AT VENICE BEACH」

12701 選択 goro 2009-03-07 23:57:26 返信 報告

チョコレートさん こんばんは
 お返事遅れました。そうです。⾷べました(笑)。ビーフボールの味は⽇本より薄味だった

ような気がしますがお腹が空いていたせいか、⽶を⾷べていなかったせいか︖⽜丼のあと
にケーキを⾷べてもおいしかったです(爆)。やはり私はお⽶が好きです。⽇本⼈だなぁっ
て思ってしまいます。

 いつか⾏かれるときは、ご参考にして下さいね(誤字･雑字が多いですけど･･･)。いつも思
うのですが、帰ってきて泉⽔さんの場所に辿り着いたことを振り返ると、素晴らしい旅をさせてもらったなってしみ
じみ思ってしまいます。

 バスケットボールコートといえば、実は⼤晦⽇に駐⾞違反で捕まって郵便局へ罰⾦の⽀払い⼿続きをした後、夜にダ
ウンタウンでＮＢＡ(プロバスケットボール)の試合を観てきました。泉⽔さん探し以外にも⽬的は少なからずあった
のです(笑)。本場のバスケットボールは思ったより派⼿さは無いように感じましたが、１つ１つのプレイが正確で、
コートの中でち密に動く選⼿達に感動をもらいました。
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