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河野―郎氏インタビュー
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デビェー》り瞬くP・lに トップスケーターに現

“

ナJlがった浅円人央.

バンクーバー冬幸オリンピ′クに,1けて ,切仕の■でもある。

1'回のトリノ オリンピックは ,齢

“

!限のんに涙を不んだ。そん

な思いを胸に日々 進化し続けている.

現在 彼女は名コーチのタラソワに付き より哺度な演日に取り肛

んでいる。ファイングー越しに見る今シーズンの彼女には 笑版が少

ない.プ ログラムがシリアスな内容だけに攻し方無いと.Iう。虻易度

、最高の笑顔に出会いたい|
撮 影 8文 /菅 原 正 治  PhOt。 &Text:MASAHAttU SucAWARA

の高いジャンプをЛヽふ′

"こ

 ll しているのかもしれない.

そんな載口だが 競技会後のエキジビションでの

":技

はリラック

スしているのか やはり笑置が多い。彼女の実政 ま ■る人に,t気

を与えてくオ■る.

バンクーバーまで 111をt71った。オリンピックという11市の悧1台で

載日■央の卸:く実顔を■りたい。そう思いながら 私はシャッターを

“

Iし続けている.

′ハPON D[

◎MASAHARU SUGAWARA



『AJPSマ ガジン』の発行に寄せて 日本スボーツプレス協会 会長 オく谷 二軍ノ`

日本スポーツプレス協会はフォトグラフアーとジャーナリストを合わ

せ 現在では会員数が 149余名ほどになった.フォトグラファーと

ジヤーナリストIll11か両綸となリ リは琢嬌している.2008年 度は

11■に選挙11■を改正し 選挙がなされ新しい化員のもとスタート

をtTJった.

今年度も会員たちのメiからIIJF会で協議無tし いろいろな11

業・l遂行されている。この協会誌もリニューアルし 『AJPSマガン

ンJとして、企行するようになった。今ly.はさらに充実したものを

お千′tに
'1け

ら
'し
るようにしていきたいと″えている.

また 以11より会11のI枷:ヤ[を川

“

してヽ lj」を文,す るとともに

1/.会のイれを11会にアピールするための本企力■F,,11されていた

が 初めてこの機Ij金による写真晨がキヤノンギャラリーにて,llL

された。ホームベーンもアクセスカ`増え、一つひとつ■み重ねていく

ことは■ばしいことだ。また、協会の活l」をより,舌発に及11していく

ため、すべての会員参加を目標に国内部会の

"緬

成を行った.会

員司十の交流により

'l,の

繋かりを派めて 体感を強化し 失綱tの

充実をいり ,J:会 |1信川1をllたるものにしていきたい。また、我々

の
'也
イ立のmlの ためにも 将来1,にll会を 投社J法人化すること

も 会llのルを||きな力'ら検l,していきたい。

最後になりましたが 賛lll会員、競技lll体 多くのIL根方に文え

られ  本スボーツプレス1ん会が成り立っています。今後ともご,lrl

ご協力のほど よろしくお肛しヽ |しLげます.

第2回を迎えた「AJPS AWARD」 は5名のエントリー(朝原宜治選手/陸 上
上村愛子選手/ス キー 太田雄貴選手/フ エンシング 北島康介選手/競
泳 国枝慎吾選手/車 いすテニス)を対象に、会員及び賛助会員による投票と
A」PS AWARD選 定委員会(委員長 水谷章人)による協議を経て「北島康介
選手」に決定いたしました。

北島康介
《受賞理由》
200441アテネオリンピック、2008■1ヒ京オリンピック10om平泳ぎ、200m平泳ぎで0メグルを型■.

|■喘にて2m日 2辿獅ゆ

“

米をヽ 成した。また、400mメドレーリレーもアテネオリンピックに繊き釦

メグルを誕ll。1ヒ京オリンピックでのloom平泳ぎ58秒 ,1は,世界新BE録。200mも大会新での金

メグルだった。このように布置実行をする姿と,「に進イヒし続けるアスリートとしての姿がF,黎

"だ

った。

《投嘉結果》(投票数に対するノ■セント)

」I●愛子4%]

《過去の受賞者》 A」PS AWARD 2007

浦和レットダイヤモンズ

太田雄貪
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「東京」「マドリード」「シカゴ」「リオデジャネイロ」-4都 市に絞られた2016年 の

夏季オリンピック・パラリンピック候補地。 はたしで 東京は開催実現となるのか。

河野―郎東京オリン膨 。バラリンビ″ 招致委員会事務総長のインタビューと、

開催概要をもとに「TOKY0 2016」 の全貌に迫る。

リンヒック|



河 野 ― 郎 Dr ЮHRO KONO

東京オリンピック ・パラリンピック招致委員会事務総長

東京だから実現する
世界―コンパク トな五輪

戦後からわずか19年 後の1964年 .日本で

初となる東京で開催されたオリンビックは

復興を遂げた大都市の姿を世界にアビールし

国民に大きな感動と自信を与えた。東京オリ

ンピックを契機に、日本は高度成長期の中で

歯くべき発展を逮げたことは餞もが知るとこ

ろだろう。21世 紀を 「熙境の世紀」にすると

掲げている東京が 1964年 から半世紀後の

2016年 に再び夏季オリンビック開催地に立

候補した.

2魔 日の東京開僣といつても、コンセツトは

まったく新しいもの.1964年 の東京が敗戦

の焦土跡にたくさんの施設を建てた 「開発型」

ならは 2016年 は日本の経済や社会 人々の

希望を再生し、日本を元気にする 「再生型」だ

と招致委員会はアビールする.2009年 2月

12日 東京オリンピツク ′`ラリンビック0

開催II画である立候補ファイル (Xl)を 10C

に提出 いよいよ、本格的な招致活動へと踏み

出した.

今年の 2月 12日 に OCに 立候補フアイ

ルを提出し 招致活動の本番を迎えましたが

改めまして 2016年 東京にオリンピツクを

招致する意義を教えてください

河野 イ

`知

事であるイiル(口,大山,“致委ll会会

長は 「近
`「

の日本には閉丼感がある.そんなⅢ

でオリンピック パラリンピ ′クを開化する

ことによって 開催している叶期だけでなく

その1,もその後も し々なレガシー (■産)が

残っていく.世代が変わりながらも 都 |に レ

ガシーをつないでいく大きなきっかけにした

いJと 1っています。私r,も 郁力Pl'の ,人に

110し ていますし こ
`,こ

とが人

'デ

オリン

ピ′クを川111する」l拇でしょう.

11イヽと,Iイヽを |ヽあ(きっかけ件 リカ̀オ
リン

ビック,1伸1の勁機だとすれば ■4の オリン

ピック あるいはスポーツが地えている也々

な1 こヽを,イ決したり、答えを口|すことにもつ

な・ltる人きな川社があ りま司■それだけでな

く 11界 の 「‖
`liJが

地える1彙肛のrtえを示す

lllにもなりうるのです.

― 日本の中で 実つ向勝負て首都 東京を

開催都市に選んだ理由は何てしようか?

河野 現イい1会の中でなぜ

"″

感があるかと

いうと ll` 1ヽ1会の環境が変わつてきている

ことがあげられます。い辿校 Nが 「2111紀は椰

ljの||イヽになるJと ,っている で 束

'(の

よ

うな‖ι界で

'1も

よ″した‖
`1,で

 しっかりと

i“lllをしてXllら しいオリンピックを,111"

ることによって、■イヽの都1,が抱えているい,

題についてもlI々な′,嗅からlll決モデルを41

み口1すことができるのではないで しょうか.

スポーツは 人やイ11, It l.平和に対して■献

することができる。そこに大きな意味がある

のです。そのために我々は′|IIの ll台を件る

,力 をしています。

11lLltを大■に選んだプロセスとして ま

ヽ京と襦Jと いう 2つ の都ljが手を挙げた ,

でどちらが■文に勝てる口能性が高いかとい

う■で JOCが 人

'(を

選んだのです.17近のオ

リンピ ック パラリンピ′クはイ

`市

でやると

言いつつも 実際には都lFの炎

`タ

トにスタジア

ムを件って,,11さ
'■

ることが多くなっていま

す.やは , オリンピックの l‐■に帰 って

人々が集まる中で,,Itしようというムー ドが

オリンピック パラリンピック関lf者の1で

は市まっています。それを日本 そして東京な

ら,ま,f能にできる。■■に よ招l縦力もあるし

道雌や施i投 血イ.11人lalといったインフラも

■ ,́ている。オリンピ ック ′ヾラリンピ ック

を,111するための 「r'がすべて肺っているこ

とが郁lil,11を,1能にできると思っています

たとえば、イi,力|じけれ 晰lrの

':ん

  人々σ)

,(ん1で 大会を′iうことよできません.し々

な条

“

|ひとつとっても

"llに

はすべてが性っ

ているので 椰1,の共ん1で やること力'口能

になるのです。

東京が|・画しているのは 半径 8km以 内

に主要施設が揃つているコンパク トな開催

〈射撃とサッカーを除く).これが実現すれば

今までとは違つた都市型オリンビックが実現

しますね。

河野 .tiは 11界 コンパクトなオリンピツ

ク パラリンピックを|||し て, るヽσ)でヽ.

椰′いの共んⅢ 8kRlの 1に  6411束

',オ

リン

ピ ックの地

`(ヘ

リテ ′ンゾーン)と 木来の

枷,1靱 境モデル (束■ベイブーン)があつ こ

の2つ を,Iふ位「1に オリンピックスタジアム

延千村 IBCと MPCul・ ・プロー ドキャスティ

ングセンター メインプレスセンター)の■髪

31t,■を|」にします.オリンビックスタツアム

と選手村の日悧:はわすか 21m アスリー トは

20分 以●で(1,畔とサッカーを曖く,すべての

会場に移l」することができます.

オリンピック ′(ラリンピックは班1支だけ

ではなく い際祉子の場でもあります.lt々も

オリンピ′クに口111いたIIに ,11[い の人や

Ⅲ界各コの人と接触して同雌交流に,t献しよ

うとしますが、地
'1“

になかなか難しt こヽと

があります.極珊なことを言えば 日本の空港

を出て 現地の空港に入って 選手下,に入って

競技会場まで,,って 選手|ナに戻って その■

復だけだったといったように、競技だけやっ



特集O TOW02016の 青写真

TOmm)2016の スローガンは陥倒
Uniting our Worlds― ―

て日本に戻って来たなんてことも少なくない。

それでは オリンピックのス晴らしさは分か

らず しまい。いわ
`ま

ォリンピック ′`ラリン

ピックの■■である選手たちが 競技だけを

`す

って 開1世地から

'1っ

てきてしまうの まア

ンバランスだと思うのです。

東

“

が都1,の■ん 「でやることよ 選手だ

けしやなくて N係 イや観イやll助イなど、人

■をi力れるすべての人に 本当のオリンピ ッ

ク パラリンピックのIIさを体班 してもらう

ことにな0ま|.オ リンピック パラリンピッ

クカ',,11さオして。ヽるイ

`1,の

■さを感 じら,tる

ことは、′‖けらしいことではないでしょう力、

これまでに 都市で開催 してtp象に残つ

ているオリンビックはありますか?

河野 

“

1人rlな

“

1跛でいうと、バルセロナ

オリンピック (,21:)はヽかったですね ll,F

l,には少し江寄りでしたが 都liの

'(ん

 で

,111していて、通千本,もllの中′い
'血

のそばに

ありました.サグラダ ファミリアをは じめ

とした教会や7rl班物 夫世‖|も11し街の に

あったので 世 ■でも気11に,せ学しに

`,く

こ

とができて J■ にいい1し億を,|っている人

が多いと!い ます.

スポーツのス‖|ら しきは 「人と人を

“

びつ

けるJと ころ。それもただ |ヽびつけるのではな

くて 化■,又応させること。|「なる人と人の11

会いではなく 11会 いが次に村iOつ いていく

ところにあります。これこそが、スポーツには

カカくあると ,わオtる几t,1だと思いまう。たと

えば l11.l●をしただけで人と人の‖:閻:はず

いぶんと近くなりますし 交 ttが進みますか

らわ.スポーツの力というのは まさに来ポオ

リンピックのスローガンである 「Uni ng Our

wondsJっ まり 「世界中の人と人を11びつけ

るJことができるのです。

したがって■々のイみとしては 11界中か

ら来ていただくアスリー ト 大会得 lや関係

者、観イなど世■ |の人々が日本の大制■「

人京の1で 会っていただいて 化学反ltを旭

こして いい方 旬にjllんでいってくれればい

いと頭っています.

日本には人をお迎えするとき 「おもてなしJ

という言葉があるように お客さんが馬,ると

きにいい思い出を,ち 汽;ってほしい文化があ

りますから。そういった意木では これからH

llまでの,年間にプロセスをI.むことは、お

もてなしの平liをするといった 非■にいい

経験を■むチャンスになりますね。

人と人、過去と未来、
世代を超えて世界中を結ぶ
―― 先はど、お話に出てきた東京オリンビッ

ク パラリンピックのスローガン 「世界中の

人と人を結ふ」ことについて 詳しく聞かせて

いただけますか。

河野 1964年 の人■オリンピ′クは 本にとっ

て冽■Fに大きなインパクトカ
'ありました`今

でも に,こえる,杉で 力ilFlvIや首枷
`ll,上

|1立

イヽ々木競lt助なとが成っていて これらを

に,ιえるレグシーと
'子

んでいま|■ハー ドm

のみならず 独4,な‖線を‖ く1●イヽ々本岐

1支

"は

  本人がデザインしてIt界 で認め

られ はじめて 本人が外 |にⅢlかって を

‖lけることができた辿

`で

す。そういった要

素力ヽ 11,||ではないにしても 本人の

“

かな

白■につながっていて 日本が′

`震

したひと

つのメ11に な ,ているとしいま|■そういっ

た■1米では ,641ヤ )東京オリンビックは

に

'し

えるものと  に

'こ

えないレ″シーが,ヽ

りました.

ただ 1961年からF11'114L縦つた今
',方

の

レガシーもこの ままにしてお くと ,1え て

いってしまヽヽま→.196411を 知らない11イヽも

多くなった, スポーツのllつ力を利用して

過去のレガシーを木,てのレガシーヘと紺びイ」

けたいというのが 私たちの

`え

にあります.

過2,と本来を紺ぶのが我々の 1ヽ動なので ス

ローガンとして 「Un ing Out Wo ds‐11びJ

という i人 をrtっているんですね。

2月 13日 東京オリンビック ′ヽラリンビック招致委員会が立候補ファィルを発表 左より谷川健次副会長 室伏

広治理事 |1田恒和副会長 石原ll太郎会長 イヽ谷実可子理事 河野-lF事 務継長 R大 らしさを出すために 立候補

ファイルは和綴 じのもので 結びのエンプレムをモチーフとした風呂敷に包まれて提出された

日本に llらず ■の成り■ちというのは 四

イヽを超えていいものを]き Hlいていくという

ことにあると思うんです.オリンビックとい

う切り |でいえば 1964■人■オリンピック

の,' ltⅢ その後を経l1/した,!イヽと、まった

く知らないオ:い世イヽを結びつける。

しかも、1964年を経験した人と今のItr の`

人を結びつけるだけ しャなくて そのレガ

シーの1で 41きていくこれから 50年 l.の11

イヽをも世iOつ けることになる 0こ れを11ん

でおけ よ 11祀やItイヽを超えて、どんとんつな

いていく智iびになるのです.

立候補ファイルを読みますと 「結びJに

はいろいろな要素があつて 「世界中の人と

人」「過去と未来Jの結びのほかにも 「陸と水」

「人と自然Jを結ぶというものもあります.こ

れらはどんな結びなのでしょうか.

河野 束ポと, うヽ

"の

成 り
'ち

は 1 1ヽ1を ,

いとして広力
',て

いまつ■伝ltある 「ヘリテッ

シゾーンJのレ′シーを 川1立地を1●いとした

これからの人来へ11かうl ll京ベイゾーンJと

Hiびつけるのです(PK)1也Ⅲ容11)● リンピッ

クスタンア′、は ヘリテ ソンゾーンと火,(べ

イゾーンの交わるところにP,き、浙を含めた

束

"(湾

をステージに,11て ています。このlt

成を「村iびクラスター10'25参川1)と|′び まさ

に 火薫の0,から人,(に向かったI“χになる

んですよ.これは水と|, 過去と人Xを ‖びつ

けることになりますよね_uタトにも

"京

に前

があることを

"ら

ない人が多いので ここで

しっか0と 、
"と

本の枷,をアピールしたいで

すね.



今回の東京オリンビック パラリンピッ

クのエンブレムはリポンを結んでいるもので

すが、これも騰 び」の意味からきているもの

なのでしようか。

河

" 

ロゴマークは 「水,J(み ずひき)を モ

チーフにしています。木りは 本では,i*よ

り lm式 やおめてたい11発という意味でlt

われること力'多い.ロゴマークをよく,じると

1ヽんではいるけど ほどけるようになってい

る 水りには 彙で終わるという意味の 「

"10りりJと ,`度 やってもヽいと, うヽせ1木の 「蝶

絆iび」(イし

'Iび

)があります.火

"て

オリンピック

の11びは しっかりと||ぶんだけオtども、11■

やってもいいという絆iび。つまリ オリンピッ

クを11度も川IItしてもいいということ.tほ

ども,1したように オリンピ′クには人と人

を,「びつけることが

`た

の,(民にありますし

とでも日本らしいと思います●

東京が目指すのは
緑と人間と地球の共存
―一石原都知事は常々環境問題に正面から取

り組み、「環境先進都市Jを 目指すと宣言して

います。オリンピツクを開催するにあたり 環

境問題をどのように考えていますか?

河野 大会コンセプ トとして「1界■市の環

文でヒーローたちのひのき丼台を,1意するJ

を褐げていますが これはまさにjl境「1肛の

ことを指しています.L史 的に見ると 過去の

オリンピックは常にサバイバルでした.戦争

であったり、財政いi題であった0 それを来り

越えてオリンピックは続いています。1964年

の東京オリンピックを含めて、開/t・型のオリ

ンピックが続いたことで近年 オリンピック

が,バ イバルしなくてはならない問題として

の環境問返がたちふさが, IOCも 14-15

|:"`くらいからll販委lt会を,っ て1区り

“

lん

でいるわけです。

人京はN末近,tを今めれば 3000万都1,.〕ι

" 

の大71 liです.東京は 201馳 最人の人枷
`

1,である・lKゆえに ,I ttlll■という辿ツtが

あ ,て、公■いluを今めて 11界のI11'の で

11も,レ

`1,‖

∫1,の不悧
'今

に辿赳 してきました。

人llと 本は不イ

`命

に対してもがさ 渉みな

がら也々な解決策を,1つけてきたのです。そ

れ・lK今の東京のjll境に

"す

るおい技II力につ

な力'ってヽヽると思います。人京 まも力ヽ てヽき

た

“

下状から力|こを1 しヽ その成人をオリン

ピックの11にご覧いただいて 地lpに

't献

し

たいと″えております。

たとえば束■には少の出があります.11■

ltをあれだけのrltに変え、41,舌をしていると

ころは地■ |にそうはない.さらにそれを広

げる「江の森プロジェクト」(×2)があり こ

んなことを1,111にやっているイ1 liは ″虹

||に,こてもそうはなやヽでしょう。先ほども||

いました本といのヽびという意味も,め  束

京という人都liが,″と緑の拘■「に1,41できる

ことを オリンピック開11を機会に1:界のす|

さんにおl.せしようとしています。オリン

ピックを,1仲:する2016年までには 都′いの世

本を今の仕にできると共仙 0な計算をしてお

ります。

こうした制‖j環境,生 プランに関して ま

東京都策定の 「+年 後の人i訓 画Jの 中にも

謳っていることです。これはオリンピックに対

係なく 将来 東京枷;がやっていかなければな

らない問題としてlkつ紅んでいる内容ですが、

東京にオリンピックをII」べたら これ力'さらに

いい方 旬にlltんでいくのではないかと思いま

す。人を育て 緑を守り 都1「をll勁させる。こ

れこそが 未来の東京が目指しているものです.

09年 ■月2日開催地決定
ライパルは“東京"
―― 私たちメデイアも 一般の方々に東京オ

リンビツクのコンセフ トを紹介することで

「結ぶ」という立場にあります そして 招致活

動を紹介していくことで 一般の方は「これか

らどのように準備が進んでいくのか?Jと い

う興味に移つていくと思います.2016年 ま

であと7年 実現に向けて 具体的にはどのよ

うに進んていくのでしようか?

河野 イしのイr■はわかりませんが 少なくと

も人京にNし て よ かなつの

"1lI力

仙 来てい

ると思います。たとえば 班1女会場は 34を 予

定していますが そのうちの23は 1軋″の施1'

があるわけです。バリアフリーにするために

改1蓼をしたりしますが ,|し く延てるのは 11

施性しかないんですね。なI.かつ そのうちの

5つ は

'1久

||な施設で あと6つ はllt設になり

ます。工1夕に 躙しては IJ切力

":い

.した力',て

施1 の々xL・11に 対しては ■● )ヽ`イ,1,の11で

は, ちヽばん‖111カ'力
"ら

|・に,したする「11,力̀

あります。

それから 地 ド飲をはじめとした交迪14の

イ,lA性はすでにありますし ホテルも 1分だ

し べlll榊1組もある 必要な施|,やlkJIがすぐ

に
'“
“

Iできるのです。

競技施設以外にも 各国のチームや選手

がキヤンプをする場所も十分ですか?

河

"1ヒ

京大会の際に 本でイ,われた

“

,,

キャンプ地は 32夕 所 ‖JIな数の地域が各 1

チー′、のキャンプを受け人れて くれました

本にはすでにそオtだけの数のIIL成にキヽン

プを受け入れてくltる環境が整っています

■は少しタロιますが オリンピックは

'量
,

のものでもあるけれども、大会に関わるたく

さんの人のものでもあるし、lι界 Ⅲの人々の

ものでもある.■10と 試●の11に迪子以外の

人は,Jをするかといったら  本をllること

東京力ヽいは新Flll力くあるθ)で  1ヽ0で

'H`などの観光地に行ったりすることも口tしです.

4jLの キャンプjLからも観光できる凛■や交

通力'整
っています。

一 東京オリンピックのメインスタシアム

(10万人収容)は新しく建設される予定ですが

そのスタシアムを20,82022年 のサッカー

のワール ドカツプ招致にも役立てると聞いて

いますが.

河野 これまで、東京は首rlでぁりながら「1

立競技場(5万人収容,以外に 大きな大会をII

ける競技場がなかったのはさみしいものでし

オリンビックは過去と未来をつなざ 子どもたちの1,来 にllを与える(2003年 lt東大会開会式より)



た.FIFAク ラブカップでも 02■ のFIFA

ヮール ドカップも ■1 でヽ ま決1かをやってい

ない.新スタンアムを建設することで これを

代会に,(■がスボー ツ都1,として次のステ ソ

プに,iけるのではないかと考えています。

オリンピ ンクにⅢIけては ,,‖ ■,■が11際

・い_・イヒさオしること力'発フ
`さ

′ιてt るヽこともあ

0 その,1 空港から15分のところにオリン

ピ ックスタジァ1、か 処 i☆されるわけです.

■港から15分の■jLにある 1曝1,スタンアム

は他の11にはないもの,スタツアムはオリン

ピックだけで

`た

‖→るも′)ではなt でヽ|か ら

11なスポーツ大会でも オペラでも エキシビ

ションでも1111できます 1挙 1,なlltまりは

空港か
',址

いところで

`|わ

れる ようがいいて

, よオ,

これだけ完璧なフランを立てると 財政

的には苦しくなりませんか?

河野 東京でオリンピ ックを,111するにあた

0 もうひとつ ,Cり|しなけ,tばならないの力ヽ

辿■,``,に■

`|は

■わないこと 大会
'■

IIマt

にあたる300ヽ りよテレビ方k哄111 チケ ツ

ト崚先などの1て人で llかなわれますし 幌1支

会ルに ,tし ている 1,しのすべては

"I都t,しく:よ公りtが,Iって。ヽる 「,しな′)で lliた

にとこかをtl lズするビツはあ つません これ

よ1,1女mで 大きなメリ ′卜です 遺 「|,も■

川したあとは  ,イ Iことしてし々,'して■ |

1さ れる予定です

´リンピックが

“

′,,たら、

"■

4`1 もヽしく

よ 小の′|らしが

“

たに

''■

する|口1にな ,

て, まヽ| ||に ``"不 況の でil' づヽいて。ヽ

くことは‖趾いないでしよう

壮大なテーマになるのですが オリン

ビックを東京で開催することによって 今後

の日本にとのような影響をもたらすと思いま

すか?

河,  本にもたらす1じ

`|は

日,力 れないで

すね ます えることは ,|:の 10'1に,111

特集O TOKY02016の青写真

地がヽ京に決まると これから7■‖」は火■

か11界の■

`受

になります.色々な||と人 色々

なメディアから■ Hさ れるで しょう.お気づ

きたと思| まヽつ が  ,t近 では
' lkの ,t道 |ま

)kっていて ロンドンのllt近ltが

“

えていま

す。ということは オリンピックは,大 な報道

11があって ■ を集めるということです.

今 政llltl光1,が「ビジット ツャパン キャ

ンペーンJ(※ 3)を

`,っ

ていますが オリン

ピ ックカ`決ま′tばll光客は■

`然

11える.71:

問それがヽ くので チャンスとして

`り

1,しな

い■はありません.人も必要になる.“iたな〕艘

も必要になる.:`滸もい1●するでしよう_

そオιだけで よなく ,ヽ々は

“

■ 舌ヽ動におい

てもレガシーを,,せないかということで」lい

ています たとえ
`ダ

教イiのいこやオリンピ ′

クIIt,1の1,uで すとが そぅぃうmで もllき

口|していま
' 

そうなると 

“

,i,1」lに爛わ ,

てllいている人力011'づヽいて

'わ

ってきます

`‖

■に成リカすることで 人

^1, 

大会|ヽ大会

″と色々な1, 力̈lrl化 されて,化 すること

で  本にもたら」I′綱|は, 0カ メtなヽヽと,,

えるでしょう

また ´リンビックυ)タィエ iヽ lllをヽること

によって スポーツとは 1カザ(1l Ⅲlか
',,1え

るも″)だと。ヽう認1故が1,ま ,て くる0)でよ/●

t Cヽしょうか なI.かつ 今よ|スボーツ振興

'1本
法|と ヽヽ ,た法

`「

を

“

:ろうとしています

から 法

`|力

り影として, るヽ 政 ・.に 襲lfなく

スホーツ自体が今後の政■1lu=な らないと

いけないと思うので,1ス ボーツのml付
'と

い

うも′)を10として,2カし ■1餃をする ス,ドー

ツに対し 'tl1 1つな■を 可として興す刹,「に

いいチャンスだと思います.

色々な影響がある中で 子どもたちに対

する影響が一番大きいと思いますが どのよ

うにお考えてしようか

河野  ′どもに対する形11ま大きいでしょう

ね rと もたちは,t々′)成したレガシーを,t

,(べと,け 41いてくllます。また すリンピッ

クを迪して スボー ノに忙れやりを,包いてく

れれば11うことないですね.

― 最後に 10月 の開催地決定に向けての手

応えをお聞かせください

河野 1,'ま あ ります.どこの1'liもいい■

想い■がありますが "京 のル●は|ク心 ′

企 イli“lJのⅢて1 くヽ「F‖1されていますし 今

のlfi11,な

'ゆ

t卜では■■の■徴がイ,効なボ

イントとなると思っています。したが‐,て厳

しい1 いヽであることに変わ りはないですが

,本

"ま

「分にあつますし いいソ′Ⅲjに瓜が吹

いているんじゃないかと思います ただ 「い

″よ悲いです力ヽ 世ケですから11‖iが,Iいか

らと,‐,て,tし ているわけにはいきま■とん

しかしながら 今のところでは 条イ|liを合め

て Ⅲl:の,IⅢは素lFらしt もヽ′)だと|`1し

ています

最大のライバルはどこの都市だとお考え

ですか?

河野 ライバル ま束■ではないで しようカ

(■)ヽ',よ り 「,,たち力'しっ力0と 「分た

う0) 'ヽることを 'ヽってt かヽなt とヽ  't,tを

'
くわれるということだとしいま

'■

そのため

に|よや ′ば0"を 力る つまり 己を力
',な

い

といけません llきに 1,た ちのことを,1つ

めながら |“
"ヽ

l llをすることが 1要だと思

いま11

【1■1立候1市ファイル
2006年6月に立候ll都市に選定されたことを受けて,成さ
れた より1=組な大会,1に=画贅 10Cから示される1立候
1椰市マニュアルJに従ってイ1成 提出した回答自の1′に
なっている

|,21海 の森プロジェク ト

2016年東京オリレビックのシンホルプロジェクトであり

「iO年後の東京Jの「風の道 縁の回廊Jつくりの一綱にあた

るもの 「海の森Jの発案 推進役 よ 石fl東京

`ド

知事とll簗

家安蔽忠雄氏 東京地埋立地の中央防波堤の内側理立llに

「海の森公則 をつくリ コミと残土の島を 素に生Iれ変わ

らせ

`卜
さこ向かう風の道をつくるという計画

1■31ビシット シ●バシ キ,シベーシ

2010年に訪日
'ヽ
国人旅行者数を1000万 人とする目標に向

け 日本の観光魅力を海
'|[発

信するととも=日 本への鼈

力1,な流行商品の造成等を行うキ●レベーシ

2016年 東京オリンピック・パラリンピックが目指すもの
東京オリンピック′`ラリンピック招致委員会 http:″wwwtokソ o2016 orlp/

■ 緑 の オ リン ピ ック     美し0泳 と緑を守り 取り戻二 環崩 F市の 都′い で開催され

半径8km圏 内で開催される世界最小のコン クヽト オリンピック.

■ `人 間 ''のオ リン ピ ツク   人間の実縣 しさと多様なう能 性に出会う 本来のオリンピツクのフ牲 .

人を育て 人が育てる 「参加型Jの オリンビック

1964年 大会からの50年 レガシー 2016年 から50年 の合計 100年

世代を超えてスポーツヘの熱い思いが続く

■ 地 球 を 結 ぶ オ リン ピ ツク  回や民厳 超えて世界をつなく 「地球回廊Jと ば オリンピツクをデザイン.

躍動する都市 東京を通して地球が見える

がヽ
● ●  0  ●

咽
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I,896〕
第1回 アテネ大会(ギリシア

"8●

6年4月6曰～15日
8競技

“

極曰 中 国の14ヶ国から男子のみ280人 参加

【19001
第 2回 ′ヽり大会(フランス)191D年5月20日～10月28日

16競技●1極日 19ヶ国から10●6人参加(うち女子12人)

119041
●3ロ セントルイス大会(アメリカ)lq04年7月1日～

"月
23日

16餃按87極目 13ヶ国から681人参加

119001
第4回 ロンドン大会(イギリス)1∞3年4月27日～10月31日

23触技110極目 22の国とШ から199●人,加

【19121
摯5ロ ストックホルム大会(スウェーデン)
1912年5月 5日～7月 22日

15tll按103種目 23の国と地域から2490人 ,加 日本が五lnに初,加

【19161
瘍 6回 ベルリン大会(ドイツ)■ 節一次世界却枷のため中止

119201
第 7回 アントワープ大会(ベルギー)192C年4月

"日

～9月12日

23餃技161極日
"ヶ

国から2a渇 人,加

【19241

"8回

′ヽり大会(フランス)1"4年5月5日～7月2日
19競技140種目

“

ケ国から3070人 動 ]

【19281
第 9回 アムス7Jレダム大会 (オランの 1928年 5月 17日～8月12日

16競技119種目 46今回から89人 参加

【1932〕
第10回ロツシtJ嗽大会(アメリカ)19υ年7月∞曰～8月14曰
16蚊技128極曰 37ケロ1328人参加

:19361

'11回

ベルリン大会(ドイツ)1936年8月1日¬6日
21競技148種曰 49ケ国∞

“

人参加

:19401
■ 12回 東京大会(日本)一ヘルシンキ(フインランド)

来彙只て開催予定だつたが 日中戦争の影響て1開催を返上し
ベルシンキに変更 しかしソ連のフィンランド侵攻のため開饉中止

【19441
,13回 ロンドン大会(イギリス)
※第二次世界大戦のため 融 m

【10481
■ 14回 ロンドン大会(イギリス)19慇 年7月

"日

～8月 14日

19競技151種目 59の国とl ll■から40o4人 夢加

119521
第15回 へ′レ ンキ大会0イ ンランド)199年 7月19日～8月3日

1811111埒種目 ①の国と班蚊から540人 参加

石 アテキの■,の中心 こある世界凍産 ′つ
'テ

ノン神

"

左/幻 炒1,だ つた 2004年 ァテネ大会の間会式

【19561 卜`第1 ″̈
:ょ
レンなけ―ストラリカ

ョ_J建 聾てゴーーー
20001シ ド ー人

`t女

子 マッツンで

金メタル●

“

i=|十 高格11子

t'「|10SII MOCI‖ アUKI

17競技145極日 げ の国と胴 31m人 参加

※晨術のみ6月 10日～17日にストックホルムで開催

1競技6輌目 29の回と地壇から15●人,加

【196●l
第17回 ローマ大会(イタリア)0∞年8月25日～9月‖曰
1811tlk l∞種目83の国とltuから・●315人,加

11964】
,18回 東京大会(日本)19い年10月10日～24曰
201111163種 曰 93の国と地域からFo152人参加

:1968〕
第19回 メ■シヨ大会(メ■シヨ)19・8年10月12日～2日
18競技112種日 113の口とWか ら,Ю 8人,加

【19721
第20回 ミュンヘン大会(■ドイツ)192年3月26日～9月 1ヽ町 '
21鮨 支1%lll日 121の回とWか ら7121人 分加

119761
第21回 モントリオール大会(カナダ)0る 年7月17日～3月

'21婦 支198精 目 92の 国と地域からαM3人 夢加

【198BI
●24ロ ツウル大会(●m)1・88年9月17日～10月2日

23競 技237襴 日 1'の 国と助 から●
‐
3人

'加

119801                           ..
■ 22回 モスクワ大会(ツビエト),∞0年7月19日～8月3日

21競l1203輌日 30の国と地域から5283人

'加

(西側諸国不多加)

【10B41
● 20回 ●●え 〕レス大会 (アメリカ)1984年7月28日～3月 12日21

競技21種 目 1400コ と地域から
"2人

動 ,(東欧諸国16の回と地城が不鬱,"

19921パルヤ リ大,は,h内|

〕1光スイント′
`点4してい■

,●KIMINORI  SAWADA

■,(の象徴 天安11の,,をた oた

2008年

'`京
人会のマラツンコ ス

OTAKAO FUUITA

,7
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0メ ダルは6411人ll大会にならぶ 611.総

メグル■イリ数は過,(1文

`1の

37個 と0 うヽ■11

のアテネ大会。その 「1,(す ぎ|と もいえる

「虹||な成果を受けての1ヒI′i輸は 11の颯

の中にも 「 本 人,:ЩJ θ)文●:があ.,たは

ずだ。

''に

アテネで811の金メダルをltXし たえ

迪は 07年 9,1のIい 選手llでは惨敗してい

た。7il隋実施1性級に1襲っていえば

'メ

ダルは

久r48kx級 の

`ヽ

■子の 1ルのみという,大洸.

ツ,女,I■,1級の金メダル■|′でお′ヽを洲した

とはいえ llに男子は,I別 級 棟‖lt・1以

外のメダルが 73kg級 の金九雄介の獅lメダル

のみと ,剛 ,な状,兄だったのだ。

北京I綸 競技,1始初日 日本l14想のシナリ

オの幕開けと思えた。優勝はll実と思わltて

いた0が  平決勝で,え退して■綺 3延お1の少

が逸絶えたからだ。さらに 11匝 までは野11

忠宏が 3遊 珊していたツサ子 60kg lltでは 脚!

件の若手 F同 拓■が 2口戦す腱速で敗イ●lT.

戦にもFIれずにメダルさえ逃す事:態になった.

大会初日に2個の金メダルで流れに工った

アテネとは11反対の スター ト_その危棧を

'女

ったのが V のり,`66kg Fl・●火11人だっ

た。「″小「ヘ ンドコーチから [おまえはキャ

プテンだから、リサ子で0メ ダルo llをltれば

お11のイ[りiは先1呟だJと いわれていたんです

なのにll」で

'同

が魚けて.|ヤ バい、他が

狐らなければ数力く介わなくなるJと 思いまし

たねJ

大会後 こう iって■美 した内柴.アテネ

●勝lfKの0511こ そ lt外 選手柿で御ヽ メダル

は■■ したが その後は11の手|,などもあっ

て′i子のll本i“之にアジア大会やIt外選 手ll

のイヽ去の

"4を

tt・われていた.11■にもlli究さ

れる、l l17になって,,i伐していた彼は 1ヒ■ゴi

ll・

`ヽ

よにもギリギリで‖:り込んでいたのだ。

1:r, 川nの 期待度はさほど市くなかった.

だが、終わってみれば彼は 自分の の前

にきた ・迅
‐
を

“

実につかむ天才だった.総

試●1サ1,が 10分

“

度と栞勝だったアテネと

はまったく迪うツtしい蔵いな力`ら ljと か凌

ぎきって自身 2価 日の金メグルを手にしたの

だ.

想い rtれをそこで ,I Шiちtlった

',rはその後の1階級は鈴木i[治のまさかの1女旭な

どで惨10世 いた力ヽ КI】、g超 級でFl 11場の

イil.思力'金メダルを■1; 久rも 63kg級の

`ヽ本歩た、70kg級で L」F“想/1世勝じ り,久で

企メダル41Jと 1子とか,li をイ果った.

さらに水ll.でも り,rJ′泳ぎの北,111′|力|

lLなけない泳ぎで 2大 会述社 2,こを,1成 久

rレ スリングでも 55kg μのli l沙

`,t ll力

11

1かし 63に llKのつ|'1幣が,:1代しながらも勝ち

抜いて優,かするなど 月1イ|された辻子がその

`螂

1をほ|まI成 して0メ グル91Jと面 を■っ

た。これこそ llイ の 本の力迪 りの社Itだと

いえるだろう.

1し,(の口´ヽメダル狐件シーンσ)数 .々その

中でも1ヒん, 介ヽの0メ グル狂,∫は 大

"iイ

)で

“

実に結米を■せるイルの|「利miの強さ|=`嗅

しなからも 11人 1,によホッとするような心

■の方が大きかった.
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6月末の 「|`沐ぎを泳げないJl人態からス

ター トし ,1界 に録供朴イのブレンダン ハ

ンセン (アメリカ)を 卜して 2冠を■,1した

アテネは感」l llだった。だが1ヒllは、かつて

ないほどの11洲な

`LIが

りで臨めた大会だっ

た。その 「ライバルといされていたハンセン

は、今米.F選200mで失敗 して 100mのみの

イヽ人と |にわずして眩れよっていた.

100m59秒l●・ 200m2分 08秒台を| しヽて

きた新顔の選手はいても、北京の1ヒ| のヽ成い

はまさに自分との代いだったと「1っていいだ

ろう。企メダルを■件 しながらも 自己ベス

トを11せなかったアテネ.その物足 りなさを

吹き夕、うためにも彼は 「1界 iし針で饉,オJ

という1 いヽハー ドルを自分に択していたのだ。

それを■初の l∞mで 失現した。1ヒ出が、 1外

で初めて59秒を突破する58秒 91で優勝を

決めた曖|・は,ぶ というより 彼に向かって

「本当にごくろうさんJと 言って ロデたいよう

な気llちになっていた。

それとは述い 勝ち上がる度にiじ られな

いような思いで興↑させてくれたのが フェ

ンシングツ,了フルーレで孤メダルを

"llし

た

人 ‖Jtだった。

大会,1から人‖1は メグル狐lfを公 :して

いた。だ・ltその餃しさは被白,も 分かってい

て 内心では ,能性があったとしても8%Ⅲ

度の確率だろろうと思っていたという。格 ド

と当たるlⅢ

"は

ともカメ 、 2山 にはlt愉イ

ヤーになってから急速に力を何ばして人41」rt

いをしていた,'1乗1'(忙 11).■に1"っても次

のIll子は 五輸 呼の11界ランキング]位で旭

よ 5戦 51女のペーター ヨピッヒ (ドイッ,

だった.■に勝ってベス ト8進 口|を人たすだ

けなら確率は5%だ が、おたりに辿勝してベ

ス ト411t11となれば、Flヽは3%に rarちると

考えていたのだ。

対オ|:〕山 13対 12と リー ドした展11から人

口|力̀ 史はポイントをll`いしてIF■をIIIける

14月 12となりながらも、11のビデオ11定の

要求でll tが世って 13月 13の「Ⅲlになって

しまい さらにポイントを址]●されて逆に 「

■をlliけられたのだ。3カ 月1'の11り■卜で

■との対■では 白11を,っ て突いたポイン

トをビデオ半J定で泄され 気llちを,′て,1せ

ず,文れていた.1,な夕,1気になった。

だが1ヒ■の人‖はその1,とは,1人のように

冷 摯だった。そこから2ポ イントを■取 して

,Iを返 り,|ち.龍くヨピッヒも イ皮力`本1調了

ではないことをl.抜くと いつもはポイント

を述lkされていたli■を

“

iりきつ 15対 12

で勝不」した.

1 内柴正人/男 子柔道 66に 級

2 谷本歩実/女 テ柔道 60に ヽ

0 吉田沙保里/女 子 レスリング55に 級

` 
伊調 馨/女 子レスリング 60に 級
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人
'11iで

の■″tレ1111そこか
',が

人 の

'tJら

しされ tlよつける場|た ,た 1人

't,ご
3'、力'メグルを■2tるとなれ|よ メダ

ル

`1`1の
“

■は75%に なる 「;%た ,たの

が '(に ,F%に な ,たから もうメケル i

",た

気 [な ,ていました|という0,は '「

,、レで ,ヽアテネ′i時J(メタリス トのサルバ

トーレー■ンツ′ イタリア)を15■ で1崚,

て列tメタル,1■ 1“itしたのた

,|

その で も十 Jが ,たのは I;対 ||七 「

「を寸Jけ
',オ

せてか
',の

1 いヽた ,た |111 は

サ ン ′|の |「も
'1も

Iな い |と いう 1との

,し■な,さ (1(らitた だがそこ力
',1■

か

,●titぎ JlしたのをよりRI シ ツクリイ|

つ|,法に L(■ 1,iした その 3,,tイ,(ス タ ミ

ナを■いり ,て いた人  ま υt lケではベ ン

ジャ ミシ クライフつ ンク |トイツ|に ,tlt

した力ヽ その

'レ

タル よ  本スボー ソトに

"|た

な |ベージを,」す1,0,た,た

フ ,シ ンシクと11しよう|= ||トリサll

XI●●リレーの1,メタ晰1111 本にヽ ,

ては11た|,な11■た ,た 1 1ヽ  ' '‖1肛¬:」t

としてもかか
',′

てきたIう
'1進

lli■強iし

'ltJtlよ ||‖ ′々,":′りυ,「| =サし
'ι

li  l イト
'11カ

と

いうの t,め て Fヽしいと思う たから イtは

■ [1-inに 111 しヽていて ‖ 「″,ミスを

イ:つ

“

いヽにかなか ,たJと ,:う

,4



そんな,11-迪 のチャンスが北京で巡って

来た。日本が出た F選 第 111で は アメリカ

やナイジェリアなど4チ ームがパ トンをつな

げずにゴールできず。第 2胸tではイギリスが

人

“

じ 日本は3■ 日のタイムで決帳進11と

いうことになったのだ.

チームの人■llの

"“

(■治は 「メダルにll

成してやろうというのではなく "t'1に いけ

ばメグルだというイ人洸だったから .F選 が終

わつてからの九  はすごいブレ′シャーで.

それまでリレーは楽しい1l Hだったけど 初

めて肺さを感して か́ ,たJと こぼす。

メグルを懸けた決ル.|サく枷′1‖したいのは

1走のり家

“

|げtと2走  木繊山 1の,t'た ●,

た 11界tr,こ録でll1 1かしたジャマイカは、 3

たのウサイン ボル トと4■ のアサファ パ

ウエルは,1格としても |た と2た も,1/イ)

の,に録を,,つ延 「.太般のイ」け■に不安を1也

えていたll“と 2はmで 純不,サ1のたりをした

人lllが そのジャマイカとはは,|んでバ トン

を波したのがメダル

"イ

1の人きな要人になっ

た_1'後のビッグゲームとなる仙鳳にメグル

をブレゼントしたぃという みんなの思いが

実った まるで トラマのようなふl木だった_

1也にも、1(■|ちはだかってきたアメリカ

の1ドをやっと撃破 したソフトボールのイ)メダ

ル

`“

イ|も よ」l“だった だがそれらの研1支は

その智i末にたとリオ「くために

"Lみ

世けてきた

迪の0●lあ ,たことを忘′ιてはならないだろ

う̀ ソフ トボールでは I,1 1,rの 3'1■

あってこそだが これまで1,さえ込まれてい

たアメリカのエース キャサリン オスター

マンから,,メ1を,え たのも 泄手たちが彼女

の攻略への餃念を■ちinけていたからた.

またフェンシングも 311 あるうちのフ

ルーレに絞 り込み アテネ7i輪以

"の

,″タトヽ

征Ytll人

`tJlと

いう1人況を変えるよkり

“

[みか

ら始まっている。さらには∞00万11を超える

●イ,0を  すべてフルーレの企 l.チームの

みにつぎ込み JISS ul■ スポーッ利ャセン

ター)を 拠■にした500日今

`1実

施という人

趾を下 したからこそ誕

`,で

きたメグルだ。大

mは 「女子のせおい んが 7位 にはなっていた

けど 伐や千口]がベス ト16で敗退していたら

選手は 「ご■シさんJと 労われても 対係者

は■ll il』を迫求されていたと思うJと 話し

ていた。彼がベス ト16の対■戦の ll.イItaに

マスクを投げ絆ててまでVび をtl発させたの

も ■悪でもアテネ以上のベスト8進 出 まヽ

たきなければいけないという 大きなプレッ

シ1-と も1代っていたからだ.

さらにILJlのイ ×loomリ レーに至っては

「リレーで,子 疵‖i聞|を強化しようJと 始めた

811ソ ウル7i怖からの強化の■み■なのイキ米

だ。117●に出て ,1界 を知 り  本人がF分

の体で表■できるものを
`,f先

し 作 りLげて

きたからこそ 20■  にして,に することが

できたメグルだ。レース後it平,|:ま  1今 ま

でや‐,て きた,,川|四1週 「だった 0 今まで

やってきたII「選 1の 1/人上というか。ウイ

ニングランの叶にスタンドであ末さん力',,い
ているのを,1て 本Jlに使らだけがやってい

る帆よヽ じゃないな と感しましたJと :った.

そして末l・lも 「 本人が疵,1をl17めましたと

いうところから いろんな■人をして 「学

1,なところを突きilめてもまだ磁わないとこ

ろはあるんで .lllし か ,たJと いうコメ

ン トだけでにわるもの しゃないですよ|と

'っ

た_それが

"史

を11`1,て,t,た彼らの

111:な気||ちた.

をかけ どれだけのグカやJ:夫を■み重ねて

きたかということだろう.II体能力だけを1ヒ

ベれば欧米人に よ劣っている日本人が ,1界

と武うためには1+||と旭

“

力と それを,“進

させる●0が 必要だ。しっかりと,,スを,ιⅢ:

えた ■剌||な〕lVつ組みがオ1栞を‖してくれ

るということを ,とi′i綸で週子白,が 教え

てくオιた。

たた 0メ グルにЩれば 大会,tの口,1を

ほぼクリアする 911を ,t`,できた 本だが

内71を,Lオιばそのうちの 7仙 が,“llだった

力|たな0メ グリス トの人迪 ltr"u級 のイi":

■は総イト||11り支に移リ ソフ トボールは次の

ロンドン大会では実施さオしない.

その■¨でもJじけi"は これまでの本人成

の大会であつ  本スボーツォ
`よ

また

"iた

な

llを訃み口1きなければいけない||を迎えた

といってぃぃ 11年■) しヽたナ ショナル ト

レーこングセンターヤ1lSSを とう 1ヽ11し

て■川
`,な

プランを11,笙させていくのか ||

本スボーツ界のスカカ̀ 本1に11われるの|よこ

イtからだ

′i喘が11わる■ メディアでr tllになるの

はメダリストの‖(奨企だ_“かにそれは 彼

らの銹力に‖をいる1カであリ イ皮らのモチベー

ションにもなるものだ_だがそんな 1,金よ

り必要なのは そこへⅢlけてとitだけの●企

4  ,,イ ン オ●|卜(シ  ヽマイカ〕
b  ツ」アi11 4× 100m lリレ テ ム

_‐_
こ

i l彦ダ

J「
1喘

`環`

′5





あれから1イFか

'つ

というのに 日を llじ

れば あの日の光■がIIやかによって くる。

1‖いよ■が石Ⅲ11へ放ったホームラン ユ1,

トーナメント3試 イ)のマウンドをたった一人

です 0抜 いた L野 11岐子の力投 そして1,十:

ソフトボール場にJi′したイ:・lイヽ  .お そらく

この■1∫年 

“

J「4iと11が研tれても あの2

の「

`ltか
,,え去ることよないだろう.

2008年 8月 21  ⅢⅢ lヒ■――.Fl藝

イヽ●III“

“

いる 本イヽよは ,勝 で 「イアメ

リカを11ち破0 悲flの企メグルを,t`,した.

ソフトボールがオリンピックの11人11日と

なった 19,617,ア トランタ大会以後 シド

ニーで初ヽメ′ル アテネで動1メグルを

`“̀|した 本は 1七京でもイ,力なメグル1入れ,だった.

しかし 「イ,メグル,111と なると 11は変わっ

てくる ア トランタから3'1咄  11界 遺■糀

でも 1986年から6址聯,。圧倒的な強さを誇

るアメリカの優tは  折らぎそうになかった。

斎藤監■は大会前 「今まで成し,な かった

0メ ダル■41という日標に11かって頑張って

きた。チームーメして0メ ダルを独りたいJと

:l,っていたが その r能性はかなり,,いよう

に思えた.

ソフトボール鮭技が川Iし てから1七京人り

した私は F選 リーグでの 本の戦いぶ りを

ほとんど

'Iら

ない.‖1イ0,`よヽ 41:に辿われ、

現地に人ってからも

`し

の競技を慨て,1ってい

たからだ。1411のオラン/戦 だけは JOC

ジャパンハウスでテレビ性飩したが イl米1,

に最 ドイ立にКわることになるオランダとの

“

でヽ  本の■力を11し11ることは州しかっ

た.む しろll撃を受けたのは 151の アメリ

カ成である. 0-7、  5,1コ ール ト

'1け

 イ

ンターネットで●t合精人を知ったとき 金メ

グルがはるか彼方に迪のいてしまったような

気がした。

ただ 決

"ト

ーナメントに入り l醐 進ll

をかけて戦った 20日 のアメリカ戦をスタン

ドで観ていると 想黎 していたほど日米!,に

たがないという思いもあった.子 澪リーグで

1ヽ″した Llrが先イさを務めたことで アメリ

カがまったくllの立たない1]子ではない¬
'象

を受けたのだ。いや、■llはLTだ けではな

い.延 ■ ,いに■他ブストスにスリーランを

浴びて敗れはしたが イしの選手たちも今大会

チームリ御部o■ のアメリカから1,tをもぎ

1区った_ 本チームは1,11の対嘔よりfl実に

拉くなっていた.

それから5111,後に行われたオーストラリ

ア帆`1がてば アメリカとの優勝決た

"へ

,L

文′小野′史  TeXt1lETSUSH1 010

み `|け れば、

"1メ

ダルである.辿 帖に次 ぐ

逆Ⅲの文す迪り 「″ιルlJが ,1:しられたこの試

今 ■発の 「」′はlF tに人ってからイi千ⅢI"

を,t傷し そのことをチー′、メイトに

'本

って

いたという.

「なるべ くみんなにわからないように■げ

ようと,キ ヤ ンチヤーや』,子を不安にさせた

くな力ったJ. LI・ | そ`うilし てせヽる0)を

大会後の ドキュメント■組でl.たが 人は

チームメイトはエースの

'ヽ

変に気づいていた

らしい.町 手や

`え

選手のI」で 「上lrのため

にJと いう気■ちが自然発生||に′生えてい

た. 1■ 1,スタンドにいる私に そんなこと

が起きていたなど,1る|も なかったが チー

ムに 体感が■まれていたのは伝わってき

た。アテネで 2代 21女だったオース トラリア

に対し 12い 1彙に,IJ馳のサヨナラヒ′卜で

■好を人たすと  本は今大会 :虻 となる

アメリカヘの1'ti伐れを■にした。

)21  11は !:'1,に人手していた11■の

|1成チケットが抑[駄になるのを水力で 1,台

ソフトボール場に

'1か

った。どうしても 本

の■後のにいを に庇きつけたかった。そし

て式合は脚lllll lのものだった。パワーを11

面に,1し口1してくるアメリカを、チームー九

となった日本が気迪で上Ⅲる.ダ メリ1し■を

上んだ藤本素子の倒れ込みながらのパッティ

ングや |●t純非のダイビングキャッチは ま

さに 酬 を」と言っていいプレーだ0た .

■後の,7を 打ち10 マウンドイサ近に上

llを1■心とした歓Vの 構ができたとき、胸の

奥底から熟いものがこみ上げてきた。その一

ツァで ソフ トボールの瞼夕ヽ/1tすでに決定して

いる1年

“

のオリンピックを思うと  ■の

11しさも感しずにはいられなかった.感 動lll

なた杉人の後 ,こ念nt影をする 本、アメリ

カ、オーストラリアの選手たちの1,に ボー

ルを,′べて件った 「2016」の文41がぁった.

11もが 力16年大会での ソフトボールの1:

式■ ,九 1を望んでいるのだ。

本代よがllった 0:説  は すい
'"け

し

に素1“らしい| 業ヽである.し かし 今後 そ

うしたl_説が上まれる|∫セヤ|さえないという

のは スボーッを,す るイにとってあまりに

″ しい。この魅力あふれるソフ トボールで

次lけヽ の選手たちがオリンピ′クというil高

のl・l合でプレーする。そんな口が,び 来るこ

とを願ってやまない。

′Z



なでしこ|よ「しめられてきた 01年 千人に1軋イ「した

人l●:|1喘|`よ 大きな旭 「に魚けない |た0と

ヘデ
`ン

グなど
'I ttllな

|し力を

“

,ス1,に■えた

そして (ドliはじめにJきメ|いだll 本々1,人喘li

かJび |ヤ|のイ|「を,1人 に,1で,tえるチー′、を

つく′た

`口
1 lt,,つしかな ¬ヽ入れて,Ш′た|スリー

グい,1 のヽ‖ 「は●1か|た樹の アウプルウェー |

1でパスをつなぎ そして米政に詢 Fゴールに

,J,た 11よりも 1-4と ■を広げられた部■勝

のロスタイ′、に■Vllなブレーから「w危 川忠111

カつLした|■は 口磁後のlt後まであきらめない と

いう なでしこ拠|を力火に■す11■だった。

1)Lン チのll(■ を急にヽ

`め

ることはできな

ヽヽ し力tⅢし ,り さえ̀ ち
`Ⅲ

よ ‖ち,tの技llfで11

界に 1分対■できることを なでしこ11に■の

"

切りのt 0ヽ,タ ックカ'材
|え),る 2111 でヽ i'1に

't, でヽ開IIされた ||¬|111“ワ`ンシン/リールド

カ,フl u■1'を1喫した01■11を1-11か
',の

 イて

雌

`1で

「|と 0́を

`)″

て,tすかのことくル11に

‖さ),るtと′)J「たけびをIげた

|ヽ ツ々0'こ11トランキング 位のヨビッヒ 1ヽユ

1ケ〔11,位のサンツ1とこれまで約

“

いⅢⅢでは 1仰

1,に,,て いた11,ランクの世「を次 1々破 し 逆

に

"t勝
進|こ υ刈|,1でメグル′111を

“
`Lさ

せた

迎えた決,か1, 人口,よスタントで‖Jにるl Ⅲlたら

にⅢlナイi「て小さく り史 サヽインをして,Lせた

IⅢ

`に

■みを,1かベ スポットライトに

“
',さ

れた

ピストにLがる もはやブレッシャーをとない この

j場でlにえる そして多くυ,人にフェンシングを知ら

丈′大iF2  Texll YOSHIYUK1 0SUMI

十)で|口月した.1「■ なでしこの11いでコンプレ′

クスを″|八した次11イヽの選 「たち,よ H'1の U―

17女rワールドカ′ブ{ニューツーランド,12'1の

U―∞ 女了ワールトカ′ブ(チリ)でIt界を■かせ

るヽ り″を,tせ LI立址||を人たした。U-1,の 「W

, 川ヽ■名は大会MVI'に 選‖された

この大会をl14後に D Fiし口‖美 M FIJぶ

"1■という 長い|」なでしこジャパンを文えてきた世千

たち力

"ヽ

人を旭くことにな ,́たなでしこツ、バン

|よ‖1イヽ交イヽを地られることになる しかし1し京で

liザ|したM「,lnあ や ドヽ 人11`FW水 ‖l lt

季、MF阪 |ケ 杷など 「秋イヽ」を11う選手たらが

次々と

"|で

きている。そしてその1'後には U 20

やU-17の 選手たち力|l lllをrlち糀えてぃる

1ヒ京Vi愉の 「4位J よ 過|卜のトビックではな

ιヽ 「ヽ
"Fl,に

11界のイillに入る|という「なでしこ

ビツョン|,■ にⅢlけてのに史lJな

"|夕

で

',|
本の女1ナッカーからlt界に11けての力強い●

“

,■||でもある。

太11ばい 成し,基γた

“

■ヽ1よまさに1'tiOはI

とI'ボにヽ さわしいものた ,た

本フ・ンシングリにと ,てしヽ 1(あ る|リン

ピッタでのメグルす1111=11け 日本あ会はウクライ

ナ71',ノJコーザのフレグ マチ .イル●クニ|―チ

を,“1りし 1● スボーツ1サセンター(1〔S SIを,処

■ ="X)|‖[も及ふ ẗ化イ)liを政● スボンリー‖

しに

`|′
Lし ,(めたヤ

“

,。)人■ム |:もメグルす111

が高いと,し込まれた,サ久フルーレの強化マtに'1て

らオした

そσ)●せヽにいたのが人|だった.7茂  L● 1'41

少で 本迎illを11じアテネ オリンピックでもや

はり 本フェンシングl.にと ,て1咆1121lJ υ),

化 「史■■市の返材1[特せられる卿

“

ヤは大きく同

11にブレッシャーも ごとに
'"し

ていった

「もともとテンション・l'卜がりすぎてしまうので、1ヒ

,|コよ「件作で臨みたが ,たJ

不安と■,「に|ち 1なつため 人‖か址んだ′メま

|マイベース=を11くこと,は 人にも‖|■ 11に 人

11した′Jよ訳r)|:11になって力ら ||ンも卍める|‖1

た力
“
ル1なのたが ‖jネ1カナ11,71ら りの1文|′を

■えた フェンシングを

“

」とカメシャーにしたt、そ

の 鬱で t,支イ本を11人にu=1,めることに

'め

た.

Fli成力ら 太|の イヽ名IJでもあるスピートとしい

グルを冽[います|

′●二,1カデットなど,|い111 もヽ1際人会で世,,

を込げるなと成,tはンしt、人 力'■
いた ,ll.11

i“に■いつき ,しい旭し さ
'■

[1,tJHJ"|し て

いく

しめることのできる

“jllメグルを1にし

フ
`―

′`コ|=ついては

タ イベントJIサiり

なスボーツヒーローと

選Jいれた

だが人 口「■に瞬り

悲lllであった力ヽ 彼の|

がある ~rど もた|

“

lみながら ロンドン
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どこまつ女める力、どこでするか 。膀負どころと

いうものはいつでも縦しい。

10「オリンピックに向けて男榊 競技の面 は々

ハスコアのレベルアップにやっきになっていた.200“:

からのルール変颯により10点満点力
"に

し いくら美

しいN栞 をしても ,の 川1場度を示すAス コアがllI

ければ勝魚にはならない。体を無え|:し 1ル成を■

大し 側I易度の■い技に1'い伐し札けてきたのである.

そして迎えたIt京オリンピッ′辻綱

“

し,た日本

はIt,コl10日ま及ばなかったが 2●で 1大会址

“のメダルを

"`|し

 11人総介でも19崚の内1,莉tr

が 人に2111ふうとなる孤メグルを■にした あん

ルで 11■絡ドし 221rまで後退しな力ちも攻めlt

けた村i外だった。

ンドニー オリンピックカら二人会社けて 本,,

rll来チー′、のコーチとしてチーツ、を,いてきた0

■111氏 まf「る.|どのIIもどの選手も これまでに

ないぐらい ひと。,1,(でした ハスコアをLげるた

めに 1分 の1と力を超える

"tl,世

■をしてきたのが

その

“

J火だと思います。失,k力11る■11ヒヤ|は,nlで

きたので 我慢の,訳今だと思っていました 予旭1通り

多く′)lt i力'ミ
スを

`し

,■|  ヽ|1本ま

"IJを

.,,1にと

の選,も ミスに′ち込むことなく11“まであきらめ

ることはなかった そイι力̀メダ
ル■イ1の要NですJ

●

＼

できない とこまで攻めるか とこでまとめるか…

頭を悩ませな力'ら 4,メ
/ル rf避をめざしてのよみ

・l ll)まった

ぐ

4

人 の々 し

,Jを

'ukる

なら 1■ を忘れるワケにはいかないが

逆 =,iえば まさかの3■ まさかの卸メカレ|ュま

′i輸地ではない ,k人 にも 強烈な呵象をつえるカ

カ`ある.

1間人
`|に

は「ニッポン Jと11べるものが 起子の

何人名をⅢぶものより好きだ。,1輪をいl lttlti成と

捉えイロよ「ニッボン Jは 11人 名より迪力ヽ こ,1人な

メⅢこなる.つまリ バレーボール サ′カー 」い なヽど

のいわゆるホ| モ々ノが●いと ゴi綸霞戦はより来し

くなると班手に思っているが、1ヒ1(で0メ グルを

`“■したソフトボールは、ltの■技モノがll.るわな

かったこともありひときわ燦然とわIいて見えた.

チームスボーッの概よに流れているのよ フオア

11チームのメンタリティだ。日本では■にそんな気

力する。日本のサッカー界に標う ボールを大切に黎

ごうとするパス好きの精||もそこに起Nする.強」

にドリブルしたり 強

`に

シュートを打って失1ズす

ると川囲からまむしろ 命たい視線を容教なく浴び

“

,すられる.

野球やソフトで言えば送リバントれ 送リバント

に失敗する姿は、必要以LIコ情けなく見える。フォア

文/山崎浩子  TextiH ROKO YAMASAK

●||は標習がきちんとこなせていれば試命もで

き、やれていなけれ、ヽ 今も■い絆胡(を几せないタ

イブだという.■を工せば しっか0と納習に取り書[

み 玖め社けてきたからこそ 1,11のl・lギ)でl1411の

パフオーマンスができたと |えるだろう.

方 0メ ダルの11咄ま 「オリンピ′クロ1●の企

い‖11大会

“

黎 延ι会)ではめいっぱ| こヽ技をL

げ lti本 ■では少し,文のレベルを落としていた.

II火にまとめてきたという口1象でしたJ嗜 ■人
'

攻めるだけ攻めて そこから "レ ベルを″として

余

“

を||たせるという■■で0メ ダルをもざとった

のである力ヽ κカカちるからこそやれたlulんでぁる

オリンピ′ク後 ,`‖‖汗之 ltlt丈IⅢのベテラン 1

人が,"出した。,|の つり輸 lL11のあん‖

"ま

It界

に11れるものであり その大を11がどれだけカバー

できるのか 1l Шは多い.

しかし内|,ほか 悧111し 沖 1成jlxttlJ't'

1」ⅢIら,Iル避,の,た■もとし。、ムめなけイロよ1,て

ないえ が攻めるべきカカ'なけ′Ⅲよ攻めることさえ

文′1, 1■111  「exl 1 31‖G[KI S∪ GIYttM∧

ザチームの五ll)からクロtたブレイとして 後ろ,卜を

'|さ

オιることすこなる.

|卜にで,,えば バトンやタスキの受け泄した リ

レーの延■に週:コtれ|よ4 学ヽ校の1 学ヽ11でも バ

トンパスの秋イWはみ‐,ち0させられる うぅか0たと

してしまえば 体すの先生からJrを落さオしたものた

北

"=口

‐ l‐「ソリ子4×Innリ レーで 本が剣l

メダルをル

"し

たことに 必然を感じるのは伐だけ

でまなしヽますだ.漁人の利.ラツキーな,|1米としてハ

づけずに 本1カ斌漱の風に包まれる列〕|もわか

る気力・「る1本 人がこだわっているn,flを改めて

みせられた気がした。タトに人がそこにほとんど暉t■

ないことも 同「lにはっき0した。バトンパスを次々

に失敗し消えていく公は 日本人には理l■し力■|ヽ

ものがある。田舎の運動会でさえ絶対あり得ない光

■だ。

そこで疑,1か湧く。外国にはいったい 運動会を

行う習慣があるのだろう力も少なくとも供は 外国で

l.た●lしかない.辿助会は日本古来の

`乱

文化なの

力ゝ 証力政 えてください.
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,(2の 8,12311ヒ

"|′

i師で■,′ジャバンメダル

なし オールプロでも

"l llの

4位.そんな

^1人

力,1た

,:後 11■日:の11とuli,されながら、く,枚3:代0で 0

,か]敗

"御“

51イ と不先硼 だった/ル ビッ

シュイ,が鴻らしたコメントは 'Lll l,のイ度の速llの

ように、いいところを突いたものだった。

「■ている人の方力枷 しかったと思いますJ

だからこそ メ7●ィアもファンもそのllしさの分だ

け 資打、失W、故障などたくさんの1,lrを持ち出し

てきた。そのllは、女子ソフトボールの

'メ

ダル贅得

賦ぎをその■:口i前に見ている日に、強烈なコントラ

ストとして映った。

金 韓回、銀 キューパ ,1米 日L日本はその3強

に1勝もできずに4仏 これは 敗図力

“

Jであるにせ

でにすごかったJからと、

しかしな ]|は移っ

工西■tの日本シリーズ第

五特における星珊ジャ′

力儡菫に藤らせてしまっ

それは、同点に迪|

力竣 めていた8nよ だつた。原監Iは 、7回からリ

リーフさせた越智を、意外にもそのまま綺投 させた。

力ヽ この口3四死漱 1人点でもうllヽヽ 。絆,市 平F.

に逆転のOu粉 中前 を 打たれるべくして,1たれ

てしまう。8■ ま先頭詢イから投手交代ではなかっ

たか。

越智の繊投
~llっ

たtL夢ヵヽ 北京でメダルlltを

力
'ナ

たI決 勝の対韓回戦である。同上の8回 ■1死

1塁● lrま 今大会人不II・の李

`“

。日本のマウン

ドはオ瀬だったが 今大会すでに2眩と他不訓。低

迷イ同士のこの対戦は フェンスざりざりとはいえ

結果的によ大きな2ランがライトスタンドに引ドんだ.

■野嘘督は 「あそこは岩瀬しかなt、それがうち

文′原口公樹  TexllKOK HARADA

ようやくそのころ反1,ジヤパンだったⅢ |々ま 力0

くだろう.20087卜の,に 靴口成った迪Ⅲ力ヽ 2年で

よる力■rの11かな, 選ヽ‐1に変■したことを .

1り■ttの膠Iめ ,因は、 本

“

会の人■、l椰

“

I

の力ヽ不lLなど11辺′,り出{詢いまどあるが もっとも

足りなかったのは 班,た ちのやる気だぎヒ京7i愉は

ひとつのlll iでこれをきっか れこ,1界NIて もっと

名能な班■になって きらに篠いでやろうという1′い

を欠いてい●.

日本がワールドカップで8風 ll強入り

"‐

るには、L

力のほとんど力71J‖でブレーをしているようなチーム

でなけれ
`l ll理

為その241厠の」確 は、llJへヽ‖1る

ための格好のい |だった力ヽ プロとして0■●力・lt

l'V 日ヽ本の選手たちは、この機会を逃してしまった。

日本の選,たちは、向いている方旬力颯 う。いまこう

して, るヽWも、と,tどん,1界力らlrlぃてぃめ,tている

のである.

のパターンJと,い tjった力'こ れに繁rⅢこうなずく

人い1まそう多くはなt まヽすだ。

大だに北京のありヽしさを思い出すだけに 結米

論とのそしりを,け ても 1え川のひとつに監4子の来

IL(継投
'ミ

スを加えたい。これ以タトの場miでも1,彙

あったか知|■ないのだから.

09ワールド ベースボール クラシック(WBCた

日本のV●とともに不完全燃焼で終えた1じズの■の

雪辱を米たすためでもあるこの成しヽま rtめ 切り11

点ではすでに

"]ラ

ウンドを終えているはずれ

':
辰|・監督には 彼の半いる日本代表カメ |しミスなど

ものともせず 快工撃をrtけていることを析るばか

りだが、来たして…….

とってい,Sは 、とんとヽ ミヤ、本

2部のVVVフ ェンロ畑 関してい

安回ユ大、香川真テ1岡
'“
慎

北京Vi綸から十年が過ぎた。あの地で兄た櫻かし

い顔たち力γ知‖Ⅲ頂J'っている。

■1かしたアルセンチンJ[輪イヽ来のイiバックだった

サバレタは、大会lltに移訃したマンチェスター シ

ティーで■力′i"`価勝したナイジェリア川け たヽで

本からゴールを●った 1洪FWア ニチェベは エ

バートンでヽ レギュラーをり:り、31立だったプランル

′itイヽ 上のM「アンデルソンはマンチェスター ユナ

イテットで、およそ21伐に1史ま‖1場している.

イングランド●ナではない。スペイン イタリア オラ

ングなど各リーグのダイジェストII珀1を,していると

171かしいllによく‖1くわす.1ヒ■では名もない辿r

だったが わすか‖1年で1` た々る,t祉を,,わせている

司らはフ″ まヽにた若した力ヽ Et11のクラブカ卿求を

持ったという噂岬 力■|、彼ら力γ鰤への移籍を日

折し アクションを起こしたという前も間かないし、そ

もそも欧州の各クラフの関
`1当

Jよ 彼らの名前も

,1らないだろう.

11'■だけしか静ナられず3遮It4し、1りコヽ艤なの

に1ヒ,tの地で叫うことなくれ嘔|した日本と メグルを

■
`に'|っ

た l13位 チームとのイは、わず力連ばiで

大きく,,いてしまっ′●懐かし,瀬●■人かとは、また

,て|  ヽ"ア フリカで会うことにな7●だろう。そこでまた

名を光って、|“,1の強凛クラフヘ翼われ そのうち何

人力ヽま欧州チャンピオンズリーグという117.1'1嘔11

のりI台でブレーすることになる。

OTAKAO FU」 ITA



えて置うなら|エイ山の5ツキ級の選手は、仝て1～211戦

ー“

か こ過去のコ際大会でも 使1か候1)といわ′■る

本人がり に々委を1:すことはあった しかしそイtら

の多くは、,製 (“1えば 本人があまりllわなしヽ もろ

'ス

1り‐レスリングのタックルに,ガJ支Jなり に火す

るところ力'多か ,た。しかし,ヒ1,11性の11こ1渋った泄

,たちは Flか=●襲では無く、力と技で

`“
,ていた。

人本命と,tられていたIXkg級 の鈴木|「,|は 初

“

ヽ

モンゴルイヽ人のツツシンバヤルのitに |もろ

'メ

1り|

で1文ltる.1も力'′,製
にやられたと

'11,た
しかし鈴

木力く次′,k′

`211戦

rl“,でもlkれた′,=用し ソフ

シンバヤルは,1かしてしまう.日本4迪 界を,う象微

1,なシーンだった.

イi愉の1:式れ とな011度 となった1ヒ■人年

さながら 1本、 11のは人で盛0「かった女子■■

に比ベ リ,r4■ では■に多くのいからに,トイが,1

まれた アゼルバイジャ́ グルジアモンゴル_,す る

に,1本のコuX'で 」lヵ,ヅくな́ ,ているのだ 0まで

のように ,11フ ランス トイツ11シア′)選「だけが

ライバルではなt、ll本え勘 'こ
の測ヨ,を受けJllめる

ためには 「来迪|の層をI17くする1●(働 だ l・lえば

選″り●|をもっと月mイヒし 選●ゎモチベーションを

JJアながら211'3■ 手をすてるのも 'だ ろう

lι■の

`,111の
内 3●が迪刷によるものという

"r火は、It,tσ
'資

にあるいluも11している。

“

か=Jし京で、り,子は211の金を■■した。しかし

メグルになも211というな

“

は 7il嗜史|で■, とヽ

な ,た

MOCH ZUKI

′

メダリストを41ん

1lυ,イi'「と 6Ы、

“ストもいな 、ヽ力I

メダルは 7'

側の卿メグルよりもエセ、しかしそのにの蛾 力を■

る1, た ,た ,́′)0メダルより |“‖0) :̈メグルを

狐 ,た|′メようが」tt,ますであるただ 本4)芭よ

il“の1命
'1で

0ヽ,,て いる 女152 gヽ敲,1,しい

■で ,̈メダリスト=な ,た'Ⅲl人‖|よ.|,た

|`ら,夕 よヽ|,し,FJ I

ここでは■えて 後イの,命
'|て

 本来道を″えて

みたい

`ヽ

メグルは,,r211女 r211これだけを,L

′0ま ししろII'OJ人る1,“|“[n,(g iJllkをイi

JJ/1イ)で術めくく,た11もあり  本4t,Jが

'人

|

た ,たというH象は, らヽなか ,た り:な女′におい

‘
ヽ

0だけに残念ではあっスL

ltよ むしろ 蹴 金、ある

きたことのほう/1F不思議

メグルというヽ 1"出〔惑わ

`マ

ラツンは 助11からそん

まヽ強い避子の11は,く な

MAK● 「OS ‖

■のツ|:パルセロすの例ヾ

の述枕メ/ルも ここで

スは 男イマラツンのよう

くヽ、lr日選手力,Hて。れば

くJ`慟蝙つウヒつて、れ ば

JLポ,ittθ冽‖|“を11にして,¬い|・き選1カヽ スi

lll人胆部,tの内剛:れのため欠l17を発■し 「″ネしr

避■ ツ
`:足

タロ又l,Hl市のために途 ■●し IⅢ寸た

外ヽ世子は13位.女rマラソンまF旭
"ヤ

)ri人に

`わったJ´

“

ことっては 3大会迎社の企メダルを逃し

■,ネ″rl、

“

尚r,Л Iみすきという3選■ マ`

ラソン神‖によ昨はつきものなのに オリンLI′クで

は 4¨,に そのi弦|“を¨堕することに成lljして1臨む

ことつてきた|1人の工続メダル. 人が あるt,■■

人もが |セ障して なお力う メグルを望めるほどの選

リロq工10'つ7・●

班たに中オ|,WT・l イ`ヽわ 座を111め た 8n4名 li

Ell膵女子マラソンの優勝タイムは 悪知 のレース

でもないのに211115分 〕● 各1屋から5ガ ,そ

の選■に、メダルを収0なさいというのは、離だろう

|し■■lliの女子マラツンで日本は膝敗した、という

表〕ιを私はあまり好きではなt、オリンピックは、ィ |

瑯にオリンピック委,t会(NOC)● ‖

`の

もと同 Il

城を

`ヽ

大しなければ参力|てきないのだからそうよ班

さオιるのもイ「」71な`い。でもマラソンは11人出 た,1

選「はヽ 剣rに,立き た■選手(邸市みを■り越えられ

る力と思ってスタートしたが それ力てき,・゙円」泄r

は力及{よう■311だったというほう力Wき た

■ll逃子は,■だが 」口1避子はllイ☆航行.」口|

選手と2警千以I`との力の子は いまのところ大きい

バ 可市Ll lある選手ま‖|できている.選手

“

力
'|く

な

るかどうかま それら■rmす卜のある選手とそのコー

チの1間人1つな

'カ

カヽ スホンサーなとのサボートに,

えらオし失る力とう力ヽこ力ψる.

詢ロス■ま′ントっス、
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以 を通リヒ北
スム=ズだった
セキュリテイチェ文′水谷豊  Texti YUTハKA MIZ∪T∧NI

2008年 8月8日から24日 まで中国の北京にて第 29回 夏季オ

リンピック競技大会が開破された。開T前 は大気汚栞や食の安

全が懸合されていたが、史上最多の 204の 靡と地域から約

11000人のアスリートカ(参力1して、28競技 302狐 日本行われた。

日本選手では陸上 "子 4×100mリレーの如メグル フェンシン

グ 太田Щ手の銀メグル 女子ソフトボールの金メダル、海外

の理手では陸上 男子 100mのボルト選手の世界記録樹立の醸

,0などがFl黎IJであったが、残金ながら私はどの醸11にも立ち

会うこと力̀出来なかった。

そんな今大会で私が競技以外で 警nl象に残っている・IIは

「セキユリテイチェックカ̀ス
ムーズであった」ことだ。

オリンL/ッタの取材は初めてであったが、アツア大会やイ山の総

合大会と比べるとセキュリテイチェックが非常にスムーズであった。

lllが違っていたかといえば 人る・1寺に行なっていたチェックを 11

る 時に行なっていたのである。通,IはMPC(メ インプレスセン

ター)に人劉時にチェックを受けて、4競 技会

“

に入る時にもま

たチェックを受けなければならなかった。しかし今大会ではメディ

アヴィレッンを1日るときに一度チェックを受ければ MPCに 入る

1寺も、MPC荻 地内から出るパスで競技会場に入る時もチェック

を受ける必要がなかったのである。

これには二つの要因が挙げられる。一つはイメデイアヴイレッ

ジにセキユリテイを設置したことである。メディアヴィレッンは二つ、

トータルで7000詢
'E.そ

のlll方のヴィレッジにセキエリテイが設

置されていた。それ以タトの各メディアホテルにもセキュリテイが

あったかは不明だが lI当な数のボランテイアがセキュリテイ

チェックにあたっていた。迪‖,オリンピックのポランテイアの人数

は多くても5万人。しかし今大会のポランテイアは7万人余り。

通■の 14竹 である。このボランティアの人数の多さ力であったか

らこそできたと考えられる。

もう一つはMPCの 荻螂Alにパス●を泄繊したこと.工 ‖はM

PCの 外にバス停があるので ‐度収地 (セキュリテイ)を ,,て

からバスに来るため、競技御llに入るlllに,i誕チェックを受ける

必要があった。今大会では収地内から直接バスで移動すること

によってイ競技会りでのチェックを省略することができた。もち

ろん一度収地内から出た場合は、 もう一度チェックを受けなけれ

ばならないが、チェッタを受ける人10の絶対数が少ないのでとて

も早く済んだ。一口にlrm日もlllけ持ちで取材しなければならな

いオにとってはセキュリテイチェックを受ける時,]を短Ir4できたこ

とは非常にありがたかった。今後もこのスタイルを継疵してもら

いたいものである。



それぞれ
北京五輪
文 /増 島みどり  TextI M DOR

北京工綸が終って数力月が難迪した頃から、大会を振り返る

企Wiが多く寄せられる。いつもなら、メグルも プレーも、MV

Pもそう悩ますに選べるはずである。ところ力'今回にllっては、

過去取材をしてきたオリンピックと少し様子が迪う。現地で取材

した日本選手や、llkらがlf服したシーン、成いは拭合にまつわ

る感llj的なエビツードを,(っ先に思い11すわけではないからだ。

7峠 が,1‖した8月8日午後、, 行ヽ機に搭栞し、ベルトもしっ

かり腰にないたというのにいっこうに,1発する気EL力̀な
い。来客

もイライラし始めた曖、中暉lllのアナウンスカしヽ り 全員で

'腱
行

機を

“

り、安全検●をll度行うという。機い ラブルと,わ れたが、

安全検企を企llがやりriし、さらに‖来「で待つ。そのうち人

子バンや飲み物が|こ布される■

'0戦

で、口,発予定1寺刻から実に

4'Iい 嗜 迪してようやく,tんだ力く、今度は1“りた場所が●jと天

H:空港.1ヒ京にFlかうIJt変会社に、燿破予 .「があったことを到

着して,1った。天‖tから1ヒ京のホテルに着いたのは午前3時だった。

しかし苦労籠をしたいのではない.楽 しかったのだ。同じフラ

イトには、1にllにケガをしてしまった体凛の米国女子チームのイヽ

表と、llき添うお,さ んがいて 五綸柳会式のプラチナチケット

を■った中国人一家は焦っていた。スタジアム延骰に挑わったご

主人の作品 「鳥の某Jを 見に行く奥さんもいれば、オグシオ、

い,"
0で

スエマエ、で大きなlt口を浴びたバドミントンの後方支援立

`隊家族も栞っていた。競技、選手を,く取材してきたが あのフラ

イトが遅れなければ、彼らと,い 1寺llを共布し会lfをしなければ、

知ることのなかったI綸 力であったように思えるからだ。

今でも、ll下鉄の」,「で几た光■を思い11す。あまりに,急

な,I発によって、地下鉄近辺の4fは大きく変貌した。t‖ ■って

いた駅の向こうに、戦とトタンで囲われた一カが見えた。下水が

ないから水溜リカ̀でき、洗測1物が'「され、子,tたちが裸足で遊

んでいる.ワ|らかに哭rlな●11に近づくと、公安に,011から,1

Jlされた。

■をたるl融迪路や,1)|:から外口人に見られないように、 トタ

ン晨狐をつけられた一角の戦で 「ONE WOLRD ONE

DREAM」 と■かれた大会スローガンが瓜にはためいている.

そこは、スタツアムでも体育館でもない。しかし、北京五綸の 「本

文」の部分を あれほど鮮やかなコントラストでFIいたシーンは

ほかになかったと思う。オリンピックに空まで奪われた人 は々、

お祭リカ`終った今、 どうしているのだろう と時 考々えている。

今回はメディアlllの導級より 時側の,「算ができる公共交通

機関を■って移動することにした。「劉翔のための五愉」とまで

言われた陸上のスーパースターが,:,tに栞権したシーンが地下鋏

のライブ映像に流れた時、呆然とし、怒

“

り、捩を流す市民と

それを見た。大会の切社がなければ工韓公周内に入れないばか

りか、会場に向かう地下鉄にさえ茉れず 肩を落として改|しに座

り込んでいた大勢の家族や子ILたちの姿は 表彰台で涙する選

手たちの姿と同じように 「北京工綸Jと して忘れることはない

だろう。
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上/オ リンビックスタジアム

中左/選 手村

■右/メ インブレスセンター
下/結 びクラスター全景



2008年9サ16「 ―17 、ltli:パラリンビッ

クが|1伸:された.147の 1と地なからrJ 4■

人の選 1が Jlルする史 I IIk大規秋の大会と

なった_|1本 は 世■ 162名か 17班技に参

加し イ、メグル 511を合しメダル企 2711を

■イリした。

今大会の大きな■微は 2つ ある. 1つ

ま 11外の

"技

レベルカ■ド躙1つに Lか 。たこ

とだ

ル|えば ,I几切Wiのリタリー デュトワ ||

アフリカ)は  先に行われた1七i´ リンピ ′

クのオープンウ,― ターに,助 した後 社い

て パ ラ リ ンピ ′クの 戦 泳 に‖1場 5onl

l(X〕n, 1()(,■1 1'と 10()n,バタフライ ムX〕

RllJ人メドレーで 5tを ■ 上した また II

「慨| で々は ,,ひざ ドに本足を■■するオス

カー ビストリウス (||アフリカ)力' 1()()●1

2(1)●1 100D)の3'己を,1成 ビストリ ンスも

投の11L競■に‖l場じ 北■オリンピ′ク

を目指してきた. i祭 叶 「批l14,lR』はビスト

リウスの義几が 「バネなどの人 「■11の4Y"1

を茶する|という規定から■のオリンピ′ク

11場を不■1としていたが そのl・/スポーツ仲

人上||つFから11117を認めるltttが‖1されてい

た.ブ リンピ ック●1,の7'1に行われた軌1支

会でわずかに 400mのlR“Iし■にⅢlかなかっ

たためオリンピックヘの口1ルを逃 した 力ヽ

Jヒ■

“

j後  ビストリウス
`よ

1'びロンドン

オリンピックを 折しているという。

デュ トワ 'ヽビス トリウスの

"|力

 ¨もイ,かる

'Ш

I パラリンビ ックの帆lkレベルは 今や

オリンピックに迪るりいなのである

本にも,1界を

“

巻する延 ■力'″|:する

11いすテニスの,,「シングルスでイ:メグルを

■イ|した llk■′口よ I,|■ 11いすテニスの

1人 人会を,1 11に側する年1,グランドスラ

ムを■成し ,1■ランキング1,で 今大会に

‖んだ。「1人 大会は迪過 11.北京こそが人

きな つの]賣■ |と冽lい,tめてきたこの大会

で 111 は々決1,までの トーナメント6試 イ)を

すべてストレー トでレ¬1 しかも 1試 イ)で

たとしたのは わずか3ゲ ーム以 ドという|:

,かだった。

また 山IⅢ■競1文で今大会初‖lll・したイi‖.

11史は ,t競 1強』千.「トラ ′ク

"技

こそ

砒m■ ■の■1也の

'Lせ"iJと
団んだ1口人 1

kn,タイ′、トライアルで 1分 sI少771の 11

外力i(2● よ 111少Fつ て ぶ ,́ちざりの

“Iかを‖たした ロー ドでの

“

IW の交,口,(1文

により11に1,次l・11い|■を,1,た 後 本111'

こ■,1イの「|(11班1支をスター トさせてわ|・

が211の収イである

FI卜||||,で1よプロ。)アスリー トとしてス

ボーツマネージメントの会11に 1,の プロ選

文 /宮 崎13理  Tつ xtlER M YAZAK

「いと名を■ねている選 「もいる_あ るいは

,リ ンピック避 ■を■|す るイ名企来のFI■

部に■をおき ■米口延 1と して11,″する人

もいる  本の

“

■イアスリー トの11界も

vt技裂境やレベルは 近|: 格■に Iか ,て

きたと iえるだろう.

しかし それでもll本1内では 暉■イの

アスリー トがオリンビック避 「と

''ん

でi認,1

さltることは またまだ少ない.

そんな  オリンピンク|:11の1月に,111

された白●111・l■の 「サイクルフェスタJは

つの11卿Jl,なイベントとなった.2 11に

わたって束■ ドームで行われ BSで の″ 哄

や1,|テルマなどの人気アーティス トの ミニ

ライブまで,,11されたこのサイクルフェスタ

は r転 11"技の11及をJlったものだが 同

llに日本代人選手の■行会を,tねている。こ

のイベントに オリンピ′ク延 「とともにパ

ラリンピック0)延千がて,Wし た′)である

この1,,tに,よ 「081ヤ )|じ(オリンピ ック

|,111すより、,,111のオリンピ ック預1縦委lt

会がバラリンピック1111のための組織 '望↑|

にも■●をもたなくて まいけない」という

:()Cと IP(〕い なパラリンピ′ク委jt会,の

1区リツtめ力'ある.0611のトリノ パラリンピッ

クまでは,1伸りLは11じでもり1の悧1札委lt会に

よって延↑|されてきた.し かし 004i :イ1,

の 10Cサ マランチ会長と IPCス テ ′ドワー

ド会■の両口]によって この11り決めが決定.

J:人な

'也

行力く081¬七

":オ

リンピ ック11111サ

から となっていたのだ.

これが ,大 会のもう一つの人きな|!徴で

ある.1七■は オリンビック悧囃 委It会が,1

11した初めてのパラリンビックとなった。

彙ふが 20“ 4ヤ)オリンビ ック11111也′)11

人1人‖となってから lt tt H,は

“

イスil動にわ

いて 「ヽ 京オリンビ ック ′`ラリンビ ック_

と,11」うるようになった 11■|:スターに よ

オリンピ ックを■1,L・させる●llやバレーボー

ルなどの競1文とともに 11いすバスケ ット′)

パーションも
''ぶデユ トワやビストリウスのように|卜に並■

や崚沐などチ■ンスがあ′ιばオリンヒック1=

も‖|"で きるという11 もあるが 1:い すテ

ニスや11いすバスケのように 慨,そ のもの

がパラリンピ ック独自であるものは多い.帆

1女レベルはオリンピ′クに迪る,い があ ,て

も   つに統r)さ]しることはない。 だからこ

そ、2人 会が,クふことの意■は大きい.そ の

ことを改めて考えさせられた 北■パラリン

ピックだ ,た.
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2009年 主要スポーツ・カレンダー

■ビーチバレー
個 内)4月 45日    」BVサ テライ ト平塚大会(平塚市)

4月 1010日  」BVサ テライ ト福岡大会

“

岡市)

4月 2426日  フアイテン」BVツ アー第 1戦愛知オープン(会場未定)

■スケート(フィギュア)
4月 16～19日  2009 1SUワ ールドチーム トロフィー

(東京 代々木第一体青館)

■ゴルフ

4月 2～5日   クラフト ナビスコ選手権
(アメリカ合衆国 ミッションヒルズ)

4月 9～12日  マスターズゴルフトーナメント
(アメリカ合衆国 オーガスタ ナショナル)

■モータースボーツ
4月 3～5日

4月 17～19日

4月 24～ 26日

4月 26日

■レスリング
4月 4～ 5日

■彙■
4月 4～5日

4月 19日

4月 29日

■水泳
4月 16～19日

■饉上麟技
4月 20日
4月 26日

■体操

■サツカー

`国
内〉4月 45日

4月

`α

ll 12日

4月 15日

4月 17～ 19日

4月 2526日

4月 29日

〈国外&国 際大会)

4月 3日

4月 22日

■サッカー
(国m5月 2日

5月 5日

5月 910日

5月 1617日

5月 20日

5月 2324日

5月 2330日

く回外&国 際大会〉

5月 6日

5月 20日

5月 20日

5月 27日

■バレーボール
(国内〉5月 上旬

」1第 4節 J2第 6節

」1第 5節 J2第 7節

」2第 3節

Jl第 6節 」2第 9節

Jl第 7節 J2第 10節

」1第 3節 J2第 11節

AFCチ ャンピオンスリーク

AFCチ ャンピオンズリーク

」1第 9節  J2第 12節

」1第 10節 (7月 1日 2試 合)J2第 13節

Jl第 11節 」2第 14節

Jl第 12節 J2第 15節

J2第
`6節

ナビスコカップ予選リーク

Ul第 13節  U2第 17節

J2第 18節 ナビスコカップ予選リーク

AFCチ ャンピオンズリーク

AFOチ ャンピオンズリーグ

UEFAカ ップ,勝

UEFAチ ャンピオンスリーク決勝(イタリア ローマ)

AFCチ ャンピオンズリーク ラウンド16WEST

第 58回 黒鷲旗 全日本男女退抜大会
(大阪府立体育会館大阪‐予定)

■ビーチ′ヽ レー
5月 23日    ファイテンJBVツ アー第2戦東京オープン予選

(東京お台場)

5月 46日

5月 15～17日

■自転●鷲技
(国内)5月 17～24日

5月 28～31日

〈国夕ヽ&固疇大会)
5月 9-31日

■

"厠 5月 2日

5月 3日

5月 31日

ロモータースポーツ
5月 8～ 10日

5月 21～ 24日

5月 24日

■陸上競技
5月 9日

■相揆
5月 10～24日

■テニス
5月 24日 6ヽ月 7日

フアイテン」BVツ アー第 2戦 東京オープン
(東京お台場)

フアイテン」BVツ アー第 3戦 霧島洒追オープン

御 城市)

ツアー オブ ジャバン(大阪府堺市～東京都)

ツール ド 熊野(紀,半 島)

シロ デ イタリア(イタリア)

ケンタッキーダービー(アメリカ合衆固)

天皇賞 春〈京都競馬場)

日本ダービー鰊 京類馬場)

Flス ベインGP(ハ ルセロナ)

Flモ ナコGP(モ ンテカルロ)

IRtイ ンディ●●00(アメリカ合衆国)

IAAFク ランプリ大阪大会(大阪市長居陸上競技場)

大1日撲五月場所(両国回技m)

全仏オープン(フランス ハリ)

Flマ レーシアGP(セ ′ヽン)

Fl中 国 GP(上 澪市)

Flバ ーレーンGP(サ キール)

ロー ドレース世界選手梅日本グランプリ
(栃木県 ツインリンクもてぎ)

全日本女子レスリング週手拒大会(駒沢体青館)

全日本週抜柔遺体重別退手構大会

輌 岡曰曝センター)

全日本女子柔迫週手権大会(横浜文イヒ体市館)

全日本柔邁選手櫂大会(日本武道館)

第 85回 日本選手権水泳競技大会競沐韓技
(静岡県浜松市)

ボス トンマラツン

ロン ドンマラソン

■サッカー

`国
内)6月 3日

6月 79日

6月 1314日

6月 2021日

6月 24曰

6月 2723日
(口外&国 際大会)

6月 6日

6月 10日

6月 17日

6月 2723日

■バ ス ケ ツ トボ ール
(国外&国 際大会)

6月 予定

6月 21～28日

」2第 19節 ナビスコカップ

02第 2011ナ ビスコカップ

02第 21節 ナビスコカップ

」1第 14節 J2第 22節

」2第 23師

」
`第

15節 J2第 24節

ワリ レドカッフ アジア綺 選
(ウズベキスタン)

ワールドカッフ アジア最終予週

ワールドカッフ アシア最終予選

vsウズベキスタン

vsカ タール輌 浜)

vsオ ース トラリア

4月 25～26日 全日本体操競技選手権大会(代々 木第一体育館)

■卓球
4月28日 胡ヽ 5日世界卓球選手権は 浜アリーナ)

(オーストラリア)
6月 14～28口 FFAコ ンフエデレーションスカップ(南アフリカ)
6月 24曰    AFCチ ャンピオンスリーク ラウンド16EAST

■バレーボール
(国外&国 際大会)

6月 1314曰  男子 ワールトリーク インターコンチネンタリレラウンド
(所沢市民体青館)

6月 19～21日の内2日 間

男子 ワールトリーク インターコンチネンタリレラウンド
(ブ,レガリア)

男子 ワー
'レ

ドリーグ インターコンチネンタルラウンド
(富山市総封 本育館)

東アシア選手権大会 兼 FIBAアジア男子選手権大会

東アジア地区予選(未定)

FBAア ジア女子選手権大会(チヤイニース タイベイ)



※競技日程 会場は変更の可能性がありますので もう一度こ確認ください.

■テニス
6月 22日 ‐7H5日

■モータースボーツ
6月 5～7日

6月 10～ 14日

6月 19～21日

■麟日
6月 6日

■ゴルフ
6月 11～14日
6月 11～14曰

6月 18-21日

■腋上

"競6月 25～23日

■レスリング

6月 20～21日

ウインブルドン選手櫂(イギリス)

Fl卜 ,レコGO(イスタンフール)
,レ マン24時 間レース(フランス)
Flイ ギリスGP(シツレ ―ヽストン)

エプソムダービー(イイリス)

日本プロゴルフ選手相(1ヒ海道 應屁ゴルフクラフ)
全米女テプロゴルフ選手ll(ブルロック)
奎米オープン(ベスベージ)

日本陸上競技選手薇大会(広島広城公口陸上競技場)

全日本週抜レスリング週手格大会
(束東 代々木腑二体青鮨)

■ IIJレフ
7月 9～12日  全米女子オープン(ソーコンバレー)
7月 16～19日 全英オープン(ターンベリー)
7月∞日～8月2日全英女子オープン

(ロイヤルリザム アンド セントアンズ)

■モータースポーツ
7月 10～12日 Flド イツGP(ホ ッケンハイム)
7月 24～26日 F,ハ ンガリーCP(プダベスト)
7月 26日    鈴廃8時 間耐久ロードレース

(三菫県 鈴餞サーキット〉

■相臓
7月 12～26口 大相撲七月場所(慶知県体市館)

■水球
7月18日～8月2日2009年世界水泳選手権(イタリア ローマ)

■サッカー

`国
内}3月 12日   」1第2●ll●2第3,節

3月 5日    02第 3211
8月 3日    」OMOカ ツプロ||ォールスター(0口)
0月 09日   」2第 33節

3月 1516日  uヽ 第2,I102第 3411
8月 19自    」

'第
2211

8月 2223日  」,"23節 J2"OS師

3月 2900日  」,"24飾 J2席 36節

■バ レーボール
(国外&国 饉大会〉

3月 7～9日   女子 ワールドグランプリ予選ラウンド
(大阪市中央体青麟予定〉

8月 14～30日 の内0日 間

男子 20'0年 世界週fII予週(場所未定〉
8月 19～23日 女子 ワー

'レ
ドグランプリフアイナ,レラウンド

(東京体青館〉

■サツカー
〈国内〉7月245日  」1第1611J2第2511

7月 8日    」2第 26節
7月 1112日  」1第 17節 J2第 27節
7月 16日    ナビスコカップ準 ,々知

"第

1崚
7月 1ス1819日 」1,18節 J2第 2311
7月 22日   」2第 29師
7月 2526日  」1第 19節 J2"3011
7月 29日    ナビスコカップ準 ,々力

"第

2崚

■バレーポール

`国
外&国際大会)

7月 45日    男子 ワールトリーグ インターコンチネンタルラウンド
(東京 有明コロンアム)

7月 10～12日の内2日間
男子 ワールトリーク インターコンチネンタルラウンド
(ロシア)

7月 15～13日の内2日間

"子

ワールトワーク インターコンチネンタルラウンド
(キューバ)

7月 22～26日 男子 ワールドリーク ファイナルラウンド
(場所未定)

■ビーチバレー

`国
内,7月 25～26日 ザ ビーチ(仮 神奈川県臓沢市

“

沼海岸〉
7月 4～5日  」OVサ テライト神澤島大会

(東京ull澤苺付II滉毎岸)

■バスケット・F― ル
(国内,7月 28日～8月3曰全国市等学校総合体育大会(大阪)
(国外&国 際大会)

7月 2～ 12日  U19男 子世界 Ef権 大会(ニュージーラン ド)

7月 2～0日   アジアユースグームズ(シン

"ホ

ール)

7月23日～8月2日 U,0女 子世界選手権大会(タイ)

■自転車競技
7月 4～26日  ツール ド フランス(フランス)
7月 20～26日 OM× 世界選手権(オーストラリア アテレード)

■その他
7月 15～26日

"25回

凛手ユニバーシアード
(セルビア ベォクラード)

7月23日～3月a日 全国市0学校総合体青大会(荼良県ほか5"県 )

■ピーテバレー
佃 内〉3月 12日

3月 0～ 0日

3月 13～ 16日

3月 13～ 16日

3月 20～ 23日

8月 28～ 30日

」BVサ テライト大会C場 未定)
全日本ビーチバレージュニア選手精
(大阿●販南市箱0毎 水溶■)
マドンナカツプ n伊 予・|ビーチバレージャバン

女子ジユニア選手権大会
(愛燎県伊予市五色姫海浜公口)
第23ロ ビーか レージャバン&Mastercard
マーメイドカップ0辰 神奈川県藤沢市籠沼海岸)
ビー″ レヽージャバンレディース2∝Ю
(大阪府泉南郡淡櫛毎水浴●)
フアイテン」BVツ アー第4戦 東京オープン

0辰 会場未定)

■′然 ケツトボール
(国外&国 際大斜

8月 6～16日  FBAア ジア男子選手権大会(中国)
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30

■饉」Ima

`国

外&国際大斜
8月 15～23日

■自転●■麟

`日
外&国際大会,

8月 7～15日

0月 23日

3月

"日

Ю 月

"日

世界陸上選手相
^ル

リン大会(ドイツ)

ジュニア世界選手櫂(ロシア モスクワ)
MTBマ ラツン世界選手41
(オーストラリア キヤンベラ)
ブエルタ フ エスバーニヤ(スベイン)

■II●
9月 8～13日

■ IfJレフ
9月 10～13日

■モータースポーツ
9月 11～13日

9月 25～ 27日

■相構
9月 13～27日

■饉上
9月 20日

■レスリング
9月 21～ 27日

■そ0他
9月26卜 ll月6日

第 29回 世界新体操選手極(三菫県営サンアリーナ)

日本女子プロゴルフ選手権
(岐阜関カン トリー倶業部東)

Flイ タリア GP(モ ンツァ)

Flシ ンガポール GP(シ ンガポール)

大相撲九月場所(両回回技館)

ベルリンマラツン

レスリング世界選手相(デンマーク ヘルニング)

第 64ロ トキめき新消国体本大会(新

"県

)

■サツカー
(国内,10月 3、4曰   」1"2811J2第 4●||

10月 7日   」2"44節
10月 17,3日 」,,2911J2● 4511
10月 2,日   」2"4611
10月 2425日 」1"3011J2"47節

`口

外&口籠大会)
10月 10日   ワリレドカップ予遺 7/7オ セアニアプレーオフ

"(職10月 21日   AFOチ ャンピオンスリーク申決餃第1戦
Ю月2■ 1月15日FFA U,7ヮ ールドカップ(ナイジエリア)
10月 23日   AFCチ ャンピオンスリーク中決饉

"2職
■バスケツトボール

`国

内〉
`0月

2■m■ 月15日 」B L20032010(奎口各地)
10月3卜aЮ 年3月4日 Wリ ーク〈全国各■)

く□外&口朦大

"
`0月

21～

"日
 FBAア シアU16女 テ選手糧大会〈開催地未定)

■スタート(フイギュア)

`曰
外&口贖大会,

10月15～18日 Iい0グランプリ トロフイー エリックボン リヽレ
(フランス ′ヽり)

'0月
22～25日 SUグ ランプリ カツフオプロシア

(ロシア モスクワ)
●月

"日

■1月1日lSuグランプリ カッフオブチャイナ(中国 北東〉

■スター ト(スピー ド)

■

"摯 3月 8～22日 椰91回全国蘭嗜学崚I球選手櫂大会
(販静甲子口球場)

■ヨルフ
3月 3ヽ～16曰 奎来プロゴルフI●手II

(ヘーつ,ティンナショナル)

■モータースポーツ
3月 21～23日 Flヨーロッ′ヽG,(スベイン ′ヽレンシア)
3月 23～30日 FlベルギーOP(スパ フランコルシャン)

■晨遭
3月 20～30日 t■鞣 遺選手II(オランダ ロッテルダム)

ロサ ツカー
《国内,9月‐21X年1月

'日
策89回 天二杯

9月 2日    」2第 37師 ナビスコカツフ申決勝

"`戦9月 6日    u2第 38師 ナビスコカップ亭絣

"2戦9月 1213日  01第 2511」 2第 3911
9月 1920日  」1第 2611J2第 40節

9月 23日   」2第 41節

9月 2627日  」1第 2711J2第 42節

`日

外&口籠大会,
9月 5日     ヮー,レドカッフ アジアプレーオフ

"1戦9月 9日     ワー,レドカッフ ァジアプレーオフ第2戦
9月 23日    AFCチ ャンピオンスリーク 準々決膀第 1職
0月 30日    AFCチ ャンピオンスリーグ 準々決腋第2職
9月25卜つ月16日FFA U20ヮ ー,レドカップ(エンフト)

■バレーボール
(国内)0月 ～12月  天二杯 旦后杯 全日本選手籠大会
(日外&国際大会)

0月 5～13日  女テ お 15ロ アジア選手板(ベトナム ハノイ)
0月 18～27日 男子 第 15回 アジア選手精〈フイリビン マニラ)

■ビーチ′ヽレー
(国内〉9月 4～6日   ファイテン」OVツ アー第 5戦岡山オープン

(会場未定〉

`国
内},0月

ロスタート(ショートトラツク)

`国

内,10月 合日本距鰤 1週

`相

大会

馴掟門費(フランス)

奎日本饂商 1スピードスケート退手綱大会

ロモータースポーツ
10月 2～4曰  Fl日 本グランプリ("ロサーキット)
10月 10～18日 Flフ ラジルG,(インテルラコス)
10月|1日‐11月1日 F,ア プダビGP(UAE ヤスら)

■●●
10月 4日

■銀

9月 19～21日

9月 28～ 30日

■自嘔車競技
(国内)9月 9～13日
(国外&国際大会)

9月 1～6日

9月 23～ 27日

10月 12～13日 世界体操競技選手権(イギリス ロンドン)

■EIJレフ
10月 1～4日  日本女子オープンゴルフ週手構棘鷲

(千葉県 我昴子ゴルフ倶楽部)
10月 15日   日本オープンコレフ選手櫂燿技

〈埼玉県 武蔵カントリークラブ壺回)

ふくいカツプJBVグ ランドスラム おおい大会
(幅丼県大飯椰おおい町長丼浜癬 )

トキめき新瀾国体(新潟県上越市直江沖海岸)

ツール ド 北海道(北海道)

MIB世 界選手権(オース トラリア キャンベラ)

ロー ド世界選手権(スイス メン トリシオ)

■サッカー
(国内)11月 3日    ナビスコカップ渕競(東京 国立ltt場)

11月 8日   Jl第 31節 u2第 48節

11月 2122日 Jl第 32節 J2第 49節



2009年 主要スポーツ・カレンダー
11月 2329口 Jl第 33節 02第 50節

(国外&国 際大会〉

11月 7日    AFCチ ャンピオンズリーク決勝(1涼  国立競技場)

11月 14日    ワールドカップ予選 アシア オセアニアプレーオフ第 2戦

11月 14日   201l AFCア ジアカップ予選 vs香 港
(日本 会場未定)

11月 18日   201l AFOア ジアカップ予選  vs彗 港C港 )

■バ レーボ ー ル
(国外&国 際大会)

11月 10～12日 女子 ワール ドグランドチャンピオンズカップ
(東京体育館)

11月
`415日

 女子 ワール ドクランドチャンピオンズカップ
(マリンメッセ福岡)

11月 18(0日  男子 ワール ドグランドチャンピオンズカップ
(大阪市中央体育館)

11月 21～23日 男子 ワール ドグランドチャンビオンスカップ
(名古屋 日本ガイシホール)

■バスケットボール
(国内

'1肛
匈～5月上旬 bサ リーグ(全国各地)

11月 20～29日 全日本大学選手権大会/女 子(東京)

`回

外&国際大会)
11月 19～29口 FIBAアシアU16男 子選手櫃大会(マレーシア)

■饉上

"技
`国

内)11月 1日   全日本大学駅伝対校選手糧大会
11月 15日   第 1回横浜固麻女子マラツン轍 浜)

■スケー ト(フィギュア)
〈回外&固腋大会)

11月5～8日   SUグ ランフリ
NHKll国際フィギュアスケート競技大会(長野)

11月12～15日 SUグ ランブリ スケートアメリカ
(アメリカ レイクブラシツト)

11月19～22日  SUグ ランフリ スケートカナダ
(カナダ キツチナー)

■贖昴
11月 1日
11月 29日

口

"遺 11月 3日

■体損
11月7～15日  ラヽンポリン世界選手極

(ロシア サンク トベテルフルク)

■テニス
11月8～15日  全日本テニス選手罐(東京都 有明テニスの森公国)

■彙週
¬月14■5日  綺遺館杯全日本柔遺体重別選手ll大会

(千葉ボートアリーナ)

■相嬌

天壼賞 秋燎 京餃馬場)

ジャバンカップ(東京競局場)

全日本剣迪選手権(日本武遠館)

¬月15～29日  大相供十一月場所輌 岡国際センター)

■その他
日程未定 第 3回 アジア室内競技大会(ベトナム ハノイ)

■サツカー
■ 内,12月 5日

く国外&国際大会)
12月予定

■バレーボール
(国内)(2月～21,0年4月

12月 上旬

■バ スケ ッ トボ ール
(国内

'12月

23～

"曰12月 2～6日

`国

外&国 際大会)

12月 2～ 11日

J`第 34飾 」2第 51師

F FAクラブワールドカップ2009
(UAE ドバイ)

V ブレミアリーク2000/2010シ ーズン
(全国各地)
スーバーカレッシ 大学選手権(東京地)

全国高苺引攻選枷晏勝大会(東京)
全日本大学選手構大会/男 子(大阪)

東アジア競技大会(ホンコン チャイナ)

ロスケート(フィギュア)
(国内)12月

`口

外&国際大会,

全日本週手相大会

12月3～6日  SUグ ランフリ
シニア/シュニアクランプリ フアイナル(東京)

■スケー ト(スピー ド)
〈国内〉12月 全日本スプリントスピー ドスケー ト選手II大会

■スタート(ショートトラツク)
全日本選手薇大会《国内}`2月

■ゴルフ
12月 3～6日  日本シリーズ(東京よみうリカントリークラブ,

■饉上m臓
12月 6日    福岡国嗜マラツン

■レスリング
,2月21～23日 全日本レスリング選手II大会

(東京都 ●々木第2体青

“

)

■

"層12月 27日   有馬::念(中山競局場)

P28

P29

P29

P30

P31

P31

ゴルフ/◎ TOSHIMITSU"ADA

′ヽレー/◎ TAKハ Э FU」 TA

シンクロナイズドスイミング/OTAKNЭ  FU」 TA

自転車競技/◎ YUZURU SUNA以

相接/◎ KYO」 IMAI

′ヽスケットボーリレ/OYOSH10 KATKl
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陸上/Jヽレ…ポ‐ル

北京五綸で20年ぶりにメグルゼロに終わった女子マラソン。今

年の 世界陸上ベルリン大会では その立て直しが注目される。

だ・l、いきなり0メ グルを,切仕するのは、外』,の身Л

'手

というも

のだろう。llrにみずきや市

“

尚子レベルの選手が 簡1●こ現れるも

のではない。今は

'1界

で成える選手の方を,て る1寺

"lな

のた。

その意1末で T綸 より2人多い代表を送り込める 1界|"JJま選

手17の厚い日本にとっては■,1枷,付:力̀高い。選,シ ステムも五性

とヽ い 東京 大阪 名古Hの 日本人トップ選手は白」l llにイヽよに

内定する。

11'1の末京ではに111AF美(●I.-4i命)が2'サ|,23分31秒で優1".

前日本I`録■■イの渋丼晰子(ニリト●抜

“

L)をκ冊で逆:にした.

指導するのは 9114の 11界1性L人東大会lllメグリストの山 ドll知

rl浣ャ.

「外 生命は今でも唯Iの 方が■口されます。メダルを
'“

って、逃

子が口Jい れるようになりますJ('`崎)

大阪では渋
'|力

く、興例といえるF・●||のインターパルで1,"`熙し

211い123分 42秒 で

“

勝した.山分のベースで
'に

ばすのが渋,卜の

ll微だが 大阪ではスローペースの11.|を 葉 Jσ)|で ひたすら我

慢.30km子 11でスパートすると 

“

■をハーフマラソンなみのス

ピードで2■llドを¬illlした。すでに30歳.

「ここまで来たら私もメグルカ'llしいJ

今の 本泄子では1,も爆発カカ̀ある.

3人 日のイヽよは名Ji“の 本人 ッヽプが白jlllに決まる。残る2

枠のうち1つは 人京 大阪 名li“の3大会の2位以 ドから地ばれ

る.■1↓メtでの供れ,は人地 位の力‖h輛 ,1(セ カンドウィンドAC)

と大阪2イ立の赤羽イi杞r(ホクレン)だ。

力‖納はインカレに優勝したエリート選手だが、資
`Llll:綱

llか

ら指
'“
する川越学訛Iが ■,ull概Jけで,成 してきた。11綸lJには

'1「
、渋

'卜

と11じЮ歳だが、これからピークを迎えそうな,,1夕ヽ が

ある。

29晟の赤羽は日本の附 L界では17」と ,われているママさんイヽよ

迪手.北京Vi綸はトラツクで口1場したスピードランナーだ.おk'Fに

こそ1,れた力て、大阪でマラソンヘの迪ヤ|力'高いことは示した。

「子りヽをXん でなかったら、ここまで気■ちが lL夫していなかっ

たJ。,班 のrjlさをが加わり ,t外を冽1う力をつけた。

5人日は L●L3大 会と11イF8'1の北海道に加え 4′

'の

ll夕ヽマラ

ソンで好成級を不げた選手も遥′対象になる。この点が11外陸上

でも初めての試みだ。い内の選考レースで よ、■人を気にして思い

t2」ったたりができない選手も多い.より多くの選手に儘会を与えた

選考システムから、どんな選手が代表入りするかも注Hされる.

●

′

く

１
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ADカ ード発行で
緩和された取材規制
文 編 崎息理  T,xl:E日 I MIYAZAKI

m081:5'1.バ レーボールの北京オリンピックlk終 ′班が東京

で行われ ,,子 が16イFぶつの‖場

“

をlt件し ,女 そろって北京

オリンピック出場を決めた。その人1'な大会率 rのタイミングをl.

|ら い ′ヽレーボール渕
`会

は 本スポーツプレス協会(AJPS)の11

勺

"l111111と

ともにrl」めて′1会として  本パレーボールれ会、 |

|,法人Vリーグ懺lllそしてビーチバレーのい内ツアー延11を,|う

林式会‖キューを, 力ヽした

これまでもバレーボールについては A」PSの 会| 1ヽ1を'メ
'tつ

き

H)カードとして 1` の収1'111・11はめられている大会はあった.

AIPS力Wt例 的に1″減されていたわけである しかし 近1111雌 人

会の,1‖: 迎■班小力'より,(大きれたことや メディアを躙.,て人

り,△んだ人い1による赤夕ヽ級などの4+4,1,形や立ち人,■ 1lκ成で

σ)側ltなどのトラブルが‖次ざ ll迪几ル|が腋 1になってきたとい

うイ111がある こういう||イヽだからこそ A」PSの メンバーであるこ

との意●tを,11求したいというの/1t,(.のの大きなlmlだ った

このイ1来 日本Vリーグ泄hlからハ」PSで 1'II中

“

Iをイiえば 4

11 Ft力 な`い場イ)でも 年川,の1回,ADカ ートが

`0イ
iされること

・lt,ルt■ 狂 1,,の ,I“までに バレーボール部会をあくも19名

σ)ハJPS会 ltにハ1)カートが

`|イ
,されたσ)だ ,た.

Vリーグは パレーボールにおける 本のトンフリーグであリイヽ

火延 「′刈まとんとが このリー/で 1ヽ‖→る旭,から迎‖|される

新たなシヤーナリスト●|パレーボールをlMIできるようにな′ιlよ

バレーボールそのものがさらにi広人 普及することにもつながる

かもしれなし、

以l,よりI,「既,,こl・いては ハH'SIに I・ける11イ111‖が,ilt

だった 1'「班l支j11111欧の1,1 なヽ先″公■ム こうした迪をt10

‖,いてきた成果である AJPSにおける部会■義の うに こうし

た会lt全体への1に

“

Ii l」サポートがあげられる と″える.Vリー

グヘの ADカ ードカ` バレーボール渕,会の大きな初めの よにな

れば 111である.

■JI場子

+1,イi紀子

V'レ ●アリータ女子 票原 忠

V'lt,リ  ク男7 1:水 部広
◎KIⅥDSHI SAKAMOTO
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′ヽスケットボ‐′し/つグE―

国際舞台に続く2009年 に!
又 /小 永吉陽子  Texll YOKO KONAGAYOSHI

2008年のパスケットボール界は停出1の1年だった。女]は オリン

ピツクI暉■κ.′選で敗退し アテネ大会に続くオリンピック出場

はならす。男子は 07イFのアツア子選で史上最悪の8位となったた

めに ユ界最終予選のり符すらつかめずにいた。アンア予選以後、

日本代よのヘッドコーチは,席 のまま.08年 はイヽ表活動すらも行

われなかった。

そんな 卜で1唯― り,るい計順を振りまいたのが 日本人初のNB

A(米いプロリーグ)選 手である01人功大の6年ぶりのJBL(日 本

パスケットボールリーグ)彼九,と大村訛子のWNBA(米 コ女子ブ

ロリーグ)チャレンンだろう.

11人は1 7 3cmと小洒なから、スピードを′卜かしたイマジネー

ションあお、れるプレイで、o41:にNBAの 公式戦に4i式今11班。N

BAを ll扇されてからのイ■11はマイナーリーグで前動しながら

NBA,ス ,のチャンスをうかがっていた。「

"る

い嬌胆Jと,:いたの

は NBA"`成 をあきらめた失意の

'IⅢ

lではないからだJI眠 は

本でプレイすることを「NBAり UNの  環Jだと位世づけている。す

でにアメリカでは11人のプレイスタイルは知れ江っている.NBA

に,ル1格するには口1本で,1班11い1をmi保し、11人成綱tを

"し

てア

ピールすることめ'吼要Jと″えたからだ。

11人め,"“するリンク栃木ブレックスは 今季JBLに ケ1格した

オ:いチーム.,出可14rlは 本のチームブレイに期来めなかった 1よ

だ・lt いまやすっかリチームのmと して プレイオフ

“

いにIIむルt

勁力となった。また II仄711米は■客

“

1にも絶人な力を発抑1し、リン

ク栃木の●l今は1"こ涸1lJ lよ 人のイ|:が、JBLに 新風をなき

旭こしている.

人れI(おおが)趾rは叶シーズン 本人で2人 のWNBAブ レ

イヤーとなった。■え選手ながら 1シーズンを迎してにったことは

快不でもある。現イ|は所lrlチームのJOMOに 戻り、アメリカで

ヽったリーダーシップをいかんなく発

"|し

ている。2人力̀ 1界で1'

た経験は バスケットボール後進コの 本にとって、人きな影製カ

をもたらしているのだ。2人は人体験から「をrlえて訴ぇる.

「オいうちかられ外に,‖てプロ■織をつけよ 」

`し

競技では当たり前のように進んでいるlll夕ヽ進出だが バス

ケットボールでは通は険しいと言える.日本イヽ人クラスの

"外

進|ヽ

が関|しいのであれば 若いうちから武者修行に送り出すシステム

や おい11代のに際交流のルを日本協会がlll築すべきだろう。

今イト 1年 十の空白を綺て、男子は日本代表の活」|力¬,刑。女子

は1■Ⅲ逃した L外選手極に

“

けてスタートを切る.T出 発の 20∞

イF、日本のバスケットボール界のパイオニアであるm臥 功大 大制

趾子の声と経験をルi駄にしてほしくない。

l JBLリ ンク栃六ブレックス 田臥勇大

2 WNBA フェニックス マーキュリー 大 1́雄子

0 シャバンラグビートップリーク間幕戦 サンコー,s,ン トリー

4 マイクロソフトカップ決勝 東芝vsサ ンヨー
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かがえた2008‐09

2'18H ′ヽ , ンヾラグビートップリーグ21X8 o9年 度シーズンを締めくる

J“14チームでなわれるプレーオフトーナメントマイクロソフレップ・l・勝l拠ま

束芝ブレ‐カレーバスカ, l電 機ワわレドナイツを17対6で破り 2年 ぶり4

度]のシーズンチャンピオンの月]●つ,7.

今IJ責優勝の水芝の強さまブレイ
‐/ウンの波しさとともに 迎■のグーム

に対する
'Inイ

叫と入 力の1"勧 「`,カリιる.

今シーズン ニュージーラン■,FLスティープン ベイツSOデイビット ヒ

ルが加入し12イロ″)FL泄邊泰憲 ′ir′バo8,"|ス 人 CTB仙 波■lrl

たちを中しヽこ力‖,されたチーム1杓の競

“
"`チ

ーム)さυ,К「1カきつな力

" 9

'碗

児アにの11,i興躙コベルコル ィーラーズ戦に1欣れたもののシーズン終

llのサンロ,―サンゴリアス lrlじ に の イ1対決を大丼で,1し 121"l

l“)llで シーズンを終えマイタロソフ|ジッカ 冽llル輸iを

`“

イ|した。

1111の 本班「柿で悲mの 中独世1かを米たした 1■|じ懺ワイルドサイ

ツは米 511の 元オ→レブラツクスSOトニー プランンNo8ホラニ軋コリニ

アシをチ‐ 0,1に
'||:マ

イクロソフトカンプ 本迎「

“

と2,口)決‖〉で
'|1成したサンローとの今′川

“

10で勝イlJIル

"I,〕

コ̈外ち■をlrlまたがシ

ーズンⅢlい■|―′、σ)人‖い|プラウンをはじめ魚傷″・l紀`||するアクシデン

トに

'll・
lわオせた

だ力14・イヽ表にも迎口,コした311レ )S()人,1111tル ーキーυ,'R‖‖ス

11世力'そ
σ,大を

'Iめ
るヽり‖を,.LI●1女をキープしたものυ)、11終

“

)"芝

鵬で出

"`1喫

し,券ち■のたでシーズン21′となった

111:″アイクロソフトカツプ|)ll`計|ナントリー」ンtrリアスは 1ヽ"え′, セし

てワラビーカ )キャプテンとして2,| )ワリンドカ′,こI IIlしたSIIンJ―ジ

グレツ ンが力1人したものの、1111と1ヒベ女tl●力'欠̀´
咄 ■ヽ(りでシーズ

ン31蛯 1喫し31立にととまり、マイクロソフトカツプでもヽ 1決かでいを‖,した_

41″)刹,製 卿コベルコスティーラーズ以11'終蔵まで 昴ごとに‖1位力く

人れ■
'あ

‖Itした.沢企力`多い今ンーズンであった力` 口l敬に,墜チーム

として411お1丼こ卜′プリーグ|ルけイを人たした近鉄ライナースを半IT7 tヽ

力‖,ピーター スローンカ
^′

トコーチに■1〔した041"格 チー′Ⅲl,

の対決となぅに‖

“

iQの価Ⅲ∫式IIt」,アトラスターズl成を1央勝で,1,たのち

来芝 |"i興 刹などL ,゙― ムとも,′1成む

“

じ今季5,かを挙
`ス

t・IJ彙以

降人朴llt'Flチームとして″1,のoイ|でシーズンを終えた.

トップリーグ611を 迎えた011 ・ ′、1“=迎つ '慨客とlll rを通して

コミニュケーションをはかる「シェイ″ ンヽ,(キャンペーンJ班 了で参力|できるタ

グラグL 教,などファン■■のいろいろなイベントが今,も,き紘tて

`′われ それが功を突し拠 万49,人 という辿,■ 市のllイ」l ltをt無し

"{=→

羊IE機0ホームとなるlllル

',t人
1腱 支場 近鉄の本ll地イロ‖ラグ

ビ■場には,―劾 |卜の多● 夕ヽ サヽポーターカ址を延びメi,を送.え.

昨ll以|イの,t気の後退がスポーンのL界にも影割1を及tlt~い る力'ラ
グL も″|夕「こ踏 く

"0011,シ

ーズンまでトップリーグに名を■ねた1卿,|

の名‖ワ→レ|●ファイティン/カ レスセコムラオ′ツもシーズン11,´米季lJ l

の

“

II●●のヽ 14め`発人された.

また人芝に所属す荀ぱ子の2度にオえるィ(■1")ように チームと選手

のモフレを,り,■る戎念なニュースも

“

:じらオιた

●たの試今力ヽ え 全体のレベルアップカ,力
"え

た2oll ∞シ‐ズン

であ,力 ',、
, ンヽラグビートップリーグに|ミ′ιからも多0フ ァンの支■を

集めるとともに 日本ラグビーで
'京

I」力となる村t“̈,な展,讀コ切件1ンしい.
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体操ノ/ηツカ…

賜」法人日本体ll協会は lt外競技の企日本選子権大会におい

て 今4iから分lll円性を実施する11になりました。従来ですと 11

'1に

0日 本選手Tlr大会力]"かれ「個人総今J「前日,1」同 体総合J

の3タイトルを3口11という短卿11,で争っていました。今41から「ⅢI

人総企Jを4月に 「rl日

'lJ日

調体総今Jを口flにW“Iします。なぜ

Il llをすらしてイ: 本を分離,1,1するかですが ■に以下の11を

略まえた協会の考えからです.

【110日肛ItのItltΠれ,よ10■11■た11になったルールでは選

手に想

“

以Lの魚り1を力1ナている.:21人1吹の計されない|-3-

3の競技lF験を いいコンディションで轟験させたい.131よリエキ

サイティングで強化につながることを1lltとした u´ が楽しめる

競技万人を探したい  というものです.llかに ,i喘 ,1"選千

“

でも3 1,■ 社の班オ支 イ1よ餡1まれていません。選手の

`tJ川̀成により 班れによるF■ も″11口1来るでしよう.スペシヤリストの

11班のげ能

'Fも

広げて。■,ます また ll ll成する1,もより1/tlして

lllltを来じめるヽ、利■も多くなる|(でしょう.10月 に11界週,批

がイiわれ、6月には11界週,M旭 ″会とNHKll l,1に イう

本側人総0と ‖ι界泄,権 2次迦″会/11あります.班■のれ

'11的

内

体||な,t,Шl武でlLりヽ■珂1を″え コンディションの人い1犬lttで

'tl.に

攻め込も「体挟ニッボンJのさらなる強化をχる! 体型就

技

“

・ 本分ll ll伸:は そんな想いが込められているのではない

てしょう力、

また、力i体」ヽにおいては、第29い,1界力ill挟辿■柿が,'18

(火)～13( )ir'り ,サンアリーナ

"ル

,1,川 11涸1)にて,111さ

れます。11会場は 20“ |■こ掏酪 挟ワールドカップファイナル in

大会も行われていまう|ちなみにさかのぼる11 ゆ lⅢ の11界新

体l1/逃チ柵はlCl 16年プタペスト大会(ハンガリー)で,1伸tさlt、

本は10“|:第1いバルナ大会 (ブルガリア)に Fl参加をしていま

す.また 過ル 11を昨いてすべてヨーロッパでの,lmlでぁリ アジ

アで よ19991:の人阪大会に立く211 となります。よって 今後

本で1叫 新体」Ⅲ選,権 力]用‖にれるm“ としてはとてもlllくなる

のではないかと思われます.この :|'大会は そんな

'tiな

大会で

もありますのでぜひ足を迅んで,にたいと思います. 本は、口体

11人とも1lIIlします。」体 よ フェアリージヤバンポーラ(1ヒ■li綺

11場のメンバー)・l既に代表に決定しており、個人は5'1にIt 7.新

体袂選千桁2次世

`会

が、そして6'1に11界

"i体

挟選手拉選考会

が行オ,れ、: まヽりまう。

V~

―

`   
・

‐OR MAKO熟 KEUOHI

=…
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オルカ カプラフワ(aシァ)

アンナ ベ,ソフワ('クライリ)
アジアカ,ノ予選 ′ヽ一レーンvs日 本 新たな対応や発想が

必要
又 /飯塚健司  Texti KENJ IIZUKA

‖岬 経済の悲イヒカ'、スポーツ界に,“影コ|をもたらしている.サッ

カー界も例外にもれず、欧,11のビッグクラブでさえ苦しい綺営を

"tいられている。ここ数年、世手ll強に
'な

の投資をしていたプレミ

アリーグのチェルシーでさえ ロシア人オーナーのコマン アプラ

モビッチが林仙Iの暴落で大mlなlll失を口|し、サイフにきつくヒモを

力■ナている。今後しばらくは大 ll細りtを行うのはムリだ。

日本ll杓では、なでしこリーグ11`の「TASAKIベ ルーレ∝ 」力̀

体制
`と

なった。,し‖喘I央、山本絵美、大rl未火 坂 歩和 ド小鶴綾

など多くの 1本r よヽ経験イを抱える

“

1豪チームだった力̀、ⅢⅢO■

■株式公|レ喘 I&11業 のl.,Lしを隧るなか サッカー,`の11助

が何||された。多くの選手がlLチームに移籍したが、池 ‖、 ド小鶴

など数名は,旭 を決意した。チーム迅り1には多くの人 力々1卿わつて

いる。■社 |∝皿 体臓など大きな決凶7を迪られたのは、世子だけで

はなかったはずだ。

取材するわれわれのン近でも、次々と変化が起きている。

"醜

業

界σ紙 迷に‖会,4●を泄う未解 ,の不llL71K■なり、ここ数11で多

くの総今スボーツ|はサッカーllが11"iから記1えていった。

「SPORTS ycah Jげ,"""店).,VSJ(光文11).IFoolva」(ソニー

マガツン、『ATIIRAJ(4,ロコミュニケーションズ)。「サッカーJ+J

(エンタープレイン、lJ`サッカー1(ニユーズ1,阪)。ここにダ1卜した

のは 部であり、フリーランスのライター、カメラマンであれ|ぎ、こ

の111、2イFの川1にhlも力ヽ LJrや,■ の■,t先を失った経験があ

るはずだ。

雑illばかりではない.1,128日に行われた日本代表のパーレーン

|には19984:2,]のオーストラリア戦以来、 11イ|ぶりにTVで ■1

31されなかった。メディアでの露Jい減るのは、その焼llkにとって

マイナスでしかない.取材される,1はオフィシャルのホームベーン

やプログで自己発信するだけでなく メディアをltっていかに多く

の人 に々,舌延をIt,tするか 今後は新たな対応が求められる。

一方、取材するわれわれも既存の媒体にとらわれることなく、新

たな
yl想

で記事や写真の発表を行っていく方法を考えていかなけ

ればならない。Jリーグパブルに続いて、日本イヽ夫バブルもはじけ

た。受けンの態勢でいては、とても栞り切れない・負 の波がサッ

カー界に,1し寄せている。取llされる佃∫に 取材する‖|。どちらも向

らアクションを起こさなければならない状況を迎えている.
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自転車/ゴ ルフ

トラツクレーサーの乗り味が
格別なのはわかるけど…"
,′ 。1■;i.J.  T● Xll JtJNKO SHITAロ ハ

|,● 011をスイスイと,Lるトラックレーサーをよく,t力1する 軋

技場 |てのみ■
'‖

されるために作ら′tた蛯技11の白転1'が , 迪々

をたる
':は

,|=と ,てはj し́くないたtiである 餞崎選rを●む

トランクレースの選 iもロート凛iり あるヽ 1ま

'1lHtヤ

′とい ,て

,セ道を,Lる

たた
'「

イ(1,によ班■ル 勺で,Lることを 1,にあらゆる|,で
'を

lll

除している ,ズ

"1反

やブレーキさえもない しかし ,ユ|″交口法■

反なの ( 11,Lを,Lるいは, 場ヽフレーキを

`1け

る 11,trァのト

ラ,クレーサー|よペグルを

“

ろに11せばバ ツクできる | た́力■,て

1'に11ろうとするヘダルに,l批すれ|∫武,1できる ベグル′111広に

■llでも後ろかj,J,さltるように
'こ
う11,て しまう ,`0 と,わ

れるこのペグル″″じnは1,― ドレー●―では,tして味
`,え

ないし

,tlサ11の″111,・,1とた こうした11は力¬墨|ホ上してトラックレー

リーに■る人たらをせきつけているのたろう

にかし ワ Iでさえ危|′tな′)た力k の々IⅢPIの り「1女を,L‖きし

ているか
',イ

,|にそ ,とする プー′にの ,てⅢしむ人た|,よ ‖

ま
',な

い 11めにくい■||″で,,に■||し ていることを「■して

いるだろう71 フレー′、を崚,Lするメー71-もフレーキの,tイiとヘ

ルメット′,押|を4内 しているそうだ″11作好の1 いヽものとは,iえ

ないからさらんとしている人は多くない VI肺世 「の」11卜‖|力と
'(

J‖

“

1111人とは■う それで

',1'1女

はあるのだ

It,lJにした いい11も|,し,と

“

介しにくくな ,てしまう 帆輸

卜。)IⅢIイヽを,1う i「の■11ケ泄 1は I)れのときに父■に,1れ

て行/1れた疵喘ルで,1たトラックレーサーにはれ,`ム I)ヽ にし

てトラッタレー|'―を■ ,でもj,1、Fり●けてきた 小さ/.u・lら

本1″に,1れること1人切 lt「のエビツードとして よ||もしい Ot

カコ1ントン′i輸で人 りヽ|してくitたらと,1う反m r,tに トラック

レーサーをりえるプー′、かにきたらとうしようと

`え

すざてしまう

0 この崚だ

|◎
TOSHIMITSU VIADA

∵輝

1  1 1 1

,「 ‖ ■

3 111
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式

"界
を盛り上げる

若い才能の活躍 !
文 アimい ,光  TcxllTOSH M TS∪ WADA

本 11外 1カ■00年 に 妊の不況と iわれている.そんな不況

のよ力̀イスポーツ本にも|ヤい資を落としている.その形alを少なか

い→・■けているゴルフトーナメント界 しかし プロゴルフ

"で

より,

るいニュースも多く41まれている。

●に

"rプ

ロよ 7歳 のイi‖逆力,口見したことで 本中のゴル

フ ファンカ'■のプレイに1,いしれている.そのイロ 述に11界のゴ

ルフ界も■ 1し始めている。あのマスターズ委lt会がイ戊のイ|を

はめて 21Ю941の「Ma、 1でrsTounanlonlJへ の11イロ人を

発込したのだ`こ
の糀成あるトーナメントに 7人 の年齢で″イイ|さ

れるのは、まさに, lヽl」の11,て

'1.そ

れだけに,ll.のゴルフ界|よ1

ウンズi●|く新たな,能 として イ,いイロ‖速に大きな,切イトを,也いてい

ることがわかる.

本では,111■ [ 人のオ1とといわれるイ

"‖

述."が 11界のin

'1に

川tくあのTウ ンズと lt界 のトーナメントでi伐う,力
(今

年,t

られるかもしれない。それをヽ 確するだけで、私たちゴルフ躙係と

もし力く闊ってくる.

イi川逆はlil'からは

`え

らltないス|けらしいよた0,を,,,て い

る.それを支えるの力m欲 な
"i究

.こであり  に に

'工

よを,↓せて

いる。これからイ

"1延

は、そのオltを大きく,1イとさせていく口,と,「

が,Iい。そして 本だけでなく,1界のゴルフ界の でスーパース

ターとしての地位を築きLげていくことも■,1ヒだ

方 本の女子プロ界に をⅢlけると、,11叫1に社いて1l llに

■いプロたちがすっている.そして彼女らが各トーナメントでt,か

“

い また仙ルすることで,"題を′ヤリ「げてきた。

“

4き くらは

本のファンの前でトーナメントの1しtとなっている。また |""rr

は

'iJlの

後を迪い 戦いのll・をUS」 GA(米 11)べと変えてlillし

ている.

2tX l年度ll企JJこなった,i llttll`t,「川1人、■塚夜子 オ:林夕i

衣子、11■‖lしのぶと 女子ゴルフ界では数多くのオ手プロが,っ

てきている。イスボーツ界でもオ千力ヽ lⅢして競技そのものの人

気が高まるように ゴルフトもり女ともおいプロが11調に成■し

ll行のヽてる■,人といえる。
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モ…夕‐スポ…ツ/スキー

「今年のマシンは外
'こ

が,||: 変わっているよね.●に,1後の.'イン

グ.でも ■にはどうでもいいこと だって ドライバーにとって「|マシ

ンで人tlなことは 格lllいいか,しいかではなくて 速いかどうかってい

うことだから|

こ′tは2oo5年と011:|ごワールドチャンピオンに
"`tヽ

たフェルナンド

アロンソ(ルノー,が o9年 1,のニューマシンの充■会で11 ,́た , でヽ

ある 短いコメントだ力'そ こにモータースボーツの,(11がI,さ1している

よう|〔tう

r‖まo9■  クルマを製■するための1支li lつなレギェレーションが

大きく変更され 夕|サしが08年までとは変馳したマシンが次 と々班オιた

加0生するコーす―リングスピードをn llJるために 061:jヒで約 5(1ヽ

ものダウンフォースを11, しヽ かつオーバーテイクをヽ 1カ1さきるために

ブレーキン/けの

'■

を劇る方向で変更がなされた,1術改||のオ1米、

フロントンイングは

'ヽ
様に馴,広くな ,て まるでモンプのような体を成し

リアンイングはスiイiがnl小されただけでなく|"く迪,「力ちて およそ

11界″1111のフォーキ=ラーカーとしての迪力は伝わってこな0リレック

スに変ンした しかし ,tチ、ンピオンは[■められた札1,(フ1-ヽ ・

ラ)の で,1けオⅢよサした 1まどうでもいい|というのである_

モータースボーツ′),1界には こんなli がヽある

|■いクルマカ喘
'1い

いJ

",01イ
1ヽ,卜に

`,jljし

たハイノーズも ,81■ 1撃‖,さオした

'世

イヽき

タイヤも 'i rllは外,11,な

“

(11`ヽさ′したも′)である_しかし ハイノー

ズは その″|力的な侵11‖から■11では 1たり,1にとのチー′、も,米り‖

しているし HI:‖ ,ti,1って「|で,`,がしi・・けた,訃

`1き

タイヤも 11″

の11とな,た081■=はすっかつIF]‐,「イ,きタイヤJというほど こで)

11界でしっか0とした
'也
1立を

“

立していたように思う

09■111」のt,1となったボルトガルのアルガルベ サーキットで行

わイtた今11テスト_08111'マシンと祉′し,る0,41のニューマシンカ111

き||したラ′ブタイムには 11くも081i llマシンと内

"す

るものがあった

ニェーマシンはシェイクダウンしたばか0だから いずオιo,41ム!マシン

カ11:|:のラ′プタイ′、を彙新する か来ることは川l述いないだろう。そ

して その1,こそ この09年1'のFlマシンカ'格
lr18,tぇlFめるとい

う母11ではないだろうが

Fl力iFlしゃなくなるとい11されたシーズンオフ。しかし 技術の進

イいま人 の々想像を超え 新たな11イヽへ私たちを導こうとしている.

|  '′    |||,' 1 ',ヽ  ,

2 3  フリ スタイ,レス| [ クル 上|り■1
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え/,HI「 11

上村愛子、
女王と図 のシ〒ズン開幕

|●xll HIR03HI YATARF

20081■2'!ドトフリースタイルスキーモーグルのワールトカ′

ブ初I  ヽ フランス メリベル o■o8シーズンを総イ)侵,かという111ヽ

の形で

“

めくく‐,た||,■ 1は その11としてのイエロービプを,

にまとい ここメリベルで′

"川

■を,曼えた

総イ)111,後の初めてのオフシーズンをおごることなくトレーニ

ングに

`tや

し さらに川旭1の]||に近づくために体

“

の

“

イしをヽた

した い寸愛 rは シーズンII“1111のフィンランド企イ|を万イなの1′

で終えてメリベルに■|:△んだ この人

`、

にはたシーズンを1■我て

,t送 ,た,t久「 カナグのシ●ニフ,― ハイルカ11場する力' 1,
の公, トヽレーニングでは

'く
そυ

"1腑
を,1せることなくトリノ

フリンピック ゴールトメダリストとしてのにたはいを‖めていた

対彙1,に「1,"rょ |:1,イ,`‖の

“

すIさを制け|しつつ き
',に

進化

を逆げるかのような‖10とエアで光肛|いて,Lえるようた ,た

0人 会はデ・アルモーグルのため ′遣を,かち,Lんだ 「||バ辿

「
`=よ

って 1人IJけに‖|るユ1,トーナメントカ■,7,れる ワールト

カツプ 0,11,のかか ,た||,,rは ,世をillで1「州に地過した

力ヽ 人1夕1 でヽいきな0シェニフ,― ハイルと

“

たることにな ,た

‖J 女 1'りiたそれ,よたぶん :人 ともおlit l[いきなり'`た0

たくない‖ 「た ,たんじゃないか と そんな llにし ,てよみたも

のの 公, トヽレーニングでの,,1■ 71らもい,,′ ′),か利は|1地

いないように思われた

そして ,たレ ヽ エアの■j也が少しI[Itた|11愛丁はその後も

スピードに■れす さ′,に,1エ アも|"形を欠さ 11咄 1′班 その

″ン,.こフ,― ツヽイルよ勝ち卜がり ,t,,(ハ ナ カーニーに■

ltるも2■ ,:女「のItiを ,1せた

LJ"rは  ,1 の公式トレーニング

“

「111にこで絶
'11ケ

てる

とは思わない いつもシーズン111はヽくないJとはコメントしてい

た.力ヽ しかし
'rサ

」なスタートをtj,たこのシーズン イ皮久の1,人

とはl11'に ワールドカ′プ

"2,|カ

ナダのモンガプリエル人公に

おいて ,皮女はイえ1かを価ることになる.

,シ ーズンは ,1ル
'.:`イ

|1代においてF〔Sフリースタイルスキー

‖1界延 r“

``ri代

人公が3'1にイiわltる.II,■ rにとって いま

までのどのシーズンよりも好サIな世りJ しヽを,ιせたこのシーズン

カ'It外せ

'“

での企メダルとなってイ1,す ることをしより″:‐,て

やまない.ぎ

′

◎HIROSHI Y配 へBE
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スケ…ト

“そ
`】

寺"と
巡り
,′ 口中官明

各
〓

ｂ

至福
BUAKI TANAKA

”（つ́
¨

:1ビ  スウ ト1lⅢ条i台

|IIイ|,,1.方ヽるフ, F,,スウ  l ll

スケート界でまじめてメグルを■■したのは スピードの1ヒ沢竃卍、リ

r5oom銀 メグルだった.lo8411のサラエボ大会のことである.

そして ,1匝トリノ大会での北ЛI,■とイシ ウヽアー.常

“

意に新しく ま

だ私たちの脳・Iに蛇き刊いているが ,あ と]●足|"Fで 冬季オリン

ピックがカナ´つバンクーバーで,111コιる.1年という歳月は,い もので

ある.選手ILの夕がjltilする申がまたや,“ るのである

選手の究極の|IIは ■になることだろう.究Ⅲlのりはメリンピ′クで

の金メダルだと思うスボーツは,か

'1を

し 11位 を決めるものだ。もちろん

"イ

は称えられ 人々 の むはに, っヽていく。しかし ,えイがいるからこそ

勝つ ■0口0つはい,述いない.響i,ti,に1資

`立

はあっても 十 選ばl■し

者たちだ。夕力を11します li懸 命にいうイたち.このとたちの くヽ も

, むヽことは

“

セリな弓ない.すべての選手が光
"`く

″|:なのである

私たちの11“よ そんな選手たちを その者たちの問いを1」録し 伝

え Iう るならば人に1」億してもらえるものを,け ことだ,そのためにはや

はり選|の平怒 ,ヽこそ力'絵になる地11の対象となるのである。であ

る力ら 私たちは1いこ′Ⅲlらしいシーンに11会うことをいつもmってやま

ない。カメラマンは その 1度と口1会えないシーン その
'I 

をただイ,つ

のみである=その す
‐
をイ|つドキドキと ll,り逃して,よヽヽ

'な

いという哭

張感で包まれる1'Ⅲ,を いとl.しく思えるに述いなo、r/たちにとても
‐
その す

‐
は ,虻とや てこないのだから

勝イの・rッソボーズ 眩イカく人をllく'^ そして,私 たちの欲ヤを

拙たしてく′せるにたりる炒,体 力
'そ

こにはある そしC私たらのイみをI

なくれるであろう選「力'そ
こにはいるのである_

ショートトランク スピードスケート フィギコアスケート_ 本には名たた

る選,力(人
,い る.|ヤ ■11し,1をllめた1出うとたちだ だ′ιがツリンピン

クにイiくことができ そこで,1,″できる力もわ力らなや、失うものもい′日よ

,立くものもいるだろう。そんな選二たちを″らで

'1な

力'らも1/は、ただエー

ルを送ることしかできなや、本 1`よみんなの実

"1を

,したいのだから_

1

2

F NOBUAKI TANAKA
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アスリートの選手寿命が延びている
文′元 ‖

"子

  TextlETSUKO MOTOK∧ W∧

石川遊や

',織

土など10イヽアスリートの前熙力」IIしい昨今だが

ベテラン選手も■張っている.40fヽ後1●こ差し||かったプロj・r球の

工藤公民 (板lF‐46ム)を筆頭に サッカーの■1,知■ (柿浜FC

‐42丼

' 
中山雅史 (1:田‐41歳 )ら40イヽ選手が使外、トップレベ

ルのパフォーマンスを維●している。女性アスリートにしても 昨年

に電準1嗜 夜活を来たしたテニスのクルム,}逮公子 (38歳 )マ ラ

ソンランナーの弘ⅢⅢ青美

“

0歳 )ス ピードスケートの同崎朋美 (37

歳)ら  3o代 後半以 Lで実討(を成し樹ける選手は少なくない。

■齢を■l_てもなお、外 組で,lllし続けられるのは、他成した

肉体管コIの1り物だろう。カズも

'Iい

咬と11しように、 ■にトレーニ

ング勁に現れ、霞W後 は人合に体のケアをし、rt′llrにも細に、の

注意を17っているという。,て,なn象
`"tぃ

,だ が 、イ段の41,治は

サッカーカ 。彼のプロM泄 の嗜さには オトII“ (マンチェスター

ユナイテッド)松 ,1人h,(サ ンテティエンヌ)、柵戸t● (G大 阪)

らも 「人いに徘撃を受けたJと発「,している。

競技4i,舌にまい進できるストイックさ、強IIIなメンタリティをliえて

いることも、選手ォ命をllばす大きなポイントだろう。人ⅢI年 を取り

体が思うように勁かなくると、llい日凛を迪い求めることができなく

なってくる。理想と現実の乖証に悩み ]jrEという決llrを下すケース

も多いだろう。だカマ エ藤やカズらはそのギャップを■4 lヽlにとどめ、

強い精ネ|力で自らをrllい立たせている。そのタフさは尊17.にイiする。

女性アスリートの場合は用囲の協力による,`分も大だ。l■辻は夫

のレーシングドライ′`一、ミハイル クルム氏の「もう一度やってみたら」

という言Aが ■役復帰を決意させたという。先日]退 を発表したが

弘にも夫の勉コーチとの二人三14で 40歳 までマラソンを走ること力'

できた.岡 崎も2007年 11月に,キ嬌した後も夫とは別居しなから競

技4:trに全力をl■いている。彼女らのように環境が整わなければ、

アスリートとしてトップに立ち樹けることはできない。そのあたりが・Lk

普されてきたことも、ベテランの女‖:競技者が増えてきた一因ではな

いだろうか。

40歳 前後になってもなおトップで走り続けるベテランアスリートの

姿に

'気

づけられる人も多V まヽす。彼らにはまたまだX.り繊けては

しいものだ。



酒助の片聘にいて、,1こえてくるi籠に

■を傾ける。そのな力|こ、よく

"く

フレー

ズがある。僕よリーいりぐらい年上の年

イヽの人たちだろうか。

「東京オリンピックカ11和 39年だったから、

他が何歳の頃 ¨J

およそ半世紀前にIn■されたアジア初

のオリンピックは、高度経済成長を続け

る日本の前力の象徴わ たのだろう。束

海道新幹線が開迪し 高速道路が建設

されるなど 経済面でも日本全国に大き

な効果をもたらした。さらに国民、特に

将来のある子供たちにスボーツを近して

希望と勇気を与えた。

しかし、あの大会から50年 弱近くが

経つ現在 僕が思う東京T■輸の一番の

選産は 酒場で杯を傾けるオツサンたち

力く、せヽまだに'昭

`13911も

しくは・196411

というその年を、自分の人生のカレングー

の1で ヽ,,な基lllの年として1こ億してい

ることだ。

2016年 東京は2■日の文季オリンピッ

クの開佃を riしてll故活動を行ってい

る。もしχ現すれば、門ヽ感に喘ぐ日

本の11の数少ない、だが多大なパワー

を■_めた光明になるにせいない。でも状

況はいずれ変わる。そんな中で使は思う.

本当に小さな形でもいい.50年 後に

「2016年 の東京オリンピックが  Jと

それぞれ力哄 生のカレンダーの節日として

この年を記lt■できるのであれば。それは

恐らく、日本|こととまらず「TOKY02016J

として海外の人 の々記憶にも刻まれるは

ずだから。
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AJ が

■
■
■
■７満

ホームベージもご活用ください。
■         ■

http:〃 w ww.aJps.Jp
2009年 2月現在、A」PSに はカメラマン、ジャーナリストを合わせて149名 が所属してい
ます。国内、日外のスポーツ現場で取材を続ける会員の最新情報をお伝えるするのが
「A」PSホ ームペー測 で魂 会員が開催する展覧会や写真集&書 籍の出版情報はもちろん、
各競技のスケジュールも網羅していま魂ぜひホームページをご活用ください。
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