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隊 ちや制――ほんとうに、おめ立 う!
撮影&文 /田 中 宣 明  Photo& T e x t i  N O B U A K  T A N A K A

フイギュアスケート日本男子初のメダリストは、高橋大輔だった。

あんなにひ弱に見えた『大ちゃん』が、あんなにへたれだった『大ちゃ

ん』が、オリンピックの大舞台で表彰台にあがった。

「足元からゾクゾクって震えがくるんですよ」

3年前、東京の世界選手権でそう言って笑っていた 『大ちゃん』は、

何物にも負けることなく、自分の演技をしてオリンピックのメダルを自分

の力で獲得した。

彼の演技はいつも私を魅了する。その分、カメラマンとしてはシャッ

ターの数が多い。ズバ抜けている_人 だ。

しかし、こんな『大ちゃん』の表

な『大ちゃん』のガッツポーズも。そして涙を流す

そういう大会なのだ、選手たちにとってそれほど特別なものなのだと、

撮影しながらあらためて思い知らされた。

あれほど夢中でシャッターを切り続けたことがあっただろうか。私は、

帰りのバスの中、ものすごい疲労感とともにジワジワと寄せる感動の波

に包まれていた。

『大ちゃん』一―ほんとうに、おめでとう!
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2月28日に閉幕したバンクーバー五輪。用意していった防寒用具のほとん

どが不要になってしまうような暖かさ。フリースタイル会場のサイプレスでは、

駐車場の脇の崖に突き出たパイプから、雪解け水が勢いよく流れ出してい

る様はもう春。冬季五輪ならぬ、春季五輪のような様相を呈していたのだ。

この大会、会場のベン取材の環境はこれまでの大会と比較しても最良と

いえるものだった。ミックスゾーンを広くとり、各国の記者の取材場所を的確

に指示してくれる。柵の内側には必ずそこの担当のボランティアがいて、囲

みの外側にいる記者たちのレコーダーを何個も持って選手の声を拾ってくれ

たりするのだ。フイギュア・ショートトラック会場のミックスゾーンの、選手の

いる側が一段高くなっていたことも、彼らの話が聞きやすく、表情もよく見

えるという意味では絶好の設定だったといえる。

ただ、きつかったのが屋外取材で降られた雨と、スキー・ソリ会場だっ

たウイスラーヘの移動時間の長さだ。競技がある時だけは予約制で片道のメ

インメデイアセンターからウィスラーオリンピックパークヘの直行のバスが1本

だけあったが、それでも2時間。到着は競技開始1時間前のため、ジャンプ

競技ではトライアルジャンプが始まる頃に到着というスケジュールだ。

カメラマンとすれば、それでは写真のバリエーションが稼げないため、もっ

と早くいかなければいけない。そうなると2時間かけて1時間に1本しかない

ウイスラーメディアセンター行きのバスに乗り、そこでまた乗り換えて50分 ほ

どかけてジャンプ台へ到着となる。しかもバス発着は00分 と30分 のため、

ウイスラー到着が05分 となれば、次の30分 発まで待たなければいけない。

実に3時間半近く、ホテルからメディアセンターの移動を考えると片道4時間

という行程になるのだ (帰りはもちろん直行バスはないから、3時間以上ケー

スのみ)。
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スノーホートハニフハイフ優勝 シ ]―ン ホワイト

前||のトリノ/i輪もスキー ・ソリ会場はトリノ j内から川:‖[があった だが

向こうは迪度な場り奸にトランスポーテーションのハブリ]年地があって来り1奥えら

れた L、メディア本」からのバスやメディアセンターからジャンブ台IFI行のバス

などもあり、 キ1円を1昨IJltにすることが少なかった ,だがバンクーバーの場合

はウイスラーメディアセンターが奥まったところにあり、ジャンプ台のあるオリ

ンピックパークヘぃくためには、 ^度 通った道を20分 ほど戻ってから山に

人っていくコース,、毎111のように 「手南Tで乗り換えられれば封とストレスは溜

まったのだ イiきだけIF[行使がltえた私はまだ11いな方_カメラマンは毎||、

人阪‖1/1り取材をしているようでそれは人変 Tカ メラマンなどは'‖1悴しきっ

ていた,

‐方、競技へ‖を移すと、日本チームの成績は前I IIのトリノや前 |々|のソ

ルトレークシティーに比べるとプく1可のようなもの 川会式翠‖の女rモーグル

こそ、11本J愛 「が 「なんで イ‖ずつなの?Jと 尚を捻るほどの‖

`′

メ〔さで (り、

98年長野大会から1段ずつアップの1位という結,こに終わったが、ヤ |々|の

スピードスケートリ〕1500nlで 、長島 li 郎が銀、加藤条治力`御Jメタルを

獲得をして勢いをつけた

11村の場合、‖1:11の|IL界選 手lF1 2冠とメタルを姓るll l lは整っていたが、
′[f質も悪かったこともあるのか、優勝したハンナ ・カーニー (アメリカ)や 2

位のジェニファー ・ハイル (カナダ)の 攻めの‖'11)に1ヒベると、やや守りの、

おとなしい滑りをしてしまったこと力`1毎やまれる

スピードスケートσ)上モ「↓と力|1体は、 トリノの失H女の才支1訓レ らヽ、ジックリ1角i

判かけてメダルヘの意i哉を高めたチームとしての成果がでた紺場tだといえ

る ただ、優勝したのは中|11の3番 千選手モ ・テボンだった 加1藤はItt H

でトンプのミカ。ポウクラ (フインランド)に 0秒 07差の31ル:につけ、金メタ

ルを引|える位‖
liにいた さらに2本日の 100nl通過も9秒 56でポウタラを0

秒 ()7リードし、優勝を手にしたかに見えた,だカリ」みからか、第1カープの

出Hで rにかなミスを犯して終1生の伸びを欠くという11卜しい御lだった だが、

1本||(,位から11きl「二って素riらしいllりをした1(11↓とともに、優勝を

“

う位

rtにいることを|‖:|りlしたことには意IИtがある

人会71‖|のり」rフイキュァスヶ―卜1llri人州Iの銅メダルも、ハイレベルな

戦いの中で競1,月卜った彼の素晴らしさ さらに、月4ミのケガと手術の影7+で

“

:シーズンを1/Nに振る|∵境から17ち直った努力は、称賛に値するものだ ま

た、大会11‖日の女rフイギュァスヶ―卜浅|||プリtの銀メグル

`性

得も、キノ、

ヨナ (中1:1可)に は人差をイ」けられたとはいえ、昨季から今季前
｀
「へかけて

の不IJ司から、アちJlってのメグル姓得は、人いに称1,すべきものである これ

までの状況を́も、I)j塁ってみても、彼女のll利Iノ」の強さを見せる結,こだった

さらには、lt後にスピードスケートの女rチ ーι、パシュートが、1ギ1か()秒

()2差の11「しい銀メグルで締めくくってくれたことも、今口Iの/i輪を人いにヤト

リ11げる 役を11っていただろう Vヽ14(ランキング1位のカナダと2ftのロシ

アが最初の
'γ
: 決々勝で1lt退するという「ヽ:江はあったが、ランキング9位の

6

ヽ
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◎HIROYUKI YAKUSHI
ショートトラック男子リレー優勝/韓 国代表

◎TSUTOMU TAKASU
にぎわうノヽンクーノヽ一の街

ポーランドが銅メグルを獲得したように、油断のできない対戦が続いた。穂

積雅子や小平奈緒という新戦力が力をつけてきての結果だが、個人の15

00mで は不本意な結果に終わって落ち込んだベテランの出畑真紀が、気

持を立て直してしっかりとチームをまとめたことがメダルヘつながったのだろ

う。長年日本女子の中・長距離を引っ張ってきた彼女が、最後だと思って

臨んだ五輪でメグルを手にできたことは、見ている側も本当に嬉しいこと

だった。

一方、メダル無しに終わったスキー競技だが、ノルディック複合のノーマ

ルヒル個人で小林範仁が最終周回の後半でトップにたって独走したシーン

は、この大会の中でも忘れられない光景のひとつだ。実はあれは意図した

スパートではなく、下りでスキーが滑り過ぎたために先頭に立ってしまったも

のだという。だが彼はそこで臆さず集団を引き離した。結果は7位に終わり

「もう少し冷静にいけてたら良かったかもしれない」と反省したが、「見てい

る人たちを興奮させることはできたと思う。それが良かったJと話す彼の言

葉は本音だろう。ジャンプで大量リードをして勝つ従来の複合とは違い、必

ずといっていいほど距離で大混戦になる、現在の複合という競技の面白さ

を多くの人に知らしめるシーンだったといえる。また、94年リレハンメル五輪

の頃からワックスマンとしてチームを支え続けてきて、昨年の1時界選手権に

続いて滑るスキーを作りLげたウェルナー・シュナブルにも大いに感謝をし

たい気持になった。

ヽ

大会16日目のクロスカントリー女子30kmク ラシカルマススタートでの石

田正子の6位入賞は、同ロスピードスケートの女子チームパシュートが獲得

した銀メダルと同じくらいの価値を持つ結果だったといえる。今季W杯 でも

実績を残していた石田は、この種目だけに照準を絞っていた。途中20km

付近では、トップを追う追走集団からも離れ、単独 11番で滑っていた。だ

がそこからキッチリと追し、上げた粘りと執念は、「さすが石円!」と拍手をし

たくなるほどのものだった。得意とする30kmが 、得意とするクラシカルで今

大会の種目になったという幸運もあった。だが夏見円もクラシカルで活躍し

ていることを考えれば、日本クロスカントリーの強化のひとつの方向性を示

したものといえる。

ただ相対的にいえるのは、この大会の成果を本当の日本の実力とするた

めには、これからも同じような強化を継続させていかなければいけないとい

うことだ。

韓国はこの大会で、今までのようなショートトラックだけではなく、ロング

トラックでも男女500mと男子1万mで 金メグルを獲得する快挙を果たした。

彼らのように特別な競技だけに力を入れて強化するという方針には賛成で

きないが、代表選手たちが常に使用できる本拠地を持っているという状況

は是非とも見習って欲しいものだ。道具が介在する冬季競技は技術の重要

性が高いだけに、それを十分に磨ける環境を作ることこそ、強化のための

最大の基本だろう。
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■市民の誇り、2016年 に向けて歓喜のリオ
♪僕はリオっ了。誇りと共に。愛と共に♪

昨年 10月 2日、ブラジル ・リオデジャネイ

ロの名所の一つ、コパヵバーナビーチに詰め

かけた 10万人の市民達は、晴天に歓喜の歌声

を響かせた。2016年オリンピック開催地が、リ

オに決まったHの ことだ。

もともと、リオ市民は今「llの招致に自信を

持っていた。リオが開lL地に立候補したのは、

3度 H。過去 21口|は市民ですら、開催能力を信

用していなかった。しかし、今恒|は違う。ブラ

ジル経済の成長は、1性界の注目を集めている。

「眠れる大国」と言われ続けた国がついにH覚

め、‖L界的な経済危機にも、さほどに影響を受

けることなく乗 り切った。ブラジルは今こそ、

五輪のようなビッグイベントを成功させ、国

際社会で名をあげることを求めている。今し

かない、というタイミングでの決定だった。

もっとも}F純に、lII民が盛 り11がる理由も

あった。「l打米初の■1輪」を、我が国で開11でき

る。もともと、カーニバルや大晦日のコパカ

バーナの花火のように、世界中の観光客を集

めるイベントを得意としている街だ。200711

7θ



嗜

文&写 真/藤 原清美(ブラジル在住) Text&Photo l KIYOMI F∪ 」|へヽ/ARA

´
′
フ

ル
に
】
・

しヽ

のパンアメリカーノ (北中南米のオリンピッ

ク)開催が概ね成功に終わったことで、さらに

自信をつけた。

そして何よリリオ1ド民は、リオの街を愛 し

ている。海と山と太陽。風)ヒ明媚なIJ然にあふ

れ、人々は陽気。ガイドブックの決まり文句の

ようだが、lll民はそんなリオのlF7性を誇 りに

思っている。

Tlll■地に決定した時、2002年 ワール ドカッ

プ優勝監督のルイス ・フェリッピ ・スコラー

リが言っていた。

「最初に言いたいのは、1性界を倉1造 した時に、

神はリオデジャネイロという街を、どうして

も創っておきたかったと:1われている、とい

うことだ」

9月 に IOC視 察団が リオを訪れた時には、

委員が朝、コパカバーナの海岸通 りを散歩 し

ていた、というニュースが流れただけで、「リ

オを体感してもらえた」と喜んだ市民達だ。神

話のことも、半ば本気で信 じているように思

う。

具体的な開催準備については、五輪の 2年

前にブラジルで開催される 2014年 ワール ド

カップと合わせ、政府 レベルをはじめ、様々な

会議が行なわれている。

また、全国であらゆる競技に関する子供達

への普及と育成の活動が始まっている。サ ン

カーやバレーボールだけでなく、柔道、水泳、

体操など、様々な競技の国際舞台で活躍する

選手が出てきているブラジルだが、北京五輪

のメダル獲得数は、参加国中 23位の 15個。開

催にIとしては、飛躍が求められる。

インフラ整備のための工事現場などはもち

ろん、ホテルのハウスキーピング、レス トラン

のウェイターなど、様々な職の需要を期待す

る市民 と、そのための研修 を始めた企業の

ニュースリポー トなどもよく見かける。

インフラや治安、英大な資金など、今後の間

題は山積みだろう。しかし、決定のH、 日暮れ

まで歌 と踊 りでお祭 リムー ドに浸ったリオは、

確実に2016年に向けて歩き始めている。
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くメッ)o/アルゼンチン代表  ▲大会マスコット、豹のザクミ

第 19回 Hと なるFIFAワ ール ドカップ

2010は、 6月 11日から31日 間、南アフリカ

の 9都 市 10ス タジアムで開ll「される。出場

は 32チ ーム。 7月 11日 にはヨハネスブルク

のサッカーシティ・スタジアムで決勝戦が行

われ、新しい|IL界チャンピオンが決まる。

多 くの人が優勝候補の筆頭と見るのが南米

予選を 9勝 7分 け 2敗 の前位で突破 したブラ

ジル。カカ、ロビーニ ョなど伝統を受け継 ぐ

テクニシャンを初iし、 6口 IHの優勝をH指 す。

しかしドゥンガ監脩がつ くったのは、伝統

的なブラジル ・スタイルではなく、守備から

一気に攻め崩す速攻とリスター トからの得点

を重点 とした ヨーロッパ7tlのチーム。その

サッカーは o911の コンフェデ杯で優勝を飾

るなど、これまでになく 「りと実派Jだ 。

それに対抗すると見られるのが 08年 欧州

選手権優勝のスペ イン。MFシ ャビ、イニエ

ス タを中心 としたパスサ ッカーのチームで、

FWに も トー レス、ビジャという切 り札 を

もっているだけに、初優勝の期待がI まヽる。

他 の優勝候補〕は、FWル ーニー、MFラ ン

パー ド、MFジ ェラー ドと|IL界的な選 手をlЙ

べるイングラン ド、そ して 091111L界最優秀

選手賞に輝 くFWメ ッシを先頭に立てるアル

ゼンチンあたりか。アルゼンチンは ■選では

振るわなかったが、同じように1打米 F選 で人

苦戦 した 02年 大会のブラジルが、決勝大会

では試合ごとにまとまって優勝を飾ったこと

を忘れてはならないだろう(,



南アフリカ 2010

▲ブラジル代表

だが今回は忘れてはならない大きな要素が

ある。「アフリカ大陸で初めてのワールドカッ

プ」という点だ。ホスト国南アフリカを中心

に史上最多の 6カ 国が出場するアフリカ勢の

高まる意欲をあなどることはできない。

過去、ワールドカップはヨーロッパと南米

に独占されてきた。優勝はともに9回。しか

しヨーロッパ ・チームの優勝は、ヨーロッパ

での大会しかない。lll米のチームは、南北ア

メリカ大陸とアジアでの計 8大会をすべて制

覇し、ヨーロッパのスウェーデンで開催され

た大会もブラジルが優勝を飾っている。その

データからすれば、2010年大会の優勝は再び

南米勢ということになる。そこに割 り込んで

きそうなのがアフリカ勢なのだ。

アフリカで最も力がありそうなのが、ヨー

ロッパのビッグクラブの主力選手を並べる

コー トジボワール。なかでもドログバは大会

得点王候補のひとり。ブラジル、ポルトガル

と同じG組 にはいってしまったが、そこを突

破できればベスト4進出も夢ではない。

それに次ぐアフリカの希望は、アフリカ最

多の 6回 目の出場 となるカメルー ン、MF

エッシェンを中心とするガーナあたりか。た

だ、昨年H本 と0-0で 引き分けた地元南ア

フリカは、ブラジル人のパレイラ監督の下で

力を伸ばしているが、グループリーグを突破

できれば大成功と見られている。

もうひとつ忘れてならない要素は、南半球

の国で行われる大会、すなわち 「冬の大会J

という点だ。ワールドカップでは、78年 アル

ゼンチ ン大会以来 32年 ぶ りのことである。

近年の夏の大会では暑 さが大きな敵となり、

選手たちの足を止めた。気温 10度台の試合

が多くなると予想される今大会、運動量のな

いチームは苦しい。10会場のうち7つは標高

1000メートルを超える 「準高地」だが、2009

年のコンフェデ杯を見る限り、そう大きな影

響はないはずだ。

南アフリカの人びとは底抜 けに明る く、

サッカーを愛している。どの試合も、けたた

ましいブブゼラ (チアホーン)と アフリカン

ダンスのリズムに包まれ、楽しい雰llll気にな

るのは必至。そのなかで最後に黄金の優勝

カップを握るのは誰になるだろうか。

▲力力/ブ ラジル代表

▼ フェルナンド トーレス/ス ペイン代表

▼スペイン代表

◎SHIN」I AKAGI



目標のバスト4」に待ち受1情.

く中村俊輔  ▲ 日本代表

1998年 フランス大会で初出場して以来、4

大会連続でワール ドカップに臨む日本。岡田

武史監督は 「ベス ト4を 目指す」と宣言 し、

アジア予選突破後も手綱をゆるめずに選手た

ちを駆り立ててきた。

チームの軸となるのは、中村俊輔 (横浜 F

マリノス)、遠藤保仁 (G大阪)、長谷部誠 (ヴォ

ルフスブルク)が 並ぶMFの ライン。高いテ

クニックをもつ選手たちによるパスワークこ

そ、今大会の日本代表の生命線だ。前線から

の激 しいプレスとボールを囲い込む動きで

ボールを奪うと、この 3人 でしっかりとボー

ルをキープしながら相手ゴールに向かってい

く。内田篤人(鹿島)、長友佑都(F東京)といっ

たサイドバックをからめたサイド攻撃で相手

の守備を崩し、低 く強いクロスにFW岡 崎慎

司 (清水)、王田圭司 (名古屋)ら 小柄なF

W陣 が飛び込んでゴールを狙う。

グループリーグでE組 にはいった日本のラ

イバルはカメルーン、オランダ、そしてデン

マーク。大会初戦、6月 14日にブルームフォ

ンテンで対戦するカメルーンは、アフリカ勢

で最多の 6回 目の出場を誇 り、FWエ トーを

中心にスピー ドとパワーを誇る選手をそろえ

ている。この試合に勝つことが、上位進出の

カギを握る。

第2戦 、6月 19日にダーバンで対戦するの

がこの組のシー ドチームで優勝候補の一角と

言われるオランダ。FWフ アンペルシーなど

攻撃陣にタレントを並べ、現代のヨーロッパ・

サッカーを象徴する圧倒的なスピー ドで攻め

込む。日本にとって最大の難関だ。

決勝 トーナメント進出を懸ける第 3戦 は、

6月 24日、ラステンバーグでのデンマーク戦。

ビッグスターはおらず地味ながら、ヨーロッ

パ予選でポル トガルやスウェーデンを出し抜

いて 1位 を占めた実力は侮れない。伸び盛り

のFWベ ントナーを抑えることがこの試合の

大きなポイントだ。

この組で 2位 以内にはいれば、決勝 トーナ

メント1回 戦では、イタリア、パラグアイ、

ニュージーランド、スロバキアで構成される

F組 の 1位または2位チームと対戦する。「ベ

ス ト4」を達成するには、決勝 トーナメント

で少なくとも 2試 合は勝たなければならない。

いかに厳しい戦いかわかるだろう。

参加するのは選手だけではない。西村雄一

主審、相架亨副審にも注目したい。韓国の鄭

解相 (チョン・ヘサン)副 審と組むチームで、

1試合でも多く試合をこなしてほしいものだ。

▼岡崎慎司
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FIFA 7-Jレドカップ・南アフリカ 2010

厳しい戦い稽‰図剛Ⅶ
◎TAκ4。

l

南アフリカ・メキシヨ
ウルグアイ0フランス

アルゼンチン・ナイジェリア
韓 国・ギリシャ

〕

:

イングランド・アメリカ
アルジェリア・スロベニア

―
■
１

ドイツ・オ…ストラリア
セルビア・ガーナ|

オランダ・デンマーク
日 本 ・カメルーン

イタリア・バラグアイ
ニュ…ジ…ランド・スロ′`キア

ブラジル・北朝鮮
コートジボワーJb・ポル磁 】レト

スベイン・スイス
ホンジュラス・チリ

決■トーナメント1回戦 ※以下 ( )内 はマツチナンバー

6月 26日 (49)A組 1位 XB組 2位、(50)C組 1位 XD組 2位

6月 27日 (51)D組 1位 XC組 2位、(52)B組 1位 XA組 2位

6月 28日 (53)E組 1位 XF組 2位、(54)G組 1位 XH組 2位

6月 29日 (55)F組 1位 ×E組 2位、(56)H組 1位 XG組 2位

変

J闘″FSCHEEUlE試含
“

「ジューJレ
6月 11日 南アフリカXメキシコ、ウリレグアイ×フランス

6月 12日 アルゼンチンXナイジェリア、韓国×ギリシヤ、イングランドXアメリカ

6月 13日 アルジェリアXス回ベニア、ドイツXオーストラリア、セルビアXガーナ

6月 14日 オランダXデンマーク、日本×カメルーン、イタリア×バラグアイ

6月 15日 ニュージーランド×ス回バキア、コートジボワールXポルトガル、プラジルX北朝鮮

6月 16日 ホンジュラスXチリ、スベインXスイス、南アフリカXウリレグアイ

6月 17日 フランスXメキシコ、ギリシヤXナイジェリア、アルゼンチン×韓国

6月 18日 ドイツXセリレビア、ス回ベニアXアメリカ、イングランドXアルジェリア

6月 19日 ガーナXオーストラリア、オランダX日本、カメルーンXデンマーク

6月20日 ス回ノヽキアXノヽラグアイ、イタリアXニュージーランド、プラジル×コートジボワール

6月21日 ポルトガルX北朝鮮、チリ×スイス、スベインXホンジュラス

6月22日 メキシヨXウリレグアイ、フランス×南アフリカ、ナイジェリアX韓国、ギリシャXアルゼンチン

6月23日 スロベニアXイングランド、アメリカXアルジェリア、ガーナ×ドイツ、オーストラリアXセルビア

6月24日 ス回ノヽキアXイタリア、ノヽラグアイ×ニュージーランド、デンマーク×日本、カメルーンXオランダ

6月25日 ボルトガルXブラジル、北朝鮮Xコートジボワール、チリXスベイン、スイス×ホンジュラス

準々決■

7月 2日

7月 3日

概

7月 6日

3山

7月 10日 (63)61の 敗者 X62の敗者

期

7月 11日 (64)61の勝者×62の勝者

(57)53の勝者×54の勝者、(58)49の勝者×50の勝者

(59)51の勝者×52の勝者、(60)55の勝者 X56の勝者

(61)57の勝者×58の勝者、(62)59の勝者×60の勝者



◎DA」 U KITAMURA

▲優勝カッス ウェッブ エリス トロフィー

2009年 7月28日 深夜、日本 ラグビー協 会。

クラブハウスの一室に設置されたモニターに

多 くの人々が注 目していた。国際 ラグビー

ボー ドの 2019年 ラグビー ・ワール ドカップ

開催を決定する理事会。ベルナール ・ラパセ

会長が開催国を読み_Lげた場面が インター

ネット中継で映された瞬間、つめかけていた

関係者、メディアの間から歓声があがった。

日本は4年 前に 2011年大会の開催に立候

補 したもののニュージーランドに決選投票で

敗れていた。以降、国際的なラグビー普及の

ため、伝統国以外でのワール ドカップ開催を

訴えて、国際大会などで長期にわたるロビー

活動 を行いつづけた。今回はそのような積み

重ねのなかから満を持 して理事会に臨み、日

本での開催決定に至った。

いまやオリンピック、サ ッヵ―のワール ド

カップに次 ぐ規模のスポーツイベントに成長

したラグビー ・ワール ドカップ。一方で開催

コス トも増加の一途を辿 り、2019年大会では

9600万ポンド (約150億円)と いわれる開催

保証金、さらにスタジアムの整備などのイン

フラ面も合わせるとさらに莫大なものになる

ことが予想される。

今大会で日本協会に入る主な収入源が入場

米1収入に限られる以上、採算の取れるライン

まで持っていくことは容易なことではない。

それには日本協会、そ してこれから立ち上

げられる大会組織委員会が、早急かつ積極的

に政。経済界にも働 きかけ財政面での広範囲

なバックアップを募ることが不可欠といえる。

また日本には、これまでにも夏季、冬季オ

リンピック、サ ッヵ― ・ヮール ドカップ、世

界陸上など大規模なスポーツイベントを開催

した実績があるが、日本協会も他の競技団体

か ら、その運営のノウハウなどを学ぶ、ある

いは強化やプロモーション活動などで連携を

とることも今後は必要となってくるだろう。

現在、10年後にラグビー ・ワール ドカップ

が自国で開催されることを知っている、ある

いは関心を持っている人の数は残念ながら決

して多いとはいえない。

今後、多 くの人々がラグビーに興味を持ち、

競技場に足を運んでもらうようにする。その
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デビー・ワーJレドカップ
日本開催決定!

ことではないだろうか。

ラグビー ・ワール ドカップは、参加国チー

ムの勝敗のみならず、開催国のラグビー、あ

るいはスポーツ文化の成熟度も同時に問われ

る舞台である。

昨年 110年を迎えた日本ラグビーにとって、

悲願 とも言えるワール ドカップ開催決定と

なったが、lo年の間にクリアすべきハードル

は高く、また多い。

そして、それらの諸問題をクリアしたとき

に、名実とも日本のラグビーにとって新しい

時代を迎えることが出来るだろう。

願わくば2019年秋、メインスタジアムで、

開幕戦に臨む桜のジャージのフィフテーンが

より輝いて見えんことを一―。

▼95年 南アフリカ ワールドカッフア日本 vsア イルランド

▲日本 vsカ ナダ/菊 谷崇 (トヨタ)

ためには、メディアなどを通してラグビーの

魅力をアピールすることが大切だ。それ以外

にも、小学校の体育にも取り入れられたタグ・

ラグビー、年少者のラグビースクールなどを

通して、ラグビーが身近なスポーツとして認

められるような草の根的な普及活動が必要だ。

同時に頂点とも言うべき日本代表の実カアッ

プが大事である。

日本はアジア地区代表として、これまで開

催された6大 会に連続出場 しているものの、

残念ながら決勝 トーナメントに進出した実績

はない。

ホス トユニオンとして、それに見合った実

力を備えるには、まず 2019年大会で主力 と

なる現在の中学、高校世代が、昨年日本で開

催されたジュニア ・ワールドカップなどの大

会で成果を出すことが不可欠だ。そのために

は大学、 トップリーグとも連携をとりつつ、

所属カテゴリーを越えた継続性のある強化を

図る必要があるだろう。

そして一番大切なことは、東京オリンピッ

ク、あるいはサ ッカー ・ワール ドカップが

その後のスポーツムープメントの中で大きな

役割を果たしたように、2019年以降ラグビー

が日本のスポーツの中でどのような役割を果

たすべきかを想定したグランドラインを描く

▲試合後、スタンドに挨拶するジヤバン



語 勧 藤

WBC 2連 覇を達成した日本>

文/人 見和生  Texti KAZ∪ O H TOMI

写真/益 田佑―  PhotolYU CH MAS∪ DA

2009年のプロ野球は、WBCの 連覇から始まった。

覚えているだろうか。3月23日、アメリカ・ロサン

ゼルスのドジャースタジアムで行われた韓国との決

勝戦。3対 3の延長 10回表2死 2、3塁から、そ

れまで不振にあえいでいたイチロー外野手がセン

ター前に放ったWBC2連 覇を決定づけた勝ち越

し2塁打を。

センターカメラからの中継画面のために、その

歓喜の打球は、テレビ桟敷で固唾を呑んで見守っ

ていた日本のファンすべてに向かって、飛んできた。

6年 ぶりの同時開幕となったセ・パ両リーグ。4

月3日 (金)の開幕日は、このWBCの 熱気がその

まま燃え盛っていたかのようで、全国6球場に詰め

かけた観客の総合計が 21万 8069人 。実数が発

表されるようになった2005年 以後では第4位 であ

り、平日のナイトゲームでは最多記録となった。

そのレギュラーシーズン。セ・リーグでは巨人が

開幕 8戦 目から首位を走り続け、節目節目に強さ

を見せつけて3連 覇。パ ・リーグでは日本ハムが、

7月に一時首位の座をソフトバンクに明け渡すも、

同下旬に奪い返し、以後はT・スレッジ外野手、

大野奨太捕手ら主力11選手の新型インフルエン

ザ集団感染禍にも負けずに逃げ切り、ペナントレー

スを制した。

その存在に疑間を投げかける声もあるが、少な

くとも2009年 シーズンのクライマックス・シリーズ

(CS)進 出をかけての戦いは、両リーグともシーズ

ン終盤までおおいに盛り上がった。

上 /イ チロー 下/ダ ル ビッシュ

セは、一時13.5ゲーム差で3位安泰のはずの

ヤクルトが失速。結果的に惜しくも届かなかったが、

阪神、広島の急追に3球 団のファンは眠りを忘れ

るほどに沸いた。

パは、楽天、ソフトバンク、西武の2、 3位争い

からシーズン14度のサヨナラ負けという詰めの甘

さを露呈した西武が最後の最後に脱落。楽天が奇

跡?の2位 を勝ち取った。

楽天初出場の第2の奇跡はならなかった日本シ

リーズは、巨人と日本ハムが対戦。右肩の打撲、

左臀部の張り等満身創疲で登板不可能のはずの

ダルビッシュ有投手が魅せた第2戦の巧投で互角

の展開となるが、第5戦 9回裏、亀井義行外野手

同点、阿部慎之助捕手サヨナラの連弾が効いて、

巨人が○●○●○○の4勝 2敗 で7年ぶり21度

目の日本一に。

巨人はこのあと、韓国プロ野球の覇者である

KIAタ イガースとの日韓クラブチヤンピオンシップ

を9対 4の逆転で制し、アジアナンバーワンにも

輝いた。

2009年 は、日本代表監督としてWBC連 覇を

成し遂げ、巨人をセ・リーグ3連覇、日本一、そし

てアジア制覇に導いて4冠に輝いた、原辰徳監督

を中心に動いたシーズンといえるだろう。

ワ
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文/寺 田辰朗  Text:TATS∪ O TERADA

写真/築 田 純  Photo:」 ∪N TS∪KD∧

スタンドから取材していた我々も驚いたが、

一番驚いたのはフイールドにいた村上幸史自

身だった。

過去 4度 の五輪と世界選手権に出場してい

たが、決勝に進出したことがない。その村上

が83m10の 大幅自己新で予選を突破。決勝も

2回 目の82m97で 3位 につけた。同じ2回 目

に北京五輪金メダリス トの トルキル ドセン

(ノルウェー)が 89m59。優勝は決定的だった。

最大目標だった入賞は2回 目の記録で確定

的。村上は順位を気にかけていなかった。

最終 6投 目を終わっても上位の順位変動は

なく、村上はこの種目では五輪を通 じても初

のメダリストとなった。

「本当に3番ですか ?」

スタンドの陸連スタッフに何度も確認する。

「銅メダルだよ」と日の九を手渡され、カメ

ラマンのリクエス トに応えてポーズをとって

いる最中も半信半疑の状態だった。

戦後、マラソンを除くトラック&フ イール

ドの個人種 目でメダルを取ってきた選手は、

3人 と1チーム (表参照)。

為末と末績 も入賞なら大健闘という予想

だつたが、予選 ・準決勝とラウンドを進める

過程でメダルも期待され始めた。室伏はシド

ニー五輪こそ入賞を逃したが、2000年から世

界 トップ3の力はあった。北京五輪の4×100

mリ レーも、予選全体で 3番 目の記録で決勝

に進んだ。村上が “最も意外なメダル "だった。

村上に有利に働いた要素として、やりの軌

道が低いことが指摘された。世界選手権が行

われたベルリンのスタジアムは地面を掘 り下

げて造られたタイプで、やりの軌道が高い選

◎」UN TSUKIDA

p 1 4

手は横風の影響を受けやすかった。また、投

てき種目は全体的に、五輪翌年の世界選手権

はレベルが落ちる傾向がある。

有利な材料があったのは確かだが、一番の

要因は村上の技術がワンランク上のレベルに

達したことだ。以前の国際大会では、左半身

が早 く開いてしまう欠点が出てしまっていた

が、ベルリンではコントロールできた。

「絶対的な“核 "を見つけられたからです。そ

▲低いやりの軌道が功を奏 した

れは左の脇から腰にかけての胴の側面。そこ

を、左脚が着 くまで進行方向を向けさせてお

けば良い。それができる自分の感覚を見つけ

られたんです」

技術的な面と同時に、精神面でも余裕を持

てるようになった。ウォーミングアップ中の

有力選手の動きを見て、予選通過ラインを把

握できた。2007年の世界選手権優勝者のピト

カマキ (フインランド)が 、不安を抱えてい

るのもわかったという。北京五輪までとは明

らかに違っていた。

村上の評価を高めたのが、世界選手権後の

活躍だ。9月 のスーパー陸上で82m台を投げ、

11月のアジア選手権で優勝。ベルリンでつか

んだ技術を確実に自分のものとしている。

“最も意外だったメダル "は、国際大会に

弱かった選手の “一発 "ではなく、安定した

選手になった村上の “第一歩 "になりそうだ。

室伏広治/男 子ハンマー投
001年 世界選手権エ ドモントン大会 ・銀
003年 世界選手権パリ大会 ・銅
004年 アテネ五輪 ・金
008年 北京五輪 ・銅

為東大/男 子 400mハ ー ドル

・01年 世界選手権エ ドモントン大会 ・銅
005年 世界選手権ヘルシンキ大会 ・銅

日本チーム
(塚原直貴 ・末績慎吾 ・高平慎士 ・朝原童治)

/男 子 4× 100mリ レー

・08年 北京五輪 ・銅

村上幸史/男 子やり投
009年 世界選手権ベルリン大会 ・銅
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文&写 真 小林隆子  Text&Photol TAKAKO KOBAYASHI

新体操を取材し始めて 14年が経過。折 しも

冬季オリンピックがバ ンクーバーで開lllされ、

フィギュアスケートに大いに1川心を寄せていた。

それは同じ採点競技としてだが、オリンピック

毎に改 l[されるルールにサ11る… その採点解釈

の難しさに私は腕組みをしてしまった。

今111のシングル競技に1川して言えば、 41111云

を飛ぼうが1にぶまいが、 トータル的質の高さが

勝敗を決した。トリプルアクセルを成功させた浅

田真央より、質の良い3111転&311転 コンビネー

ションをクリアし、 トータル的完成度が高かっ

たキム ・ヨナに金メダルがもたらされた。賛否両

論あるだろうが、今後のシングル競技に与えた

影響は小さくないだろう。

身体能力なのか、,Jl技の完成度なのか。新体

▲アンナ ベッソノワ

操も常に、そのせめぎ合いのただ中にある。採点

解釈に関しても毎年物議を醸し出している。

ロシアが覇者となってから、極度の柔軟性が

要求されるようになり、各国こぞっての感がある。

そこに洒!技作品の完成度で切り込んだのが、ウ

クライナの至宝アンナ・ベッソノワ。しかしながら、

2008イ|:Jヒ京五輪 も、 2009年 二重 |IL界大会も、

ロシアの新鋭エフゲニア・カナエバが女Iの 座に。

●

◎TAKAKO KOBAYASHI

二重大会ひとつをlllても、カナエバの競技者と

しての能力と表現力は他を111していた。ベッソノ

ワはミスで自滅。だが、ノーミスでも彼女は優位

に アヽつことはなかっただろう。

新体操は他のジムナスト競技と比して、難度

リスクが低く、曖味でさえある。同じ採メt競技で

も器械体操、そうフイギュアスケートにしても、

ジャンプなど人|‖1の身体能力を競いlltる基準が

既に確立している。

llHl児だろうかの新体操は観た‖よリハードとい

うが、身体能力を補うべく手具操作で 「点数を

稼ぐJと いう小 手先や (手具をltう以 11然るべ

きだが )、逆に手共が疎かでもピボットでクルク

ル|,1って高得点というケースも。逃げ道ばかりが

Hに つくのは、私だけだったろうか。

そこに登場したのがエフゲニア ・カナエバそ

の人。ロシアにあって過度の柔1次
′
円:に|卜えること

なく、難度、手共操作、曲表現 と、 トータル

的にlrの域。どう進化していくか? 2014年 ロン

ドン五輪に向けて、彼女はこの競技を果敢に

り|っ張っていくだろう。

スポーツとして,I水を踏む…。少なくとも、私

にはそう見える新体操。何処まで人間は美しい身

体表現ができるか。その極限を‖指すに相応し

い競技となるためのツロ1はこれからも続く。

′

くエフゲニア カナエノヽ



福見友子

文&写 真/築 田 純  Text&Photo:」 ∪N TS∪ K DA

2009年 8月 26日から30日、オランダのロッ

テルダムで世界選手権が行われた。会場である

SPORTS nヽLACE AHOYは 連日満員、格闘

技が好きなオランダ人は柔道も大好なようだ。そ

んな中、今大会で目を引いたのがオレンジ色の

畳である。なんでもオランダの国の色を表してい

るそうだ。そして、メダルが四角で非常に分厚

いのだ。

女子は48キロ級の福見友子選手、52キロ級

の中村美里選手、63キロ級の上野順恵選手が

金メダルを獲得。層の厚さを世界に見せつけた。

反面、男子は大会前から非常に厳しい大会に

なると予想されていた。大会最終日である男子

100キロ級には、同年の全日本選手権を制した

穴井隆将選手が出場した。前日まで日本男子柔

道陣は60キロ級の平岡拓晃選手の銀メダルの

み、重苦しい雰囲気の中での日本のエース登場

だった。その穴井選手も準々決勝でまさかの1

本負けを喫し、3位 に終わった。その瞬間、日

本男子柔道、いや日本スポーツ界にとっても屈

辱的な結果が待っていた。階級制が導入された

1964年以降、男子柔道が五輪、世界選手権で

初めて 「金メダルゼロ」に終わったのだ。

前兆は2年 前の07年 リオデジャネイロ大会

から始まっていた。この大会でも男子は棟田泰

幸選手の無差別級の金メダルーつに終わったの

だ。そして、今大会から無差別級は別の大会と

して分離されたので実施されなかったのだ。

私が初めて世界選手権を撮影したのが、95

年の幕張大会からだ。当時は、現男子監督であ

る篠原信一選手や小川直也選手、吉田秀彦選手、

古賀稔彦選手、野村忠宏選手、そして、中村

三兄弟といった選手が揃っていた。それぞれの

階級で個性が発揮され、それが写真でも表現

できた時代だったように思う。

以来、2年 おきに行われる世界選手権は欠か

さず撮影に出かけた。その中でも1999年バーミ

ンガム大会の100キロ級に登場した井上康生選

手が印象的だった。オール1本勝ちの圧倒的な

強さはフォトジェニックで、得意技である内股が

炸裂する瞬間の緊張感はファインダーを通しても

ビシビシ電流のように伝わってきた。その後、同

じ階級でライバルの鈴木桂治選手が台頭し、

100キロ級の時代をこの二人が世界をリードして

きたのだ。

2008年北京五輪 100キロ超級で金メダルを

獲得した石井慧選手が柔道界を去り、個性的

でフォトジェニックな選手が今は少ないように思

う。

今年の9月には東京で世界選手権が行われ

る。2年 後のロンドン五輪で再び日本男子柔道

が輝きを取り戻すことが出来るか、非常に重要

な大会になってくるだろう。是非、写真を撮って

みたい、と思わせる選手の登場を期待したい。

▲穴井隆将 (左)と篠原信一監督
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2009年 4月 28日から5月 5日までの8日 間、

2009年世界卓球選手権横浜大会が神奈川県の

横浜アリーナで開催された。01年の大阪大会以

来、8年ぶりの日本開催となった今大会では個

人戦が行われ、中国が全5種目の金、銀メダル

を独占するとともに、全 20個のメダルのうち17

個を獲得した。新型インフルエンザの影響も懸

念されたが、8日間で6万人を超える観客を集め、

卓球競技への注目の高さが窺える大会となった。

今大会は若い力が世界へ向けて存在感を示

した大会であっただろう。

まず男子ダブルスの水谷隼 (19)/岸 川聖也

(21)組が銅メダルを獲得した。1回戦、 2回 戦

を危なげなく勝ちあがり、準々決勝でガオ ・ニ

ン///ヤン・ツー組 (シンガポール)を4-2で 下し、

メダル獲得を確定した。

準決勝では、馬龍/許 瞬組 (中国)に 0-4

と完敗したが、見事に地元開催で銅メグルを獲

得した。男子の個人戦でのメダル獲得は97年の

マンチェスター大会 ・男子ダブルスで松下浩二

/渋 谷浩組が銅メダルを獲得して以来、12年

ぶりの事である。

女子シングルスでは石川佳純 (16)が日本女

子で唯一ベスト8入りした。格上の選手を破り勝

ち進んだ準 決々勝では、優勝した世界ランク1

位の張恰寧(中国)に力の差を見せつけられたが、

自己ワーストの2回戦で敗退した福原愛に変わ

る日本女子の “新エース"としての存在感を示し

た。

男子シングルスでは松平健太 (18)が4回戦

で北京五輪金メダリストの馬琳 (中国)を フル

セット9-11と、あと一歩のところまで追い詰め

た。

06年の世界ジュニア ・男子シングルスで優勝

した逸材がシニアの大会でも頭角を現してきた。

そして、日本男子史上最年少14歳6カ月で出場

した中学3年生、丹羽孝希も予選を勝ち上がり、

本戦でも1勝をあげた。

中国との実力差はまだまだ開きがある。しか

し卓球協会は積極的に若手を海外に派遣し、

文&写 真/水 谷 豊

Text&Photo:Y∪ TAKA MIZ∪ TANI

育成に力を入れている。水谷は中2、岸川は中

3から協会主導でドイツに留学している。

松平健大もドイツのブンデスリーガに挑戦中

で、丹羽も今後は積極的に国際大会に派遣す

る予定だという。さらに」OCエ リートアカデミー

(味の素トレセンを生活拠点として、全国から発

掘した優れた素質のあるジュニア選手を近隣の

学校に通学させながら、各競技団体の一貫指

導システムに基づいた指導を行う事業)で の強

化も進んでいる。この中から一刻も早く卓球工

国 。中国に対抗できる選手の出現に期待したい。

▲丹羽孝希

▲松平健 太
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文/井 上六郎  Texti ROK∪ RO NO∪ E

写真/和 田八束  Photo:YAZ∪ KA WADA

2009年のサイクルスポーッシーンで特筆すべきトビッ

クは、13年ぶりに日本人選手が 「ツール・ド・フランス」

出場を果たしたことだ。それも[1人。そのうえ、その二

人ともが日本人として「ツール」の歴史に大きな足跡を

残したことにもある。

「ツールJを写真に収めて15年になるが、この二人

以外には、たった一度、ひとりしか日本人の出場はな

かった。15年の歴史どころか、近代ツール史でも同じ

である。ゆえに日本人選手のいない 「ツール」が当たり

前で、それ自体を「大陸の美しきスポーツ祭典」とい

う程度にしか捕えていなかった。おそらくヨーロッパや

北米、オセアニアの熱狂的ファンが感じるナショナリズ

ムの激突、といったグローバルコンペティションの本質

を胸中に感じることなく。である。「ツール」開幕前の6

月、日本人の参加を知るも、完走もままならないと予想

していたので、あくまで見せ場は有名選手た

ちだけのもの、と予想できた。しかし、この年、

この思しヽまその二人のお陰で見事に夕|れる。

7月5日、第2ステージ。「ッール」の序盤

戦はゴール手前でスプリント勝負に長けた筋

肉降 の々スピードマン達が見せ場を作る平地

ステージである。ここ数年、スプリントと言えば

お決まりのスプリンター達が入れ替わりで勝敗を分け

ているので、この日の勝者も予想通り、昨年4勝を挙

げたイギリスのカベンディッシュがトップを飾った。これ

自体は、何も驚くことの無いシーンであったが、勝者

の回りに入り乱れる強豪スプリンターに交じり、ツール

初出場、13年ぶりの日本人である新城幸也の姿があっ

た。彼の順位はステージ5位。

この年、生粋のフランス・プロチームに加入を果た

したばかりの新城は、84年沖縄は石垣市に

生まれる。高校時代に行っていたハンドボール

競技をもってして、スポーツ選手としての基礎

を築き、高校卒業後に自転車に目覚める。日

本国内からチームとして 「ッール」参戦を目論

んでいた「梅丹チーム」に誘われ、そのチー

ムでのフランス遠征中の活躍が、今期も所属

する「BBOXブ イグテレコム」のチームマネー

ジャーの目に留まったのだった。

「ツール」出場を果たすには、出場権を持

つヨーロッパや北米のトップチームに加入する

必要があり、この時点で日本人選手は大きな

壁を思い知る。新城のように、たとえ出場して

もアシスト役があるため、ノコノコと勝負には

参加できず、200Kmに 及ぶコースの果てで

見せ場を作る余力も残っているとは思えな

かった。しかし、実質的な集団レースの初日の

この日に見た光景は、明ら力ヽ こ「新時代」の

幕開けを感じさせるものがあった。出場するだ

けではなく、価値ある走りを見せつけること、

だと。そんな新時代を確信する出来事がもう

一つあった。

く別府史之

▲新城幸也  ◎YAZUKA WADA

パリに凱旋する最終日。シャンゼリゼ通りを含む周回

コ‐スのフイナーレで、集団から飛び出る7人に、初出場、

13年振りの日本メである別府史之の姿があった。

別府は83年、神奈川の茅ヶ崎に生まれ、自転車競

技に熱心な父のもと、他2人の兄弟とともに幼いころ

から自転車レースを経験。フランス、マルセイユのアマ

チュアチーム時代での活躍や、04年に国内のトップタ

イトルである全日本選手権の優勝という遍歴を持って、

05年 「ツール」の7連覇を果たしたランス・アームスト

ロング所属のチーム「ディスカバリーチャンネル」に加

入し、ヨーロッパプロのデビューを果たしていた。

ただでさえ、集団からのエスケープを決めることが

容易ではない「ツールJだが、L界 中のファンの視線

が最高潮に達するフイナーレのシャンゼリゼでの逃げ

は、誰にとっても格別なものがあった。結局、ゴールを

前にして逃げを許さない後続の大集団にのみ込まれて

しまうのだが、この別府の行動に主催者は、順位には

関係ないものの見せ場を作った選手に与える敢闘賞

を送ったのだった。

完走することも難しい3週間のステージレースのこと

を自ら知る新城、別府の二人は開幕前、無事に完走

することを目標として掲げていた。だが、終わってみれ

ばこの二人が見せた走りは、蚊帳の外にいた私を熱

狂の渦H■こ引き込み、そして、もう「ツールJ出場の難

しさを周囲に説明する必要すらないものにしてくれた。

今季この二人はそれぞれ、「ツール」出場を約束さ

れたチームに所属が決まっている。「ツールJの終わる

今年8月、「ツール」完走の難しさを周囲に説明する

必要のないものにしてくれていることを、楽しみに待つ

としよう。
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文/遠 藤 智  Texti SATOSHI ENDO

写真/木 立 ,台  Photoi OSAMU K DACH

ina

最終戦決若となったオートバイレースの世界

最高峰「FIMロ ードレース世界選手lFlシリーズ」

の250ccクラスで、青山博― (あおやま・ひろし)

が、見事、世界チャンピオンに輝いた。日本人

選手としては6人 日、2001年の加藤大治郎選

手以来、8年ぶりの快挙となった。

2009年は、/1N16戦で行われた。タイトル争

いに加わったのは、2年連続チャンピオンを4「L

うイタリアのM・ シモンチェリ、スペインのA・

バウティスタとH・ノウレベラ、そしてシーズン,「

盤から安定した成績を残し、タイトル争いの主

導権を握り続けた青山の4選手だった。

シーズンを通じて、 この4人の力は突出してい

た。その中から、ラスト3戦目のオーストラリアG

Pで 6勝日を挙げたシモンチェリと、 ミスのない

安定した走りで常に上位入賞を果たしてチヤン

ピオンシップをリード、ラスト2戦 Hの マレーシ

アGPで 4勝 日を挙げた青山が、最終戦決着に

ツヒむことになった。

タイトル決定のシナリオは、シモンチェリが優

勝しても、青山が 11位以内でフィニッシュすれ

ば自カチャンピオンが決まるというもの。青山に

とっては圧倒的有利な状況。加えて、前戦マレー

シアGPで 青山は、シモンチェリとの一騎打ち

を退けて優勝し、勢いに乗るだけに、彼のタイ

トル獲得を疑う者はいなかった。

タイトル王手。ミスは許されない。これまで経

験したことがないプレッシャーの中で青山は決

戦の日、20091111月 8Hを 迎えた。「とにかく、

攻めていく。勝つことだけを考えて走りたいJ。そ

う語った青山は、フロントロー4番 手グリッドか

ら好スタートを切ってトップグループに加わっ

09

た。一方、逆転チャンピオンに闘志を燃やすシモ

ンチェリは、序盤から積極的にペースを |げ て

首位を奪う。最終戦決着。一騎打ちに相応しい

展開だった。

このとき、日本のレースファンは、表彰台に

立てなくてもいいから無事にチェッカーを受けて

チャンピオンを獲って欲しいと、それだけを願っ

ていた。そんな期待に応えるように青山は、 5台

に膨れあがったトップグループの中で、若実に

走っていた。 ・周、 また―̂ 用とタイトルに向かっ

て突き進む。そして、何もかもが順調に見えた

レース中13、信じられないようなハプニングが起

こった。

もっともスピードが出るメーンストレートから、

1コーナーに差し掛かるブレーキングで、思い

のほかlILくブレーキを掛けた選手との接触を避

▲表彰台に上がる青山博―

26



チームのスタッフとともに

けるために青山がコースアウトしてしまう。転倒

せずにコースに復帰するも11番手まで順位を落

としていた。トップを走るのはシモンチェリ。チャ

ンピオンを獲得するためには、最低でもこのポ

ジションをキープしなければならなかった。

緊張の数周が過ぎた。順位を大幅に落として

しまった青山だが、周回を重ねる毎に、ひとつ、

またひとつとポジションを上げた。そして9位 に

上がり、誰もが 「これで大丈夫」と確信した数

周後、序盤からの無理がたたったのだろうか。

タイヤの消耗に苦しみ、思うようにペースの上が

らないシモンチェリが1コーナーでコースアウト。

転倒せずにコースに復帰も2コーナーで転倒、

リタイヤとなった。この瞬間、青山のチャンピオ

ンが決まり、最終的に青山は7位でフイニッシュ

した。

「今日のレースは、神様のいたずらとしか思えな

い展開だつた。僕がコースアウトして遅れる。やっ

ちゃったあと必死に追い上げていたら、今度は

シモンチェリが転ぶ。この時にチャンピオンは決

まったんだけれど、チャンピオンを獲るのは簡

単じゃないよと神様に言われているような気が

した。コースアウトしたときは、正直、どん底の

気分を味わった」と、人生でもっとも長い45

分間の戦いを振り返っていた。

青山は1981年生まれの28歳。5歳 のときに

初めて、車好きの父 ・昇さんが買ってくれたポ

ケバイに乗った。最初は怖くて乗れなかったと笑

うが、バイクの虜になるのに時間はかからなかっ

た。あれから、23年。「世界チャンピオンになる

ことを夢見てきた。その日を待ち続けてきた。今

日は表彰台に立ってチャンピオンを決めたかっ

た。それを果たせなかったのは残念だけれど、

11月8日は、一生忘れられない一日になりまし

た」と、喜びをかみじめていた。

好きな言葉は、スペイン語の 「バモス」。日本

語で 「行け行け!!」という意味だが、前進あ

るのみを信条とする青山にとって、この言葉の

意味と響きはたまらない。事実、大量リードで迎

えた最終戦バレンシアGPで 青山は、守りのレー

スを良しとしなかった。

03年 に全日本ロードレースC P250ccクラス

でチャンピオンを獲得。翌04年、ホンダ・レー

シング・スカラシップ第 1期生として世界グラン

プリに挑戦を開始した。以来、250ccクラスのトッ

プライダーとして実力を高く評価され、最高峰ク

ラスのMOtOGPチ ームから何度もオファーを受

けてきた。しかし、「250ccでチャンピオンを獲っ

て MotoGPに行きたい」と、250チャンピオン

にこだわった。

2010年からは、2ストロークエンジンの250cc

クラスは、4ス トロークエンジン600ccのエンジ

ンを使用するMoto 2クラスに変わる。1949年か

ら続いた伝統ある250ccクラス最後のチャンピ

オンに輝いた青山は、「チャンピオンになれたの

は、 シーズンを通じて一度もトラブルがなかった

こと。ホングの信頼性があったからだと思うし、

チャンピオンになれたことで、世界に出してくれ

たホンダに少しでも恩返しが出来たら嬉しい」

と、感謝の言葉を述べた。

尊敬するのは、01年に250ccクラスでシーズ

ン最多の11勝を挙げて世界チヤンピオンになり

03年 に事故で亡くなった故加藤大治郎選手。

「大治郎さんに一歩でも近づきたいと思って頑

張っているけれど、今日のようなレースをしてい

たんじゃ、まだまだですね」と謙遜したが、最

新鋭のアプリリア、ジレラ勢を相手に2年 も前

に開発の止まったホンダの旧型マシンでタイトル

を獲得した頑張りに、周囲の評価は高かった。

「250のチャンピオンになるというひとつの夢を

実現した。次はもうひとつの夢であるMoto GP

クラスにチャレンジします。Moto GPクラスでも

頂点を目指したい」という青山。その言葉には、

チャンピオンになった者だけが持つ重さと現実

感が溢れていた。
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2010年 主要スポーツ・カレンダー
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■ゴルフ
《国内》4月 15～18日

《国外&国際大会》
4月 1～ 4日

4月 8～ 11日

■サッカー
《国内》4月 3、4日

4月 10、11日

4月 14日

4月 17、18日

4月 24、25日

《国外&国 際大会》

4月 6、7日

4月 13、14日

4月 20、21日

4月 27、28日

■自転車競技
《国外&国際大会》

4月 4日

4月 11日

4月 4日

4月 4日

4月 4日

4月 4日

■柔道
4月 3、4日

4月 18日

4月 29日

■水泳
《国内》4月 15～18日

《国外&国際大会》
4月 9、10日

日本男子ツアー開幕戦 東建ホームメイ トカップ
(三重県 。東建多度 CC名 古屋)

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)

マスターズゴルフトーナメント
(アメリカ合衆国 ・ミッションヒルズ)

」1第 5節 、J2第 5節

」1第 6節 、J2第 6節

ヤマザキナビスコカップ予選リーグ

」1第 7節 、J2第 7節

」1第 8節 、J2第 8節

UEFAチ ャンピオンズリーグ準々決勝第 2戦

AFCチ ャンピオンズリーグ グループステージ

UEFAチ ャンピオンズリーグ準決勝第 1戦

AFCチ ャンピオンスリーグ グループステージ

UEFAチ ャンピオンズリーグ準決勝第 2戦

ツール ・デ フランドル(ベルギー)

第 108回 パリ～ルーペ(フランス)

アムステル ゴール ドレース(オランダ)

第 13回 フレッシュワロンヌ ファム(ベルギー)

第 74回 フレッシュワロンヌ(ベルギー)

第96回 リエージュ～バストーニュ～リエージュ(ベルギー)

平成22年全日本選抜体重別選手権大会(福岡国際センター)

第25回 皇后盃全日本女子選手権大会(横浜文化体育館)

平成 22年 全日本選手権大会 (日本武道館 )

競泳日本選手権(東京辰巳国際水泳場)

世界シンクロ選手権(アメリカ・コロラドスプリングス)

新体操 世界選手権日本代表選考会(東京 代々利馴脚励

V プレミアリーク女子決勝(東京体育館)

V プレミアリーグ男子決勝(東京体育館)

Flマ レーシアGP(セ バン)

Fl中 国 GP(上 海)

MotoGP世 界選手権シリーズ第2戦決勝 日本グランプリ
(栃木県 ツインリンクもてぎ)

ボス トンマラソン

ロンドンマラソン

全日本女子選手権(東京 駒沢体育館)

明治乳業杯全日本選抜選手権
(東京 代々木競技場第 2体 育館)
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■体操
4月 25日

■パレーポ…ル
4月 10日

4月 11日

■モ…タースポーツ
《国外&国際大会》

4月 2～ 4日

4月 16～ 18日

4月 25日

■陸上競技
4月 19日

4月 25日

■レンスリング
4月 3、4日

4月 30日

～ 5月 2日

■競属
《国内》5月 2日

5月 30日

《国外&国 際大会》

5月 1日

■ゴルフ
5月 6～ 9日

5月 16～ 18日

■サッカー
《国内》5月 l日

5月 2日

5月 5日

5月 8、9日

5月 15、16日

5月 22日

5月 26日

5月 29、30日

《国外&国 際大会》

5月 11、12日

5月 19～30日

5月 22日

■自転車競技
《国内》5月 16～23日

5月 27～ 30日

《国外 &国 際大会》

5月 8～ 30日

5月 14～ 16日

5月 30日

天皇賞 春(京都競馬場)

日本ダービー(東京競馬場)

ケンタッキーダービー(アメリカ)

ワールドレディース選手権サロンパス杯(茨城 GC西 )

日本プロゴルフ選手権(長崎 パサージュ琴海アイランド)

」1第 9節

」2第 10節

」1第 10節 、J2第 11節

」1第 11節 、J2第 12節

」2第 12節 、J2第 13節

」2第 14節 、ヤマザキナビスコカップ予選リーグ

ヤマザキナビスコカップ予選リーグ

」2第 15節 、ヤマザキナビスコカップ予選リーグ

AFCチ ャンピオンズリーグ グループステージ

女子アジアカップ(中国 成都)

UEFAチ ャンピオンスリーグ決勝(スペイン マドリード)

ツアー オブ ジャバン(未定)

ツール ド・熊野(未定)

ジロ デ イタリア(イタリア)

第 64回 ツール ド ピカリレディ(フランス)

第 44回 パリ～ルーベ ・エスポワール(フランス)

■水泳
5月 2～5日  シンクロ日本選手権(東京辰巳国際水泳場)

■相撰
5月 9～23日  大相撲五月場所(両国国技館)

■体操
5月 3、4日   全日本イ国人総合選手権兼世界選手権第二次選考会

(東京 代々木競技場)

■卓球
5月 23～30日 世界選手権団体戦(ロシア モスクワ)

■′ヽスケットボール
5月(予定)

■ビーチ′ヽレー
5月 1～ 3日

5月 14～ 16日

■モータースポーツ
5月 7～ 9日

5月 14～ 16日

5月 28～ 30日

5月 30日

■陸上競技
5月 8日

第21回 FIBAア ジア チャンピオンズカップ 男子(未定)

第 1戦 ファイテンピーチバレー東京オープン(仮)
(お台場ビーチ 東京都港区)

第 2戦 ファイテンピーチノヽレー愛知オープン(仮)
(新舞子マリンパーク ブルーサンピーチ 愛知県知多市)

Flス ペインGP(カ タロニア)

Flモ ナコGP(モ ンテカルロ)

Flト ルコGP(イ スタンブール)

IRLインディ500決 勝(アメリカ インディアナポリス)

IAAFグ ランプリ大阪大会(大阪市長居陸上競技場)



※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。

■競目
6月 5日

■ゴルフ
《国内》6月 3～6日

《国外&国際大会》
6月 17～20日

6月 24～27日

■サ ッカー
《国内》6月 5、6日

6月 9日

6月 12、13日

《日外&国際大会》
6月 14日

6月 19日

6月 24日

6月 28、29日

エプソムダービー(イギリス)

日本ツアー選手権宍戸ヒルズ(茨城 ・宍戸ヒルズ)

全米オープン(ペブルビーチ)
全米女子プロゴルフ選手権(ローカスヒル)

」2第 16節 、ヤマザキナビスコカップ予選リーグ
ヤマザキナビスコカップ予選リーグ
」2第 17節

ワール助 ッ

ー

リカグループステージ vsカメルーン

ワ=ル助 ップ南アフリカグループステージ vsォランダ
ワ=ル助 ッ

ー

リカグループステージ vsデンマーク
ワールドカップ南アフリカ ラウンド16

■自転車競技
7月 3～25日
7月 18日

7月 29日 ～8月 1日

7月 31日

■相撲
7月 3～ 25日

■′ヽスケットボール
《国内》7月31日～8月1日
《国外&国際大会》

7月 2～11日
7月 16～ 25日

■ ビ ー チ ′ヽ レ ー

7月 15～ 18日

■モータ…スポ…ツ
7月 9～ 11日

7月 25日

7月 30日 ～8月 1日

■野球(プロ)
7月 23日

7月 24日

第97回 ツール ド フランス(フランス)

エタップ デュ.ツール(フランス)

BMX世 界選手権(南アフリカ)

クラシカ サンセバスティアン(スペイン)

大相撲七月場所(愛知県体育館)

第15回 2010 FIDジャバン チヤンピオンシップ大会(大阪府)

第 1回 FIBA U‐17男 子世界選手権大会(ドイツ)

第 1回 FIBA U 17女 子世界選手権大会(フランス)

第 3戦 ビーチバレー大阪カップ(仮)オープン
(中之島特設コー ト 大阪府北区)

Flイ ギリスGP(ホ ッケンハイム)

鈴鹿8時間耐久ロードレース決勝(三重県 鈴鹿サーキット)

Flハ ンガリーGP(ハ ンガロリンク)

オールスター第1戦(福岡県・ヤフードーム)

オールスター第2戦(新潟県 ハードオフエコスタジアム新潟)
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■自転車競技
《日外&国際大会》

6月 5日

6月 12～ 20日

■水泳
6月4～6日

■体操
6月 12、13日

■テニス
6月 21日 ～7月4日

■′ヽスケットボール
6月 23～30日

■陸上競技
6月 4～6日

■モータースポーツ
6月 11～ 13日

6月 25～ 27日

第16回クラシツクデザルプ。ジュニア(フランス)

ツール ・ド・スイス(スイス)

競泳ジヤバンオープン(東京辰巳国際水泳場)

NHK杯 兼世界選手権最終選考会(東京 ・代々木競技場)

ウインブル ドン選手権(イギリス)

第 20回 日BAア ジア U‐18女 子選手権大会(タイ)

※世界選手権アジア地区予選

日本陸上競技選手権大会(香川 ・丸亀競技場)

Flカ ナダGP(ジ ルヴィルヌーヴ)

Flヨ ーロッパ GP(バ レンシア)

■その他
刀ジ8日～8月20日全国高等学校総合体育大会(沖縄)

■ゴルフ

8月 12～15日 全米プロゴルフ選手権(ウィスリングストレーツ)

■サ ッカー
《国内》8月 5日    」2第 32節

8月 7、8日   」1第 17節 、J2第 21節

8月 14、15日  」1第 18節、J2第 22節

8月 17、18日  」1第 19節

8月 21、22日  」1第 20節 、J2第 23節

8月 28、29日  」1第 21節 、J2第 24節

■自転車競技
8月 4～26日  第 1回ユースオリンビック競技大会(シンガポール)
8月 8日 MTBマ ラソン世界選手権(ドイツ・セントウエンデル)

8月 15日    バッテンフォール ・サイクラシック(ドイツ)

8月28日～9月19日ブエルタ ・ア ・エスパーニャ(スベイン)

8月31日～9月5日 MTB世 界選手権(カナダ ・モンサンタン)

■柔遭
8月 26～30日 世界柔道選手権(オランダ・ロッテルダム)

■水泳
《国内》8月 6～8日  飛び込み日本選手権(東京辰巳国際水泳場)
《日外&国際大会》

8月 18～22日 ノヽンバシフィック選手権(アメリカ アーバイン)

■テニス
8月30日～9月12日全米オープン(ニューヨーク)

■野球
6月 8～13日  全日本大学選手権(神宮、他)

■ゴルフ
7月 8～11日  全米女子オープン(オークモント)
7月 15～18日 全英オープン(セントアンドルーズ)
7月29日～8月1日全英女子オープン(ロイヤルバークデール)

■サ ッカー
《国内》7月 17、18日 」1第 13節、J2第 18節

7月 24、25日  」1第 14節、J2第 19節
7月 27、28日  」1第 15節

7月31日、8月1日 」1第 16節 、J2第 20節

《国外&国際大会》
7月 2、3日   ワールドカップ南アフリカ 準々決勝
7月 6、7日   ワールドカップ南アフリカ 準決勝
7月 10日    ワールドカップ南アフリカ 3位 決定戦
7月 11日    ワールドカップ南アフリカ 決勝
7月13日～8月1日 U20女 子ワールドカップ(ドイツ)
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■′ヽスケットボール
8月28日～9月12日第 16回 FIBA男子世界選手権大会(トルコ)

■モータースポーツ
8月 27～29日 FlベルギーGP(スパ・フランコルシャン)

■野球
8月 7～21日  第92回全国高等学校野球選手権大会(阪神甲子口球場)
8月27日～9月7日 都市対抗大会(東京ドーム)

■ゴルフ
9月 9～12日  日本女子プロゴルフ選手権(奈良 グランデージ)
9月30日～て月3日日本女子オープン(茨城 ・大利根CC東 )

■サッカー
《国内》9月～2011年1月1日第90回 天皇杯

9月 1日    ヤマザキナビスコカップ 準々決勝第 1戦

9月 8日    ヤマザキナビスコカップ 準々決勝第2戦

9月 11、12日  」1第 22節 、J2第 25節

9月 18、19日  」1第 23節 、J2第 26節

9月 23日    」2第 27節

9月 25日    」1第 24節

9月 26日    」2第 28節

9月 29日    ヤマザキナビスコカップ 準決勝第1戦

《国外&国 際大会》
9月 5～25日  U17女 子ワールドカップ(トリニダード・トノヽコ)
9月 15日   AFCチ ャンピオンズリーグ 準々決勝第 1戦

9月 22日    AFCチ ャンピオンズリーグ 準々決勝第2戦

■柔道
9月 9～13月  世界選手権大会{代々木第一体育館)

■自転車競技
《国内》9月 16～20日 ツール ド 北海道(北海道)

《国外&国 際大会》
9月 5～12日  第47回 ツール ・ド・ラブニール

■相撰
9月 12～26日 大相撲九月場所(両国国技館)

■体操
9月

■テニス
9月26日～10月2日東レ・バンパシフィックオープン(東京 有明)

■′ヽスケツトボール
9弓17日～2011年4月28日 」BL2010-2011(全 国各地)

9月22日～て月1日第21回 FIBAアジアU‐18男子選手権大会(イエメン)

※世界選手権アジア地区予選

■′ヽレーボ…ル
9月25日～1明10日男子世界選手権(イタリア ・ローマ他)

■′ヽドミントン
9月 21～26日 ヨネックスオープン(東京体育館)

19～ 26日 新体操世界選手権(モスクワ)

■ビーチ′ヽレー
9月 18～20日 第4戦 ふくいカップ」BVグ ランドスラム高浜大会

グラオ スラム若狭和田海水浴場幅井県大飯郡高浜町)
9月 23～26日 第5戦 ファイテンピーチバレーオープン(仮)

オープン 未定

■モータースポーツ
9月10～12日 FlイタリアGP(モンツア)
9月 24～26日  Flシ ンガポール CP(シ ンガポール)

■腱上

《国内》9月 24日

《国外&国際大会》
9月 26日

■レスリング
9月 6～12日

■その他
9月25日～lC月5日

■餞属
10月 3日
10月 31日

■ゴルフ
10月14～17日

■サツカー
《国内》10月2、3日

10月 10日

10月 16、17日

10月 23、24日

10月 30、31日

《国外&国 際大会》

10月 5、6日

10月 20日

■自転車競技
10月 10日
10月 16日

10月 12～27日

■柔遭
10月 30、31日 世界団体選手権大会(トルコ・イスタンブール)

■スケー ト(フィギュア)
10月22～24口 iSUグランプリシリーズ

NHK国 際フィギュアスケート競技大会(日本)
10月 29～31日 :S∪グランプリシリーズ スケートカナダ(カナダ・未定)

■スケート(スピード)
10月 (予定) 全日本距離別スピー ドスケー ト選手権大会

■スケート(ショートトラック)
10月 (予定) 全日本距離別選手権大会

■体操
10月 17～24日 世界体操競技選手権(オランダ・ロッテルダム)

■テニス
10月4～ 10日 楽天オープン (東京 ・有明)
10月11～17日 HPオ ープン(大坂 ・靭テニスセンター)
10月30日～11月7日 楽天オープン (東京 ・有明)

■′ヽスケットボール
10月8日～2011年3月17日 Wリ ーグ {全国各地 )

スーバー陸上(神奈川県 ・等々力陸上競技場)

ベルリンマラツン(ドイツ)

世界選手権(ロシア ・モスクワ)

国体(千葉県)

凱旋門賞(フランス)

天皇賞 ・秋(東京競馬場)

日本オープンゴルフ選手権競技(愛知 CC)

」1第 25節 、J2第 29節

ヤマザキナビスコカップ 準決勝第 2戦

」1第 26節 、J2第 30節

」1第 27節 、J2第 31節

」1第 28節 、J2第 32節

AFCチ ャンピオンズリーグ準決勝第 1戦

AFCチ ャンピオンズリーグ準決勝第 2戦

ノヽり～ツール(フランス)

ジロ ・デ ・ロンパルディア(イタリア)

第 16回 アジア競技大会(中国 ・広州)



2010年 主要スポーツ・カレングー
■バレ…ボール

10月29日～11月14日 女子世界選手権(東京、他)

■ ビ… チ′ヽ レー
10月 1～ 3日  第6戦 ファイテンピーチバレー霧島酒造オープン(仮)

オープン 霧島ファクトリーガーデン(宮崎県都城市)

10月 9～ 11日 第7戦 ビーチパレー川崎市長杯(仮)オープン

川崎マリエンピーチバレーコート(神奈川県川崎市)
10月 29～ 31日 第8戦 ビーチバレーオープン(仮)オープン未定

■モータースポーツ
10月 1～ 3日  Fl日 本 GP(鈴 鹿サーキット)

10月 15～17日 Fl韓 国GP(韓 国インターナショナルサーキット)

10月 29～ 31日 Flブ ラジルGP(イ ンテリレラゴスサーキット)

■野球(プロ)
10月 30日   日本シリーズ開幕

■レスリング
10月未定   全日本女子オープン選手権(場所未定)

■競属
11月 28日   ジャバンカップ(東京競馬場)

■剣道
11月 3日   全日本剣道選手権(日本武道館)

■ゴルフ
11月25～28日 LPGAツ アー選手権(宮崎CC)

■サ ッカー
《国内》11月 3日   ヤマザキナビスコカップ決勝(東京 ・国立競技場)

11月 6、7日   」1第 29節 、J2第 33節

11月 14日   」1第 30節 、J2第 34節

11月 20日   」1第 31節 、J2第 35節

11月 23日   」1第 32節 、J2第 36節

11月 27、28日 」1第 33節 、J2第 37節

《国外&国際大会》
11月12または13日AFCチ ャンピオンズリーグ決勝(東京 。国立競技場)

■スケート(フィギュア)
月5～7日  ISUグ ランプリシリーズ カップオブチャイナ(中国 Jヒ京)
月12～14日 :SUグ ランプリシリーズ スケートアメリカ(アメリカ・未定)
月19～21日 ISUグ ランプリシリーズ ロステレコムカップ(ロシア未定)
月26～28日 ISUグ ランプリシリーズ トロフィー・ェリックボンパール

(フランス・パリ)

月20、21日  講道館杯全日本体重別選手権大会(千葉ポートアリーナ}

■柔遭
11

■相撲
11月 14～ 28日

■体操
《国内》11月19～28日
《国外&国際大会》

11月 7～ 15日

■テニス
11月 8～ 15日

■′ヽスケットボール
11月29日～12月5日

大相撲十一月場所(福岡国際センター)

新体操全日本選手権(東京 代々木競技場)

トランポリン世界選手権(ロシア・サンクトベテルブルク)

全日本テニス選手権(東京都 有明テニスの森公園)

全日本大学選手権大会/男 子(大阪)

■モータースポーツ
11月 12～ 14日

■腱上競技
11月 7日
11月 23日

■その他
11月12～27日

■競■
12月 26日

■ゴルフ
12月 2～5日

■サ ッカー
《国内》12月 4日

《国外&国際大会》
12月予定

Flア プダビGP(ヤ スマリーナサーキット)

全日本大学駅伝(名古屋～三重)

国際千葉駅伝(千葉)

第 16回 アジア競技大会(中国 ・広州)

有馬記念(中山競馬場)

日本シリーズ(東京よみうリカントリークラブ)

」1第 34節 、J2第 38節

FIFAクラブワール ドカップ2010(UAE)

◎
月
ご
「
ｏ
〓
ｃ
バ
一∽
工
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〇
「
〇

■スケー ト(フィギュア)
《国内》12月下旬   全日本選手権
《国外&国際大会》

12月中旬   ISUグ ランプリファイナル(北京)

■スケート(スピ…ド)
12月 (未定) 全日本選手権

■スケート(ショートトラック)
12月 (未定) 全日本選手権

■柔遭
12月10～12日 日本シリーズ(東京よみうリカントリークラブ)

■体操
12月 3～5日  全日本団体・種目別選手権(山口県スポーツ文化センター)

■′ヽスケットボール
12月23～29日 全国高等学校選抜優勝大会(東京)

■′ヽレーポール
12弓～2011年4月 V・プレミアリーグ2010/2011シ ーズン(全国各地)

福岡国際マラソン

全国高校駅伝(京都)

全日本選手権(東京 ・代々木競技場第2体 育館)

■腱上競技
12月5日
12月 26日

■レスリング
12月21～23日
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陸上/パ レー

100mの 9秒台は陸上界にとって悲願の記録だ。陸上競技のな力て,も

一番の基本種目。達成すれば世間の注目度も違うだろう。なにより、9秒

台をクリアしないことには世界と戦うことはおぼつかない。

今季そこに挑もうとしているのが、北京五輪400mリ レー銅メダル時

の1走だった塚原直貴である。

「手応え、ありますよ」

2年前までは記録に対して慎重な発言が多かった男が、今は自信

たっぷりに話す。

自己記録は昨年の日本選手権で出した10秒 09。まだ0.1秒の隔たり

があるが、塚原には表面的な数字以上に期待できる要素がある。

昨年も手応えを感じていた。10o m世界記録保持者のウサイン・ボル

トらジャマイカ選手を参考に、接地時間を長くする動きに変更し手応えを

感じていた。シ‐ズンが深まるにつれて前年までの速さが加わり、10秒1

台はいつでも出せるようになった。国内の小さな試合でも出せたのは朝

原宣治と同じ。底辺が上がった証拠である。

塚原が期待できる要素としてもう1つ、国際舞台での強さを挙げたい。

08年北京五輪、09年世界陸上とアジア懸 はただ1人準決勝に進出。

07年の世界陸上と北京五輪では、大舞台でシ‐ズンベストを出している。

一番結果を残したい舞台で、その年の最高のパフォーマンスができる。

プレッシャーに強く、外国人選手との競り合いにも萎縮しないタイプで

ある。

2010年は4年に1回の、オリンピックと世界陸上が開催されないシ‐ズ

ンだ。7～9月のどこかでヨーロッパを転戦する計画を立てている。近年は

国内の“高速トラック"競技場の方が記録は出やすいが、塚原の場合

は海外でも記録を出す可能性がある。過去の日本選手でそれができた

のは、10秒 00の日本記録を持つ伊東浩司と、10秒 02の朝原宣治の

2人しかいない。

海外転戦の目的は記録だけではない。

「同じモチベーション、同じ意識を共有し合える選手を1メでも多く増や

すのが目的です。そうなれば自ずと、練習でやることも変わってくる」

今年の2月から、タイソン・グイ(9秒69の世界歴代2位)を指導す

るプラウマン・コーチのキャンプに単身参加し始めたのも、自身の殻を

破るための刺激が必要と考えてのこと。

「それが9秒台への近道なんです」

伊東が10秒 00を出してからまる12年。そろそろ、という気運が日本

のスプリント界に出始めている。

1 陸上界を引つ張つていく塚原直貴

2 朝原宣治の持つ 10秒 02の 記録を破 りたい

3 グラチヤンで銅メダルを獲得 した全日本男子

4 全日本女子初選出の山口舞
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全日本女子は2009年 に
何を得たのか
文/小 野哲史  Text:TETS∪ SH1 0NO

バレーボール界の国際的なビッグイベントと:iえば、オリンピック、

世界選手権、ワールドカップの、いわゆる「三大大会」がある。それぞ

れ異なる年に4年に 度行われるが、
"∞

年に開催されたのは、その

いずれでもないワールドグランドチャンピオンズカップ (グラチヤン)

だった。オリンピック翌年の開催ということもあり、本気でメダルを獲り

にいくチーム、次のオリンピックヘ向けて第一歩を踏み出すチームと、

グラチャンに臨む狙いや目的は出場国によってさまざまである。そんな

中、開催国枠で出場した男女の全日本チームの戦いぶりに、未来への

明とH音を感じずにはいられなかった。

アジア勢から2勝しか挙げられなかった女子と、ポーランド、エジ

プト、イランを下し、η年ワールドカップ以来となる国際大会でのメダ

ルを獲得した男子。表彰台に上がった、上がれなかったという結果以

上に、今後のチーム作りを考えたときの「可能性Jに大きな差異があ

るような気がした。清水邦広や福澤達哉が台頭した全日本男子に比べ、

全日本女子から明るい希望を見出すことができなかったのだ。

08年12月に全日本女子チームの新監督に就任した員鍋政義監督

は9年 5月、新チームの初陣となるヨーロッパ遠征を前に「今回の遠

征では、できるだけオリンピック経験者以外の選手を起用していきた

い。国際大会の経験の少ない選手、若い選手たちがどれだけ趾界に通

用するかを試したいJと言っていた。しかし実際には、最初のモントルー

バレーマスターズこそ、積極的に若い選手を起用しながら、続くトリノ

国際大会、エリツイン杯と大会を重ねるにしたがって、新戦力を起用

する時間は減っていった。新生全日本の国内初お披露日となったワー

ルドグランプリでは井上香織や坂下麻衣子、グラチャンでは大会直前

に狩野舞子が1釜我で離脱したこともあって山ll舞が新風を吹き込ん

だが、チームの軸はあくまでも“北京オリンピック代表組"だった。

ナショナルチームには常に結果を求めていく義務がある。と同時に、

一定以_11のレベルを保っていくために、常に新陳代謝も行っていかな

ければならない。そういう意味で、計算のできる選手を使いたいという

監督の′しヽ理も理解できなくはないが、三大大会のない∞年は、もっと

大胆な采配や果敢なチャレンジを行ってもよかった。たとえば、チーム

のlil令塔となるセッターは、この1年間で消化した46試合中、8割以

上の試合でベテランの竹下佳江がスターティングメンバーを務めた。

アテネ、北京と2度のオリンピック出場を果たした竹下は、今さら力it

を試すという選手ではない。であれば、まずはせっかく招集した河合出

貴や冨永こよみら、力量は未知数でも若いセッターをとことん使って

ほしかった。仮に結果が思わしくないものに終わったとしても、それは

それで当人やチームにとって貴重な経験の場になったと納得できたは

ずだからだ。

ただ、そうは言っても∞年という時間を取り戻すことはできない。も

はや前を向いて突き進むしかない全日本チームが、lo年世界選手権

に臨む際、∞年を振り返って「あのとき、もっとああいうことをやって

おけばよかった」などと後悔するような事態になったとしたら、それは

具鍋監督の後任を急いで決めなければならないということを意味する。
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バスケットボ…ル/ラグビー

U‐25世代に見えたわずかな光明と、
依然改善されぬ強化方針
文/小 永吉陽子  Text:YOKO KONAGAYOSHI

日本のバスケットボールはどうすれば前進していくのだろう。低迷

が続く日本男子バスケットボール界だが、20∞年も具体的な策力ヽ 11さ

れないままに過ぎた141だった。

4月、男子代表の新しい ・歩となるべく、NBA選 手のスカウト経験

を持つアメリカ人ヘッドコーチが就任したが、体調不良のために2か

月で退陣。負傷等で戦線離脱者が続出した8月のアジア選手権 (世界

選手権アジア地区予選)では10位と惨敗。上位3チームに与えられる

世界選手権の切符には遠く及ばず、はじめてアジアで下位リーグ(9

位以下)へと転落した。

唯 ‐、明るい兆しが見えたのが、∞年暮れに香港で行われた東ア

ジア競技大会だった。東アジア競技大会は各国から若手が出場する

ケースが多く、日本もU―あ世代を派遣。A代 表で臨んでいたチャイ

ニーズ・タイペイに準決勝で敗れた以外は、予選リーグで韓国、3位

決定戦では中国を撃破。U―あ世代では十分に戦えることを示した。

結果だけ見れば東アジアで銅メダルは手放しで喜ぶことができな

い成績だが、それでも僅差で敗れた準決勝後に精神面で立て直しを

図り、3位決定戦で/Huせた攻め気はこれまでの日本代表にはなかった

頼もしい姿でもある。オールコートプレスを仕掛けて機動力を生かし

たことも、今後日本が目指すべきスタイルを試すことができ、収穫は

大きかった。また、惨敗したアジア選手権の汚点を払拭しようと、U―

あ世代の選手が気概を見せた点も評価できるところである。

しかし残念なのは、日本協会から東アジア競技大会の報告が一切

なされていないこと。新春の天皇杯にて銅メダル獲得のセレモニーは

開催されたが、その内容や成果には一切触れられていない。アジアlo

位のバスケ後進国。日本にとっては、少しの進歩であってもその内容

を検証していかないかぎり、発展はないというのに。

2月中旬、空席になっていた日本代表のヘッドコーチに、」BLリ ン

ク栃木プレックスの指揮官であるトム・ウィスマン氏が就任すると発

表された。」BLの シーズンが終了した4月下旬には正式記者会見が

開かれる予定だが、「]題は誰がヘッドコーチになるかではなく、H本

としてどんなスタイルを目指すのか、その強化の方向性を示し、実行

していくかだろう。

方́、女子は9月のアジア選手権で3位となり、前回逃した世界選

手権の切符を獲得した。陛代交代の最中だが、上は5歳 から下は19

歳まで、幅広い年齢層のチームを構成しながらアジア予選を乗り切っ

た。現在女子は高校41に有望な選手が多く、U-18世 代ではアジア制

覇、U-16世 代ではアジア2位で、ジュニア世代の世界選手権の切符

をつかんでいるのが頼もしい。今秋の世界選手権に向けては、多くの

若手を育成しながら、ロンドン五輪を視野に入れた強化をしていく予

定だ。

が

日本のエース竹内譲次

東アジア競技大会で銅メタルを獲得 した男女日本代表
テス トマッチ対カザフスタン戦より
2007W杯 、日本対ウェールズ/小 野澤宏時(サン トリー)
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トップリーグ衰退が招く危機!
文/木 村 理  Text OSAM∪ KlM∪RA

昨今の不況の波は日本のスポーツ界を大きく飲み込み、未だ浮き

上がる兆しを見せない。もちろん、この厳しい状況はラグビー界とて

例外ではない。

m∞ 年11月6日、ジャパンラグビートップリーグに所属する名門・

ヤマハ発動機ジュビロが、
"loシ

ーズンからプロ契約選手を廃上、正

規社員のみにてチームを運営することを発表した。経営不振の責任を

取って社長が交代し業績回復を目指す中で、ラグビー部が活動見直

しの対象になってしまったのだ。

D2年 に同好会からスタートしたヤマハは、2X13年のトップリーグ

創設当初から、常に_11位争いを続けてきた強豪だ。今「1、廃部という

形ではなく、チームそのものは存在することになった。しかしH本代表

のSH矢 富勇毅・FB五 郎丸歩など17名のプロ契約選手や外国人選

手の退吉脇ま必須となり、大幅な戦カダウンとなるだろう。これによる他

チームヘの大量な人材流出もあり得る。ヤマハの山本純生部長は「社

員中心の体制で来季もトップリーグに参戦したい」と含みを持たせる

発言もしたが、先行きが不透明である事には変わらない。

この流れは他チームでも同様だ。優勝争いの常連であるサントリー

サンゴリアスは昨年12月、強化体制の縮小を発表した。外国人スタッ

フやプロ契約選手との契約解除など、「強化の効率化とスリム化J(Hl

田雅人強化本部長)に着手し、ラグビー界に波紋を起こしている。

トップリーグが発足した2u13年以来、プロ化は一気に進んだ。それ

と同時に人件費の高騰を呼び込み、チームの活動費は大幅に増加した。

経済的に恵まれたチームであっても、プロ契約選手の増加や外国人

選手枠の拡大など、その負担は計り知れない。活動費の縮小は、たと

え強豪チームであっても避けられない。

もちろん、東芝ブレイブルーパスやトヨタ自動車ヴェルブリッツの

ように、社員のみで構成しているチームもある。しかし、会社の不祥事

や業績悪化など、事が起きれば一気に廃部へと向かう危険と隣り合

わせなのだ。

閉塞感ばかりを強調してしまったが、それでもトップリーグの観客

動員数自体は増え続けており、決してラグビー人気自体が衰えている

訳ではない。また、リーグとしても人件費の高騰を抑制するために、外

国人選手の人数と報酬に上限を設けたり、日本人新人選手の基本報

酬額や昇給・減給のルールを作ったりするなどの努力を見せている。

トップのカテゴリの衰退は、その競技そのものの衰退に繋がってし

まう。今後ヤマハやサントリーに続いて規模縮小の道を選ぶチームも

出てくるだろう。しかし、ラグビー全体の底上げや強化のためには、トッ

プリーグの盛況は必要不可欠だ。
"19年

のワールドカップに向けて、

日本のラグビー界を発展させるべく、リーグや日本協会が率先して、

ラグビーの楽しさをアピールしなければならない。今まさに、正念場を

迎えているのである。
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モ…夕Tスポーツ サッカー

2010年冬季オリンピックの開会式、日本選手け|の放手を務めた岡崎

朋美(現姓安武)の年齢は38歳。スケルトンの越和宏に至っては45歳。

彼ら「アラフォーJ、「アラファーJ IIL代のバンクーバーでの勇姿は最近

のスポーツ界を象徴する光景だった。というのも、オリンピックのH本

選手に限らず、最近のスポーツ選手は皆、以前に比べて選手寿命が

長くなっているからだ。

Flの 世界でも、今年 411T2を迎えて現役に復帰した選手がいる。ミ

ハエル・シューマッハだ。M・シューマッハは Fl史 L最多となる合計

7度チャンピオンに輝いただけでなく、通算91勝と前人未踏の記録を

残して、

“

年限りでり1退していた Fl界 で伝説を作ったチャンピオン

である。

実は ―線を退いた選手が「メび現役に復帰するという例は、モーター

スポーツに限らず、あらゆるスポーツに見られるごくrl然な状況と::っ

てもよい。特に頻繁に見られるスポーツが女子テニスだ。ウインブル

ドンで史上最多となる 9度 の優勝を誇ったマルチナ・ナブラチロワも

%年 に一度ラケットを置いた後、2Cm年 にカムバック。o3年 に46歳

でシングルスとダブルスに続いて、ミックスダブルスでも生涯グラン

ドスラムを成し遂げるという偉業を達成した後、り1退した。

ボクシング界でも77年に引退して11教師活動をしていたジョージ・

フォアマンが87年に10年ぶりにlll役復帰。2度のタイトルマッチ敗戦

を経て、94年 に 18歳 年 ドの:li者を破って最年長 (45歳 H)で、「1身

20年ぶりに世界ヘビー級I者 に返り咲き、中年男性の心を揺さぶった。

現役に復・1/●・して再び活V#することが

'1)口

ではないスポーツ界で、

そのカムバックを 2度 も行った選手もいる。バスケットボールのれ‖様

と言われるマイケル・ジョーダンだ。blBAの シカゴ。ブルズで 2度 3

連覇を達成した後、
"11に

引退。ところが、その 2年 後の 0111に 38

歳で 2度 ‖の復帰をするのである。2度 ‖の復帰はll「巣ではなく、弱

小チームだったためチームを優勝に導くことはできなかったが、最後

のシーズンは史上初の 「40歳、40得点」を樹立して03年にり1退した。

もう1人、ガンに体を剣はれながらも過酷な化学療法を施して奇跡

の再起を果たしたランス・アームストロングのカムバックも忘れてはな

らない。アームストロングは、
"年

からツール・ド・フランスで前人米

踏の 7年 連続総合優勝を果たした|′1転lli競技史 11最強 と||われる

ロードレーサーだったが、05年 限りでり1退。そのアームストロングが

∞年に37 1rlで現役に復帰して、いきなり総合3位 となり、4年 間のブ

ランクを感じさせないたりを扱露したことは記
′
憶に新しい。

このように 度、頂点に立った選手のカムバックが成功している:!「

由には、スポーツrlギ:の発展があったことは忘れてはならない。しかし、

それとともに、もう ^つ忘れてはないないものがある。それは ‐流選

手の引退は往々にして体力的な低 ドや才支術的なレベルが ドがったか

いではなく、モチベーションなど精神的な1川題に起因しているケース

が少なくないかいだ。

果たして、M・シューマッハのカムバックは成功するのか。注目の

“

10年シーズンは3り11211に暮力ヽ刑ける。

3

今季、メルセデスで戦うシューマッハ

41歳 で復帰 したシューマツハ

東アジア大会 2010/日 本vs中 国(味の素スタジアム)

36



文/渡 辺達也

7  )

脚 ァ i口 I

l)ヽ

失われた8年間を
取り戻すために

Texti TATS∪YAヽへ/ATANABE

昨年の日本サッカー界は、日本代表が 4大 会連続のワールドカッ

プ出場を決め、」リーグでは鹿島が史上初の3連覇を達成という偉業

を成し遂げた。だが、世間のサッカーに対する注目度は、決して高く

はなかった。なぜなら、ワールドカップには出場して当たり前と思われ、

それが 1位通過を決めたオーストラリアに1勝もできず勝ち点差5を

付けられての2位通過では、誰も素直に喜ばないだろうし、ワールド

カップでの期待も薄れるというもの。鹿島の3連覇についても、大きな

補強をしたわけではなく、前年の戦力のままリーグ戦を戦い、終盤に

は清水、川崎が首位に立ったが自滅。鹿島の強さよりも、他チームの

不呼l斐なさ、Jリーグ全体のレベルダウンを物語っていた。かつて黄

金時代を築きlJデた鹿島、ヴェルディ、磐円の時代に比べて、ちょっと

見劣りする感じがした。

今年の日本サッカーは、ワールドカップイヤーでありながらも、静か

なスタートを切った。だが Jリーグは、」リーグ選手会が中心となって、

移籍金撤廃という革命を起こし、浦和の闘莉王が名古屋へ、広島の

柏木が浦和へと、各チームの主カクラスの選手が新天地を求めて移

籍した。欧州で長らくプレーしていた稲本が川崎に、小野伸二が清水

にと海外組の」リーグ復帰もあり、久しぶりに面白いリーグになる可

能性を秘めている。しかし、それもメディアに大きく取り上げられるこ

とはない。静かなスタートを切ったとはいえ、ヮールドカップが近づけ

ば、いつものような盛り上がりを見せるはずだ。

問題はワールドカップ終了後にある。日本サッカー界は、プロ化、ワー

ルドカップ初出場、そしてワールドカップ開催を目指し、短期間に一

負むこレベルアップした。特に1998年フランス大会前から2KX12年目韓

ワールドカップ開催までの時期は、まさに日本サッカーの黄金時代と

もいえた。しかし、その後は下降線をたどっている。「谷間の世代」「視

聴率の低下」「代表戦の観客動員の減少」と負の連鎖が続いている。

ワールドカップの結果次第では、大会終了後にサッカー熱が一気に冷

え込んでもおかしくはない。

大事なことは、ワールドカップの結果に関わらず、
"舵

年ワールド

カップ地元開催以後の「失われた8年間」を、どうやって取り戻すのか。

日本サッカー界の第2次黄金時代を、どうやって築いていくのか。ワー

ルドカップ。南アフリカ大会終了後、日本サッカー界には、避けること

のできない、大きな宿題が待っている。

3/

◎MANABU TAKAHASHI



自転車/"

女子だつて
サⅣレの上でもが

文/山 口和幸  Text:KAZ∪ Y∪KI YAMAG∪ CHI

国際自転車競技連合 (UCI)が 2012年ロンドン五輪の自転車競技

トラック実施種目を大幅に変更した。国際オリンピック委員会 (IOC)

の男女平等種目数の方針に基づいて、UCIが IOCに提案して
"∞

年

12月13日の理事会で認められた。

北京五輪ではトラックレースは男子7種目ま子3種目で行われたが、

ロンドンでは男女とも5種 目で行われる。日本で生まれたケイリンが

女子のオリンピック種目に採用されることになるのだ。

近年の五輪において実績を残すトラック男子を集中的に強化して

きた日本にとってはかなりの痛手になる。トラック女子が国際大会に

派遣されることは極めてまれで、自転車競技における女子の出場枠は

増えたものの、そのまま日本女子が出場枠を獲得できるとは考えにく

いからだ。

トラック種目とは違うロード種目の話になるが、五輪の直近 3大 会

では、スピードスケート界から転向してきた沖美穂というスーパー女

子がいた。海外チームに所属し、五輪枠獲得に必要な国際ポイントを

沖自身が地道に拾い集めた。ある意味で日本の競技団体は沖任せに

していれば、五輸出場という課題はそれでクリアできたのである。

「私がいなくなっちゃったら、日本の女の子たちはどうするんでしょう

ね? 彼女たちはその危機感を認識しているんですか?」

そんなことを言い残して
"“

年末に沖が引退。」OC指 導者研修+1

度の難関をパスして、現在は2年 間のイタリア修業中だ。沖が抜けた

現役日本女子はほとんど海外活動をしていないし、競技団体も世界

選手権派遣を見送っているために国際ポイントはゼロ。アジア選手権

などの一発勝負で五輪枠が取れる時代もあったが、現状ではロンド

ンに日本女子が出場できるのか?

さす力ヽ こ現役女子だってその危機感を感じていることが救いだ。日

本に閉じこもっていないで、積極的に海外に出て、ある程度の成績を

収めなければ前途が見えてこないのは痛感している。

女子のトラックレース界も新たな可能性を模索し、選手一人ひとり

も精一杯頑張っている。ω10年で3シーズンロを迎えた「女の子だけ

のケイリン」、ガールズケイリン開催が次第に認知されつつある。選手

層の薄い短距離女子の底上げと、来るべき女子競輪興行の復活に向

けた話題づくりだ。

「このままじゃ賭け事にもならない。ロンドンに誰も行けない。自分た

ちが強くなれるのなら、スピードスケート界から転向組が押し寄せて

も大歓迎」

ガールズケイリン主力選手の一人の本音だ。

長引く不況で所属チームの活動費は激洩 所属団体も海外派遣に

,肖極的という状況下、日本女子はもがく、もがく。

地球なん周ものペダリング

ひたむきに追い求め

池田勇太

横峯さくら

NAKAMURA
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Lちの競演で、
離せないシ冒ズン

石川遼(18)と池田勇太(23)。横峯さくら(23)諸見里しのぶ(23)に、

有村智恵 (22)。20∞年の日本プロゴルフツアーは、この若さですでに

ツアーを背負って立つスタープロたちによって、賞金王&賞 金女王争

いが最終戦まで演じられ、一瞬たりとも目の離せないシーズンだった。

男子が 24試合、女子が 34試合。それぞれの試合ごとに大接戦や

独走Vが 演じられ、幾人ものヒーロー、ヒロインが誕生したわけだが、

先にあげた 5選 手の動向に注目し、一喜 ‐憂していさえすれば、最も

熱心なギャラリーになれた1年だったといえる。

石川は、マスターズ、全英オープン(いずれもr選落ち)出場などで、

しばしば日本を留守にしながらも、ミズノオープン、フジサンケイクラ

シック他を制して4勝 をマーク。最終的に獲得賞金額を1億8352万

4051円まで積み上げた。

「18歳だろうが年下だろうが、ひとりの選手としてうまいなと思う」と、

彼を認める発言をしていた池田も負けずに、日本プロ、キヤノンオー

プンなどで4勝。獲得賞金1億
"M万

1083円で第2位の席に座った。

石川が最終戦のゴルフロ本シリーズJTカ ツプで、最年少賞金工を

決めるまでの今季のこの両者のつばぜり合いは、実に見ごたえのある

ものだった。

なお、石川が 19位タイ、池田が 23位 タイに終わったこの試合の優

勝者は、九山茂樹。国内ツアーをlo年ぶりに制し、シーズン初勝利を

あげた40歳のベテランに拍手を送りたい。

女子はといえば、さらに劇的な史上最大の大逆転で、横峯が賞金

女王 (1億 7■ll万6384円)に輝いた。今季の展開を簡単に追い力ヽ ナ

てみると、激しさがよく見えてくる。

6月いっぱいは、横峯が廣済堂レディスなど3勝して1位。負けじと

諸見里がサントリーレディスなど3勝をマークして2位。

その後、8月のNEC軽 井沢2で 諸見里が2位、横峰が26位タイ

となり逆転。この試合に勝ちシーズン3勝日とした有村も大接近だ。

この後、9月の日本女子プロで6勝した諸見FFが、調子を落として3

位に落ちた横峯に約

“

∞万円の差をつけて独走。一時は賞金女王を

あきらめ力ヽ ナた横峯だが、残り3戦 となった伊藤園レデイスを勝ち5

勝日。次週の大工製紙エリエールレディスで、なんと有村も5勝 目を

あげてランク3位に急浮上してきた。

そして迎えたメジャー大会でもあるLPGAツ アー選手権リコー

カップ。諸見里有利の状7兄ながら、横峯、有村にも可能性ありという

この最終戦で、有村が 9位 タイ、諸見里は1打足りずに2位 で終 r。

最終日最終ホールで、最終組の2選手がスコアを伸ばせず、6アンダー

でホールアウトしていた横峯の優勝と、逆転賞金女王が決定したとい

うわけだ。

シーズンを終えてみれば、なんとこの3選 手でツアーの半分にあた

る17勝をもぎとっていたことになる。

同大会には、今季米ツアー初勝利をあげた宮■藍も参戦、2打差の

6位タイと健闘した。

39



体操/ス キー

12月31日、今年最後の日に冬将軍が到来した。日本列島は発達した低気月1こ

覆われ各地で暴風や人雪になっている。「1は、いい雪降っているかなJ人気予報

を見てみると、「発達した低気圧力ちり、西高東低となうております」

仕事柄、こんな天気予報を聞くと自然と笑みが浮かぶ。何度見ても変わらないが

インターネ外でスキー場のライブカメラを繰り返しみてしまう。

冬が始まると、スキーヤーと一緒に山に登り、自然を相手に作品を作る。/c/vなこ

とばかりしている僕が、9月7日は世界の美女たちにレンズを向けていた。二重で行

われる世界新体操選手梶 そして、初めて経験する世界選手権大会。何度か卜1

際大会は経験しているが、やはり身が引き締まる思いがした。

プレス受付ですでにそれを実感した。身分証明や顔写真入りのプレスカード。い

くつもの決まりごと。そして、充実したプレスルーム。多くの報道囀

プレスルームに入り、ゆっくり準備%。 新体l・xの演技はグルヴ ごとになべヽり、

撮影は長く朝から夜までかかる。そのため、関係者のための軽食がでる。確実に

それを確保しとかないと、 個持「な 。ヽさす力ヽJ際大会だけあづて、おにぎりや菓

子パン、飲料水など「分な量力潰してあったので、しっかり補充させてもらった。

プレスルームを後にし、機材を持ち会場へ、途中lコまキャノンと コンのサービス

センターもありいい雰囲気 しかしプレス関係者会場入り口までは遠く、プレスカード

に記載されているアルファベットの文字り、日し力,日入りはできない。ちょっと面倒だ

が仕方がない。そして会場に入り、指定されている場所を何度ざド見し、この位置

に決めようかと思しヽ腰を落わ かせると、

「おっ―、城～、久しぶりだなあ～。新体l・Aに来るなんて珍しいな―」

どこ力で聞いた|1調。対PS会長の水谷さんだ。

「俺の隣か―。その隣は薬師さんだぞ。こんなのはめったにないぞ～(笑)」

水谷さんは私の師匠。弟子時代はスキー場ではよく隣で撮影し、現場でよく怒鳴

られた覚えがある。今となってはいい思い出、また先生の隣で撮影できるのはすごく

うれしかった。そんな中演技は始まり周りからはシャッター音が鳴り始めた。指先に

シャッターを力ヽすか 、ヾなかなか押さなしヽ'1分がいる。

「本当のシャッターチャンスがくるまでは 」

世界選手権を撮影するにあたり、何かテーマを持うて試みようと思った。

新体操は1分半で演技が終わってしまい、夢llになって選手を追い力ヽすて撮ってい

るとあっという間に終わってしまう。気が付くと枚数力渤ヽさむ。デジタルになって仕方

がないが、それだ団まなるべく避けたいと思った。そして中途半端なレンズはさけク

ロ~ズアンプ|あと、なるべくドライブモードも使,1しない。

しかし、撮影し1/n・めると自分が描くようlコま撮れない。わかってはいたが、妥協は

したぐまなかった3何度も試みるがどうしようもないものばかりが、液品画面から映し

出される。周りは液品画面をチェックしているが、私はしたくもなかった。なぜなら撮

れてないからだ。

プロならみなきっと押した瞬間にわかる手ごたえがある。その手ごたえはいろんな

プロセスから41まれる。努力、運、才能、経験お反面は、悩み、苦しみ、考え、工夫する。

私は ‐生悩み、苦しんでそうな気がする。でもそれだから、写真は楽しいのかも知

れない。悩み苦しまなかったら、何も生まれない気がする。

近年デジタルイリま進み、誰もが簡単に写真を撮ることができ、押せば写せてしまう。

私たちプロはやはリプロにしか撮れないものどメし、押した瞬間に何度もある手ごた

えがなければならない。

最終演技i陸‖tり終え、心地よい疲労感を感じながら、プレスルームに戻り、あっ

たかいコーヒーを飲んでいると、外は真っ赤な夕|になっていた。そしてプレビューを

押し、笑みを,勒べヽる「l分がそこlコました。

オルガ カプラノワ(ロシア)

アンナ ベッソノワ(ウクライナ)

アラスカのオーロラ

アラスカ バルディース

4θ



”「中一́

スキーカメラマンとしてやってきて、特別な思いの場所がある、AK

VALllDES アラスカのノウレディーズ。

Jヒ米のスキームービーのハイライトシーンに出てくる、スーパース

テイープなビッグマウンテン。想像を超える急斜面でスラフと呼ばれ

る表層雪崩に迫られながらトップスピードで滑り降りるスキーヤー。自

分の撮影している雪の世界とは別物と感じながらも、何回もビデオを

見ては興奮していた。

その別物の世界に行って撮影したい。その気持ちが膨らんできて、

気心知れたスキーヤー達に声をかけたら、みんな同じ気持ちで一歩

が踏み出せないときにカメラマンからの誘い。一気に話が進んで、行

くことに決まった、しかし今から18年 くらい前で、インターネットもな

く情報が乏しく、取り合えず行ってみようの状態。

バルディーズでの山へのアクセスはヘリ。現地でオペレーションし

ているヘリスキーは当時2社あって、そのうちの1社に撮影のために

山に上がりたいと、みんなでヘリ代として持っていった金額で交渉し

て(今から考えると1桁違う位の安い金額だった)話はスムーズに進み、

居心地のいい安モーテルまで紹介してもらった。

数日、天気待ちしておとずれた快晴、早朝から山の中のヘリステー

ションに行ってヘリの順番待ち。後から来た北米の有名なフィルムク

ルー達はどんどんヘリで飛び去っていく。彼らは、ヘリをチャーターし

ていて、低予算の俺たちは、その合間の空いてるときに山に運んでく

れるらしい。8時間くらい待って、やっとわれわれの番が来た。しかし

その8時間はいろいろな所からここに来た、気持ちの同じやつらとコ

ミニュケーションできた貴重な時間だった。そしてそこで得たここで

のいろいろな情報が、その後役に立ってる。

ビデオで見ていたあの斜面をヘリから見たら現実になり、一気に不

安と恐怖を覚えた。自分があの斜面をカメラを担いで滑るというより、

降りられるのだろうか??

ヘリを降りてピークに立った瞬間、その恐怖は最高潮に達した。今

から滑る斜面があまりに急すぎて下が見えない。見えるのはその下に

ある岩岩岩……。ガイドから滑り出して2ターン位したら左左に行け。

そしたら斜面が見えてくる、まっすぐ行ったら岩でその下は崖だぞ。

今日は雪が最高にいいから、ハブファーン。ガイド満面の笑み。

スキーヤー達も、急斜面の大斜面に対応するために、この1本は撮

影無しで滑りましょうと提案してくれた。たしかに撮影どころじゃな

い俺の顔を見てのやさしいお言葉。

しかし、撮影してもしなくてもここは降りなきゃ帰れない現実。カラ

カラに渇いたのど。寒いはずなのになぜか背中に汗。これ以上ないく

らしY慎重に滑り降りて、無事生還。1本滑ると体も心もちょっと順応。

2本目からカメラを出す余裕も出て撮影開始。いい感じで撮影出来て、

3本ロラストラン。俺たちの撮影バジェットでは、これでおしまい。もっ

と撮りたい、もっと滑りたいの欲求を残したまま終了。

その夜、晴れ渡った空に、オーロラが …・・。

その後、3回バルディーズで撮影をした。このときの経験を生かし

ていい作品を残せている。

あの急斜面と、オーロラに魅了されて、毎年チャンスを狙っている。

今そFも一――。
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スケート

バンクーバー後の
日本薄 ―卜界の
現状
文 出中宮明  Textl NOB∪ AK TAllAKA

◎TAKAo FI鮮

“

申11

今シーズン(2009 2010)の 11本のスケート界は過渡期を迎えていたと

言っても過言ではない。

スピードスケートでは、1998年に長llF・五輪で金メダルを獲得した清水

宏保、ショートトラックでは、長年日本代表として活V滉してきた、り毛′「:が、

ともに2009年 末のバンクーバー7i輪代表選考会で敗れ/L輪代表の座を

逃し、り1退を表|り1。長野7i輪以降、日本代表を牽り|してきた2人のスター

が第 ^線から姿を消すことになった。

ただただ、寂しい感は否めないものの、ショートトラックはり」子の藤本ずi

大、高御堂‖「三らが、liltの後継者として今日本選手権で活」滉をし、女 r

の桜井丈馬はまだ大学/1iながら、企日本選手権で1000メートルと1500

メートル、3000メートルσ)i冠 を達成し日本女子のエースにr#り|||た。

スピードスヶ―卜の女 rは、鋼メダ,レを獲得した98年長野大会から5人

会連続で五輸出場の同崎川」美がいまだ健在ではあるが、全日本11‖F別

選手権で2人日の3冠を達成した、いまや日本女子のエースと言える小平

奈緒。そして、中学3年′11で/11倫代表を勝ち取った高木力lllという新星

が誕イ11と、勇出Iとしたイf手選手の登場で世代交代を印象づけることに

なった。

ツj子は、短lL瑯上で活躍する長I↓JL ttβ・加藤条治・及川クiだけでなく、

中長距‖Lでもタト国勢と引けのとらない選手がでることを望んでやまない。

日本フィギュア界は、りJ子の高橋大幅・織ユ1信成・4 塚ヽ崇彦、女 rの

浅||1真央・安藤美姫など、シニアでは世界トップのスケーターが顔をlilえ

ている。ジュニアでも、女子の村 L佳菜子、男子の羽生結弦がともに15

歳でISUグ ランプリファイナルのジュニアシングルで優1勝、3'1の|IL界ジュ

ニア選手権でもアベック優勝を飾った。今日本選手権では、村 11が本」主

卓枝・武uJ奈也らを抑え5位に人賞。男子も羽生が6位、中lNl健人が7位と、

ジュニアの選手力液うやくトップを脅かすような存

`Jこ

なってきた。フィキヒア

界は剰刊‖織り交ざって、今後の

'舌

所Hが楽しみである。

7「輸シーズンが終わリー段落ついたのも束の間、すでに選手たちは次

なるステージヘ向かって歩み始めている。次なる最大のH標 は4年後のソ

チ (ロシア)冬 季五輪だ。その

'「

台に立てることができるか否か、それは

こオしからの一‐FI―‐日にかかっている。

来シーズン(2010/2011)は、12月にスピードのワールドカップが帯広で

開lL.2011年3月に東京でフイキユアの1世界選手権、4'1にはフィギュアの

11ヒ界国別対抗戦が横浜で開1[される予定となっている。スケート界の優

秀なる選手たちから今後も日を‖[すことができない。

2

スピー ドスケー ト界の新星

高木美帆

開会式で旗手を務めた

スピー ドスケー トの岡崎朋美

―
●

■
、

、

‐e
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A     
た。

AJPS会 員がお伝えするスポーツ情報が満載の「AJ PSホームページ」

がりニュニアルされました。大好評のフォト・ギャラリーをはじめ、取材

現場レポート、週刊スポーツコラム、各スポーツ部会が旬の話題を紹介

するロッカールームなど、充実したコンテンツがそろつています。

ぜひ、ご活用ください。

え 、日本スポーツプレス●●

И笏 夕んレ
    1取

材現場レポ ト



法人化に向けて
日本スポーツプレス協会 専務理事 JjЧ 沐 '羊

日本スポーツプレス協会は、新年度の総会で会員の理解を得て

円滑に法人化に向けて具体的手続きを始められるよう現在着 と々準

備を進めています。

任意団体からの進展構想は、今に始まった事ではありません。私

が初めて理事に選ばれた頃にも、将来の協会像として話題にあがっ

た事も在りました。またNPO法 人への移行も個人的にではあります

が真剣に模索した時期もありました。しかし、いずれの時も協会体

制自体が未成熟であったり、当時の法人が許認可主義であり申請

自体に高いと思われるハードルがありました。AIPSは 組織 ・運営 ・

活動のどれを見ても他の法人格を持つ協会と遜色はありません。ま

た、昨今スポーツのイベント化が進み、以前なら競技協会との直接

交渉で進んでいた話が、第三者どころか様 な々メディアや企業の介

入で複雑になって来ました。その中で、AIPSと いう団体の意志や目

的、そして責任の所在が団体自身ではない任意団体では、現実的

に説得力がない状態が生じて参りました。

将来の日本スポーツプレス協会構築に思案している中、一昨年

12月の改正法人法施行がありました。許認可主義から準則主義に

変更された事は、まさに天の声でした。1年間業界の動向を観察しな

がら協会の法人化を計画し、昨年の総会で提案したところ、会員か

ら思いのほかの戸惑いと反論があり、私自身愕然とした程でした。

確かに唐突に法人化といっても漠然としていて何がどうなるのかすら

概念的にしか説明できませんでした。説明不足、情報伝達不足、そ

して何より理事会内ですら具体的法人化像に格差がありました。し

かし、対外的協会活動において法人化が必然である事は理事会で

唯一認識が同じでした。当初 『説得や説明』ばかりが頭の中を空回

りする日々 が続きました。私自身の無知が原因である事は明白でした。

その時に私の耳に入って来たニュースが、「JALの 破綻」でした。荒

唐無稽のようですが、様 な々論議の中でJAL再 生論を聞くうちに協

会を根本的に考え直す事、徹底的に一般社団法人について勉強す

る事、現実に法人格を持つ団体に恥を忍んで勉強に行く事しかな

いと思う様になりました。協会の大義と存続の必然性、個性溢れる

会員の様 な々視点、そして現実的な運用と執行等、否定する事を避

け全てを肯定する中で現状と法人化後を比較した結果、現状を大き

く変える事無く法人化できる確信を得て、自信を持って法人化を提

案できるところまできました。

日本スポーツプレス協会は、1976年 6月に創設され来年35周年

を迎えようとしています。たった16名のフリーランスが集まって始まっ

た活動は、『個 が々現場に在り、個性ある取材をして、それを多くの

人 に々伝えたい』という原′点に今も変わりはありません。時を重ね多く

の会員や賛助会員の方 に々最近ではOB会 も加わり、型にはまらな

いユニークな団体に成長してきたものだと思います。また30余年継

続した存在と,舌動は、団体としての認知と信頼を積み重ねて参りま

した。そんな日本スポーツプレス協会を、次代に繋いで行く為の絶好

機が法人法改正であり、協会の法人化なのだと思う次第です。
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スポニツ■
ちに夢を与える
PSの 思いで現

飼わなくても構わないんだけど… J

Π乍今の企業に抱えられていたスポーツの ll情

を見ていると、あの友人のF:葉を思い出す。

「うちの会社はスポーツにも関心があって、健仝

なんですよJ

その「i葉は見せ掛けだけで、スポーツ、そし

て選手たちのことを、/「N業が本心から考えてい

たとは思えない。

不況によるスポンサーの撤退や、活動費の縮

月ヽ。それによってチームの消滅や、選手のリスト

ラが相次いでいる。そのJjt状を見ると、このIFlに

はスポーツ文化なんてないんだなと改めて思って

しまう。

選手は11由に泳ぎ回れる池を求めている。そし

て、泳ぐ姿を見てもらうことで、はじめて喜びを

感じるのだ。

“文化"としてのスポーツは、この国にいつ根4・l

くのだろうか― 。

以前、知人の故郷に遊びに行ったときのことだ。

知人の実家は、工場を経営しており、ついでに

立ち寄る機会があった。茨城県の山の中に忽然

と姿を現す建物だった。

その敷地内には、場に相応しくない豪■な池

があった。きれいに整備された花壇にりHまれ、

l卜には高価そうな錦側!が何匹も泳いでいる。

しかし、工場で1亡しくlJllく人 は々、その光;Ftに

‖を向けるわけでもない。ましてや、工場の敷地

内は 一般の人は立ち人り禁止。近隣の人たちが

鯉の泳ぐ様を楽しめるわけでもない。

「なんでこんな池を作る必要があるの?」

素朴な疑間として友人に尋ねた。すると友人

は、こう答えたのだった。

「うちの工場で扱っている化学薬J71は、人|‖lの

体に害を与えるかもしれない。だから鯉を泳が

せて、『うちの「11場は安全なんですよ』と近隣の

人たちにアピールしているんだ。本当は製lなんか
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