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表 4写 真/上 から 宮里藍       ◎YUTAKA M ZUTAN
日本代表―カザフスタン ◎ATSUSH TOM∪ RA
入江稜介/古賀淳也   ◎TAKAO F∪」TA

リオネリレメッシ     ◎TSUTOMU TAKAS∪

優勝タイムll秒34。その間、夢中でシャッターを切り続ける。ゴール

後も必死で彼女の表情を追いかけた。

今思うと、広州に滞在した三週間のなかで最も7in密な時間。この夜

の興奮と喜びが、残りのアジア大会取材の活力になったと言っても過

言ではないかもしれない。

決してベストの走りではないなかで、日本勢では44年ぶりの快挙を

成し遂げた福島千里選手。世界のファイナリストも夢ではないと信じて

いる。

◎」UN TSUKIDA

フアインダーに迫り来る勇姿
撮影&文 /Jヒ 本寸ラ々 樹  Photo&Te× t:D∧ 」∪K TAMURA

広州入りしてから13日目。連日の取材と睡眠不足で疲労もピークに。

メディアセンターの食事はパッとせず。日本選手団の成績もパッとせず。

撮影意欲を削がれかけていた、そんな私に活力をくれたこの日。陸上

女子100メートル決勝。

普段のおっとりした雰囲気からはイメージできない抜群のスタート

ダッシュ。細身の体から繰り出される高速ピッチ走行。100メートル以上

先で望遠レンズ越しに小さく捉えていた彼女が、スタートの瞬間から

あっという間にカメラのファインダーいっぱいに追ってくる。





◎ TAKAO F∪ 」ITA

▲アジア大会、女子ダブルスと混合タフルスで

銅メタルを獲得 した石川佳純

昨年1年間で最も成長した選手は…。そう問われ

て真っ先に思い浮かぶのは、卓球の石川fl純だろう。

その証を存分に示したのは、今年1月の全日本

選手権だった。福原愛と対戦したシングルス準決勝

では、「1ゲームロを取って勝ちたいという気持ちに

なり、少し守りに入ってしまった」と、2ゲームロこそ

落としたが、そこから気持ちを切り換えて、4対 1で

圧倒する精神力の強さを見せた。

さらに藤井寛子との決勝でも2ゲームロまでは苦

しみながら取ったが、その後は圧倒。特に勝負を決

めた最後のサープは、「藤井さんはバックハンドカミL

手なのですごく不安だったけど、攻めないとダメなの

で思い切って出しました」と話し、それまでとは逆

回転で藤井の左似1に曲がって落ちるサーブで空振り

を誘い、勝利を決定させたのだ。

「勝負を決めた最後のサーブは新しいもの。石川は

新しいサーブをドンドン作り、守るのではなく攻める

つもりで新しいサーブを出している。国際大会で強

い選手の技術を吸収して、サーブやブロック、スピー

ドの緩急などすべての面で成長している」

女子日本代表の村 L恭和監督も高く評価するが、

◎TAKAO F∪ 」ITA
〉アジア大会、男子シングルスで

銅メタルを獲得した水谷 隼

その要因となるのは技術の進化だけではなく、精

神面での大きな成長だ。

彼女は昨年1年間、17の国際大会に出場するハー

ドスケジュールをこなした。そのうち4試合は格下の

相手と戦うことが多いジュニアの試合。卓球の場合

は、格下の相手に負けるほどランキングポイントのマ

イナスが大きくなる。母親の久美さんも「リスクの大

きいジュニアの大会に出場したことも、精神面では

ものすごくプラスになったと思う」と話す。

アジア大会は個人戦には出場せず、ダブルスと

混合ダブルスで銅メダルを獲得した石川だが、この

1年間で世界ランキングを52位から11位に上げて

いた。だがそこで止まったわけではない。1月末のイン

グランドオープンでは、昨年のアジア大会2位で世

界ランキング4位の郭躍 (中国)を破るなどで世界

ランキングを日本人トップの8位まで上げ、5月の世

界選手権後のロンドン五輸出場権獲得の可能性も

高くしたのだ。

一方男子では、今年に入って世界ランキングを自

身最高位の7位とした水谷隼も、進化を続ける選

手だ。

09年 L「界選手権は、岸川聖也と組んだダブルス

では銅メダル獲得の快挙を果たしたが、シングルス

ではベスト16ともう一歩だった。しかし昨年は格下

に取りこぼさない安定感を身につけ、アジア大会で

も銅メダルを獲得。さらに5連覇を達成した全日本

選手権も「今回は挑戦をはね除けて優勝したという

感じJと言うように、ここぞという時の強さは他を大

きく圧倒していた。

男子日本代表の宮崎監督は 「中国勢に狙われて

いた弱点が長所に変わるくらいになり、弱点が少な

くなった。全日本でも他の選手は、予想以上の成長

に驚いていたと思うが、彼は世界のトップに立てる

逸材。今その道を阻むのは中国の数名とシンガポー

ルの1名。世界でも片手くらいしかいないのではない

か」と高く評価する。

「以前より良くなったのはレシーブと、まだ波はあるけ

どバックハンドだと思います。特にバックハンド1編果題

として取り組み、昨年はこれまでより多く練習をして

段 自々信もついてきた。5月の世界選手権は非常に良

い形で臨めるので、今まで以上の成績が出せそう

な感じですJと、水谷は世界との戦いを楽しみにする。



泰再長1ァ ジァから飛び出したロンドン五輪を狙う新星

他の競1支へ||を杉せば、着実な成長を続けてい

ると|:えるのは、ド|11女 r短 ‖:離の41「,;千11Lだろう.

ただ|“イ1は、記録というより精|卜1白iでのそれが顕著

だったとi:える.

09年 11'Iのアジア選手権でも、向かい風1lnで

|′1己セカンドベストのll秒 27を出し、条件さえ良け

れば11秒 1台を出せる可能性を見せていた。その流

れを維持した昨年は、シーズン緒戦の100mで 11秒

21を、2戦 ‖の200mで 22秒 89と日本新を連発、,快

進撃を予感させるスタートで用リロの期待感は高まっ

た。だがそれにブレーキを掛けたのは、彼女の真1面

Hす ぎる′し、だった。「期待に応えなくてはいけない。良

い記録を出さなければいけない」との思いが過剰に

なり、6'1末の日本選手権では、「頑張ってねJと 声を

推ドナられるだけで涙力ヽ 11るほどになったと;iう。

最初の100mは 11秒 30と、まずまずのタイムで

優勝したが、1己録を期待していたマスコミからは「残

念でしたね」とi:われてますます追い込まれてしまっ

た。最終日の200mは 「もう走れない」という気||ち

に捕らわれ前夜に一HTも出来ず。結局0秒 01差で

高橋萌木
j■

に敗れ、08年 10月以来の対日本人との

敗戦を喫してしまったのだ|,

そんな1人,)とにまでF`1っていた価「↓が、右サ神白iの成

長を強烈よこ見せつけたのが 11月のアジア大会だった

夏1///Jに経1険した2度 のヨーロッパ遠征などで気

持ちをL/」り換え、大会へ向けて訓 rも上げてきてい

た。しかしアジア大会へ向けた出発直前には左足尚

を捻挫してしまい、最終調整が不十分なまま大会に

臨まざるを得なくなったのだ。最初の社||だった100

mで は、明らかに持ち前の加速力を見せられなかっ

た。そして決勝ではクビエヮ (ウズベキスタン)に 中

盤から先行される展‖]になってしまったのだ。それで

も力まずに走った福島はラスト5mで 並びかけ、最

後にいつもはしないフイニッシユをしてゴール。

「ゴールインした瞬間は負けてしまったと思っていた」

というが、0秒 01差で優勝。指導する中村監督

は 「これまでの先行逃げL/」りとは違うパターンで勝

てたことに価値があるJと 話す。続く200mは 練習

不足がたたり、ラストではもがく走りになったが、前

半の貯金で余裕を持って逃げ切り、日本女子初の

100mと 200mの 2冠を達成。3冠 目を狙った4×100

mリ レーは3位 に止まったが、彼女σ)1勝負に

'」
する

熱い気持ちの一_l llを、広州では見せてもらえた気

がするt,

その後は様 な々イベントに|亡`殺された福「うだが、

それも111りlけには一段落つき、今季へ向けてもl lt

'Jだ

、中村I許1千も 「福島は大きな大会の一つひとつ

を力にしていくr。ァジァ大会を経験して意識レベル

もさらに 11がり、練習へのIRり湘[みも大きく変わって

きたJと 顔を続ばせる。

今季も開ネからH本 新のアナウンスがl■lこえそう

な状況だが、福島が引っ張る女子短II離チームは

「ロンドン五輪の4×100mリレーで決勝進|ll」という

大きなH標 をltJげている。その第一歩が始まるのだ。

昨年は|IL界選手権と|lrlが近かったためにアジ

ア大会へは出la/Jしなかったツ〕r体 操の内村崎t平も、

L界 での自身の足場をガッチリと同める ‐年を過ご

したと言える

昨年は2不i‖でそれまでより難易度を少し落とし、

余ネイ)を持って演技をすることを‖標にした I)月の

|IL界選手権でも 「ロンドンノi愉の総合で優勝する

ためには得点を93～ 94点台に乗せなければいけ

ないと思うが、今年の|IL界選手権では点数ではなく、

ミスなくやることの方が武/rになると思う」と1活して

いた通り、得意な床で 15・566点を出して流れに乗

ると、弱点といわれるあん1じでも15・00011を稼ぎ、

企種H15点 以 Lの安定感でトータルは92・331点

を獲得。2位 に2点以 11の差をつけるl■勝でll界選

手権イ‖人総合迪覇を決めたのだ。

美しい体操を追求する勺本1は、今年は東京で月l

催される11L界選手権でも優勝候補。3迎 ‖jj上成でロ

ンドンだ輪へ弾みをつける1可能性も大だ|

上左/ア シア最大の祭典、アシア大会。世界 2位 の高さを誇る
広州タワーをバックに した開会式

上右/16年 Ś りヽにアジア大会て金メタルを獲得 した男子ハ レー

下左/ア ジア大会で初優勝を果た した女子サツカー

下右/ア ジア大会て初の金メタルを獲得 した男子リツカー

◎KATSUAKI IWAMOTO
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◎DA」 U K TAMURA▼ 内村航平(体操)

◎MICH SH」 IMA

◎MANAB∪ TAKAHASHI

く吉田沙保里(レスリング)

▲錦織 圭 (テニス)
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SPECttINTEMEW
一一昨年の世界選手権以降、取材や出演の依頼が

多くて大変でしょう?

田中 そうですね。何か大変な事になっているとは聞

きました。でもその辺は、先4L(瀬 尾コーチ)が しっ

かりとコントロールしてくれているので大丈夫です。確

かにカメラが多かったり、テレビに出たりすることが

多くなったんですが、基本的に自分が出ている番組

は観ないし(笑)。あまリカメラがあっても気になりま

せん、自分は自分なので。

一 昨シーズンを振り返っていかがですか?

田中 本当に2010年は、自分にとってラッキーな1年

でした。改めて自分自身 「体操を好きだな」と感

じられた1年でした。自分が思っていたより結果がよ

かったので。用りの反応も凄く変わりました。でも自分

にとっての一番の満足は、練習通りの演技を大舞台

でもしっかりとできたliです。川頁位が良くても悪くても

… 。まだまだ自分は、金メダルを獲ったわけでも、

世界一になったわけでもないので。やるべき事を

やっただけなのに、周りの反応が予想以 Lに大きい

感じです。でも自分は自分。気にせずやっています。

― 注目されることは、力になりますか? それとも

時に牙Б魔になりますか?

田中 そうですね。力になると思います。やはり、たく

さんの人に応援してもらえるのは励みになります。白

分を知ってもらうことで、あまり知られていない体操

という競技を、みなさんに知ってもらえる。そこが一

番うれしいかな。自分を知ってもらうのもうれしいけ

ど、体操の楽しさとか、体操を好きになって始めて

くれる子供たちが、いっぱいできるほうがうれしい

です。

一一体操はイ国人競技ですが、団体競技でもあ|ります

よね。また日本代表として戦う時など意識に違いはあ

りますか?

田中 日の丸は、やっぱりすごく重いものだと思いま

す。日本代表に選ばれるのは、大変なことです。そこ

にはやはり、選ばれた者しか戦えない舞台があるか

らです。そこが 一番誇りに思う部分ですね。でもここ

(H体大)も日本一の大学なので、ここで日々 を過ご

せることにも誇りを持っています。みんなと練習でき

る事は幸せだと思いますね。日体大に入って初めて、

1司体の良さというものを知りました。高校の時は一人

でやっていたので。同体大で日1体戦に初めて出場し

たとき、人からもらえるパワーというのを感じました。

‐人じゃないパワーをもらえたっていうか、凄くそれ

が印象的だったんです。チームっていうのは、こんな

にいいんだって改めて感じた大学の4年間でした。

去年初めて世界選手権の団体メンバーとして戦っ

た時も、日体大で学んだ空気、チームヮークを伝え

るように心がけました。一人だけで頑張っているん

じゃないって。やっばり個人戦の時だと少し寂しいか

ら、なるべく団体の時と変わらない気持ちでいられ

るよう心がけています。

確かに個人戦の時は、みんながライバルです。そ

のなかで自分のモチベーションとなっているのが、ラ

イバル選手たちの活躍です。例えば他の国の選手が

頑張ってるから、自分も頑張ろうって。そういう気持

ちになります。だから相手選手の成功は、自分の事

のようにうれしいんですよね。「あの選手が成功した

から自分も瓜張ろうって」。逆にライバルの選手がミス

をしたら、私も悔しい気持ちになってしまいます。

胡

「意識  まヽ魂

きれいな体操、

美しい体操」



―一もしも高校時代のケガ(左足首の遊離軟骨)が

なけれは、もっと違った体操人生になっていたと思い

ますか?

田中 いや、そうは思わないですね。あの苦しい3年

間があったからこそ、今こうやって落ち着いて、色々

な事を考えられるようになってるんだと思います。23

歳という年齢になったこともありますが。高校時代を

思い返すと、ケガもあったし、反抗期もあった。燃

え尽きるような感じでした。体操を辞めようと思った

こともありました。

親に体操を「辞めたいJって言った時は、すぐ「辞

めていい」って言われました。最初は 「えっ、そんな

に冷たく言うの?」と思ったほどです。でも親には本

心を見透かされていたみたいです。「本当は辞めた

くないくせに」と思われていたみたいですから。親は

よく分かっていると思いましたね(笑)。大学生になっ

て親から離れてから、感謝する気持ちがすごく出て

きました。

― 練習を見ていると、つま先をとても意識している

ように見えます。自分の体操で意識している部分、

セールスポイントはどこですか?

田中 本当ですか? やっぱり意識はしています。き

れいな体操、美しい体操というのは、自分の中で

は絶対に外せない部分です。あと体操選手の中で

は体が大きな方なので、ダイナミックな演技だったり、

表現力だったり。その辺りを見てほしいですね。笑顔

は、いつも自然と出てきます(笑)。

一一笑顔といえば、一つ印象に残っているシーンがあ

ります。昨年のアジア大会の種目別段違い平行棒で、

落下したにも関わらず、満面の笑みを浮かべていまし

たね。そんな選手はあまり見た事がないのですが?

田中 そうですね(笑)。あれは、シーズンを通してノー

ミスだったところで、その時も「うまくいくだろうな

～Jって思って、油断した途端のミスだったんです。

やっばリーつひとつの演技を丁寧にやらないと。……も

勉強になりましたね。でも、あの瞬間はなぜか不思

議と悔しくなかったんですよ。「あっ、やってしまっ

た」って思ったと同時に自然に笑ってしまった。その

後に反省はしましたよ。なんでしっかり最後まででき

なかったんだろうって。

自分の弱いところは、やっばり「勝ちたい」って

いう気持ちが薄いんですよ。とりあえず自分の演技を

きちんとする、という気持ちは強いんですが。勝ちに

いく、一位になりたいという気持ちより、自分の演

技さえできれば結果がついてくる。そんな思いが強い

のかもしれません。もちろんメダル獲りたいし、世界

選手権の代表にも選ばれたいと思うけど、試合に

入ったら、なるべく考えないようにしています。

実は2009年 の世界選手権代表を外れた時は、

試合の時も「絶対代表入る、入る!」っていう気持

ちが強すぎたんです。結果的に守りに入ってしまって

失敗しました。その時から、「自分の演技だけに集

中すればいいんだ!」。そう思っていますね。

一一かつてアテネ五輪金メダリストの、冨田選手が

口にしていた「美しい体操」。そういった男子の影響

はありますか?

田中 そうですね。ありますね。兄軒口仁=2歳 年上で

日本代表)の演技は本当にきれいですし、もちろん

冨田さんの演技もとてもきれいだと思います。その美

しい体操のなかで何か「残る」演技がしたいんです。

人が見て 「理恵ちゃんの演技を見てすごい頭に残っ

た」とか 「もう一回見たいな」って思える演技をし

たいですね。

一一両親が元体操選手、兄も弟も体操選手。文字

通り体操―家ですね。

田中 そうですね。父は学校の先生で、母はインスト

ラクターで魂 ともに体操には関わっていま魂 私は6

歳で体操を始めたんですが、兄のきれいな演技に

は影響を受けました。でも弟(佑典=順大3年)が 、

一番いい体操するんです。柔軟性、瞬発力、全部

あると思いま魂 大学で冨田さんが見てくれています。

基本的に母は、試合会場には来ません。父はどこで

も来ますけど。きっと兄妹でオリンピックに出られれ

ば、母も観に来ると思います。そうなれば最高の親

孝行ですね。

― 最初に記憶に残ったオリンピックはいつですか?

田中 シドニーかな～?2000年 の。やっぱリホルキ

ナ選手ですね。初めて彼女の演技を見てから、もう

憧れでしたね。大好きです。中国の選手も好きなんで

すけど、彼女たちは小さくて真似できないので。ホル

キナ選手は164センチと身長もあるし、ヤバいです

(笑)。あの人は立っているだけで絵になったし、足

先が乱れない。ああいう選手にずっと憧れていまし

た。人好きです。

(注:スベトラーナ・ホルキナ/ロ シス 90年代中盤

から2000年代前半まで活躍。その妖艶でダイナミッ

クな演技には定評があった)

一 オリンピックのイメージはありますか?

田中 ん～、まだないですね。でもしっかリー歩一歩

クリアしていけば…・・。夢から目標には変わりました。

目の前には見えているから、あとはどれだけ努力す

るかです。本当に選ばれた人しか行けないんだな

～って思います。でも瀬尾先生と今のまま練習してい

ければ、きっと行けると思います。焦らず、考えすぎ

ず― 。

◇    ◇    ◇

好きな選手にホルキナの名前を挙げた時、なるほ

どと思った。クールで美人、そして強い。当時、彼女

ほど 「魅せる」を意識した体操選手はいなかった。

恐らく田中理恵も、「魅せる」ことを強く意識している。

そこが魅力であり、だからこそ試合の時も笑顔でい

られるのだ。彼女の笑顔は、性格が生み出したもの

ではない。彼女の意思が生み出す証である。

インタビューが終わり、見本でもってきていたバッ

クナンバーの 『対PS Magazine』をパラパラとめくっ

ていた田中が、ふとこんなことを言った。

「安藤美姫ちゃん、めっちゃよくなりましたよね。なん

かみんな (日本選手)の表情がめっちゃよくなった。

多分、あっちの世界の人の方がしんどいですよね。

あんな大きな舞台で。あんな大きなリンクで一人です

よ。でもめっちゃよさそう…̈…」

田中理恵 (たなか 。りえ)

1987年 6月 11日、23歳/和 歌山県出身/156セ ンチ。

日本体育大学大学院/2009年 、全日本選手権で 2位に入

賞し、一躍注目を集める。翌 2010年 世界選手権では団体

5位入賞に貢献。個人総合でも決勝に進出。最も観客を

魅了した選手に贈られる「ロンジン・エレガンス賞」を受賞。

同年アジア大会でも団体で 2位 、種目別跳馬で 2位 入賞。

いまもつとも注目を集める女子選手。

◎TAKAO FU」 ITA
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世界の舞台で本±11佳菜子の名がリンクに響く。

2010年、世界ジュニアチャンピオンという名を引っ

提げてシニアの大会に颯爽と登場した村上佳菜子。

まだ負ける怖さを知らない “イケイケ"の高校1年生

は、出場した大会すべてで表彰台にあがる快進撃。

12月に北京で行われたグランプリファイナルでも、

オリンピック代表の安藤美姫、鈴木明子を抑え見事

3位に入った。荒削りの技術ながらも、あの表現力

とスピード感で、観客を魅了。会場全体をも味方に

つけるような素晴らしい演技を披露した。

2009-2010シーズン、中学3年生。

村上は、出場するジュニアのすべての大会で表彰

台の1番上にあがった。まるで、5年前の浅田真央を

見ているようだった。ジュニアグランプリ、全Ll本ジュ

ニア選手権、グランプリファイナル、世界ジュニア選

手権。恐ろしい程順調な1年だった。

「真央ちゃんみたいになりたい」―一健気にそう言っ

ていた女の子だった。

真央ちゃんを尊敬し、姉のように慕い、浅Ш真央

と同じ高校に入学。譲り受けた制服を着て、浅円の

名前の刺繍をうれしそうに披露していた村 11。

翌2010-2011シーズン。高校1年生。

村上の勢いは、シニアに上がっても変わらなかっ

た。シエアグランプリに初出場したNHK杯 では、浅

田が本領を発揮できないまま8位に終わった一方で、

3位表彰台。そして、スケートアメリカでは、ヨーロッ

パ選手権を3度も制しているカロリーナ・コストナーや、

全米チャンピオンでもあるレイチェル・フラットをタロえ、

◎TAKAFUMI KO」 O 第79回全日本フイギュアスケート選手権より

“本人もびっくり"の、優勝を飾る。12月に行われた

今日本選手権では堂 た々る演技で3位。今年東京で

開催されるHI界選手権の代表を勝ち取った。

奇しくも、村上佳菜子の通ってきている道は浅「|

真央のそれと似ている。育った場所、コーチ、戦績。

しかし、彼女にはまだ浅田でいうトリプルアクセルの

村上任菜子(むらかみ 。かなこ)

1994年 11月7日生まれ、17歳/愛 知県出身/157セ ンチ。

中京大中京高校 2年 /2010年 は 2月 の世界ジュニア選

手権優勝にはじまり、10月のグランプリフアイナルNH

K杯 (3位)、スケー トアメリカ (優勝)でシエアデビュー。

グランプリフアイナルでは初出場 3位 。12月 の全日本選

手権でも銅メダルを獲得した。

ような最大の武器はない。そんな中で、村 11の行く

末は 『真央ちゃんみたいに一』4fくのだろうか?

11界チャンピオン、そして/i輪メダリスト。HJ旨すも

のは大きく、その道は1倹しい。

ここ数年低迷しているロシアからは続 と々索質あ

ふれる選手がでてきている。ソトニコワ、シェレペン、

トュクタミシェワ。もちろん、強豪の北米からもノi輪

に向けて新たな選手が|IL界の

'「

台に送られてくるに

違いない。匡1内でもジュニアの庄古l理紗を筆頭に村

11を追う選手がいる。

彼女の日標は3年後、バンクーバー五輪当時の浅

田真央と同じ19歳で迎える、2014年のソチ冬季五

輪だ。ただ出場するだけではなく、表彰台に上がり

メダルを獲得することが求められる。日の丸の工||:

に耐え、周囲の期待に応えることができるか、更な

る高みへと突き進めるのか?

その答えは、本J上が今後歩んでいく道程の中で

明らかになる。まだまだ成長の余地を残す彼女のlf

能性と、あの実顔の奥に秘められた強い意志が、

私たちにも笑顔をもたらしてくれるに違いない。
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◎TAKAO FU」 ITA

2010広州アジア競技大会Tベイ0人決勝より

上l

_21)1()イ「Hり」、中」「希イ4は広州アジアノ、会で2つ

のメダルを

`性̀|し

た

1「人戦の銀メダルと、」|イ本戦の企メグル 木↑有か

ら「11にlk)出 しなが′,、その中:みを
′
ブ〔にユニーク

な|れ いヽしで人Jりこうる

「金をむいたらチョコカツ||てきそうですよね |

開けば、 2つ σ)γIのガlまリノJも微攻71/にT(なるυ)だ

と :う
~11夕

刻みたいに制|かく剤 :してあるかと
'こ
tえは、フタ

はテキトー にヽかにも中 可っ|よいでしょう ロンドンの

メダ,レは、 き́ )と、 もっとlitでヽう
‐
よノょ|

||llitない実顔で冗談をlit なヽが′ジも、 プ」′亡で抱く

|||り1にブレはない 1年 1`後に迪るロンドン′「1イiへ

「」け、まさに/ぇ
、 II」Fは,■化の1■ にいる

|IPIまで1ま剣道部に属していたが、高十交からフ]l

ンシングに1り:IJJ~ると、||りもなくソlflをり[→
~lk撃

1作

があり、イ「効 向「が限′,れてヽヽるフルーレ、→カーフ・ル

と異なり、中」1の,F‖であるエヘは11のて っ́べんか

らつま先まで、すべての自iがイ「効向「になる

利|千より先に突け1ま月券ち | りlも、こυ)シンフルさ

になかれた

定の川1‖[を1呆った状態から、l lJみな剣さはき

でイ11手の/1 「ヽやり■元を引|う独
′
1のスタイルをイ

“

| たヾし、

IL/1・ジュニア選手1作を皮LIJりに、ワールドカソフパツグ

ランブ|りなど数多くの 「1際大会に|1場、(D年にはユ

ニバーシアード ベオグラード大会で御1メダルを■

イ|した

‖卜」じくして、フェンシング1協会もロンドン/11倫́、

千可けてくヽ1「lの 強化をllちIII→
~り

〕」
′
フルーレσ)オ

レグ・マチ■イチコ、ク・コーチに加え、「欠州から女

∫フルーレ、りj久エペ、りj女サーブルに3夕Iのコー

チを」イ111り 中」「もゴルバチュク・オレクサンドル・コー

チのもと、1支術改良に努めた

これまでは‖1手が出す剣の 「から
′
1分の剣を1友

き、 卜から攻lFするのが中11の得意とするスタイル

だったが、オレクサンドルコーチはこれをオ」(本から

変えさせた I友辟のセンスとホテンシャルをllってい

るとはいえ、フェンシングを始めて以来のスタイルを

変えるのは、イド///Jなことではない 1可際大会はおろか、

|1本選「1作でも糸占果力ヽ ||ない 口ヽ行∫‖|りtをキ売ける||、

7りlに州11卜されたアジア選手権で、ようやく新たな

感
′
,1がfllきに́ )ながる感角上をイ|た そのルk,こが発ll i

さノしたσ)が、 1カリlttσ)広り11 2つυ)メダル

`性

得は、

こガしからにつながる大きな|′|イをiになった

「太|||(雄貴)先■みたいに、日本でもlt界でも1ト

てる選手になりたいんです まだまだ全然、足りない

ですけどJ

人典‖‖,1な女14:`iJ jが、1りiたな歴 l_を亥」むその

‖まで 成上こと進化が|卜まることはない

中野希望 (なかの 。のぞみ)

1986年7月3日生まれ、24歳/福 井県出身 ン́́173センチ

武生商業高校→日本体育大学→大垣共立銀行′/09年ユニ

バーシアー ド・ベォグラー ド大会女子エヘ個人で銅メタ

ル、10年広州アジア大会では日本の女子フェンシング選手

として史上初めて女子エベ個人で銀メタル、女子団体て

金メダルを獲得.

(c)TAKAO FU」 ITA
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産業能率大2年。ビーチバレー音附こ籍を置く溝江

明香は、小学4年でバレーボールを始めた。ビーチ

バレーに出会ったのは都立駒場高時代。夏合宿の

一環だった。

「練習すれば上達する。それがわかるのが楽しくて」

練習場所であった湘南 ・平塚はビーチバレーの

メッカ。日本代表選手らがすぐ、隣のコートで練習す

る。それを見ながら「あんなふうにプレーしたい、もっ

と上達したい」と刺激を受け、高校3年で出場し

たマドンナカップで優勝した。

大学1年時には、当時インドアから転向して話題

となった菅山かおるとペアを組み国内ツアーに初参

戦するも、わずか数力月でペアを解消。シーズン終

了後に現在のパートナーである田中姿子から直接ペ

アを組みたいと声がかかったという。田中は、インド

アの選手として日立、NECの ほか日本代表として活

躍後、103年にビーチバレーに転向。06年のアジア

競技大会で銀メグルを獲得している。12年ロンド

ン・オリンピックを目指すパートナーとして、溝江を

選んだのだった。

そうして、10年、溝江は19歳でワールドツアー

デビューする。溝江の強みは威力あるジャンプサーブ

だ。しかし、若くスキルの乏しい溝江は徹底的に狙

い撃ちされる。2人 1組のビーチバレーでは、サーブ

レシーブすれば、すぐに自分が攻撃しなくてはいけ

ない。マークされることで疲弊し、得意のジャンプ

サーブが打てなくなってしまうこともあったという。

「世界を知ったからこそ、オリンピックを目指すなん

て簡単に口にできないくらい大変だということがわ

かったけど、だからって辞めたいなんてこれっぽっち

も思わない|」

練習への取り組みが変わり、肉体改造を推し進

め来たるシ‐ズンに臨む。

「正確なパスを上げる、相手がいやがるコースに打

ち込む。ピンポイントの緻密さでプレーすれば、負け

ない、勝てるってわかったからJ

前進あるのみ。目の前の目標はロンドンだが、そ

れは溝江にとっては一つの通過点だ。

「最終的にはオリンピックでメダルを獲ること。そのた

めにも、20年先にもビーチバレーを続けていたいと

思っています」

溝江明香(みぞえ 。さやか)

1990年 7月 16日生まれ、21歳/東 京都出身/176セ ンチ。

産業能率大学2年 。09年 に国内ツアーデビュー。2010年、

」BVツアー第 2戦 で最年少優勝を果たし、年間総合優勝を

獲得。新入賞を受賞。同年ワール ドツアーデビューし、ア

ジア選手権 3位、アジア競技大会 5位。最年少日本代表と

して回ンドン五輪を目指す。
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191 cmの長身で、走って、跳んで、シュートの撃

てる女子選手。まさしく、今までの日本にはいなかっ

た規格外の逸材。それが、今年度WJBL(女 r‖

本リーグ)に 衝撃デビューした人ll lルーキー、渡オ1

敷来夢だ。

埼玉は春‖部育ち。中
′
γ:1イ11からバスケットボール

を始めたが、本格的なコーチのもとで折尊を受けた

のは、夕IPl・桜花学同高 (愛知|)に入学してからぅ

高校HI代は、身長面でも能力でも何かうところ敵な

し。インターハイやウインターカップ(全国高校選llx)

といった人舞台になればなるほど、力を発「「する典

型的なスターの素質を持つ。l」|えて‖Jい
'ち

がクッキ

リとした顔立ちに、底抜けにり]るい笑顔でチームメ

イトを盛り立てる姿は、見る者を惹きつける ¬
`"

がある。高さを永遠の課題としてきた日本にとって、

渡嘉敷は2111L紀に現れた次llL代の救|IL〕iなのだ、

そんな渡嘉敷にも克月‖しなければならない方:にが

ある。ルーキーシーズンの今年14はlL界選手権の候

補に選ばれたが、代表ではアグレッシブな練il lit

についていくのにll一打ヽ 日本代表の先■たちがイ|:

掛けてくる激しいディフェンスや光力にサ|:倒されてい

た。身長や淋在能力ではまさっている渡井敷も、パ

ワーや体力ではかなわない。加えて、以前より抱え

ていた足の疲労骨折が悪化したために、代表合宿

を途中でリタイアc当面はケガの治療と体作りをする

ことが先決となった。

とはいえ、それは夏の時点での話。リーグが終1杵

に差し掛かった現在は、適応力の高さを発拘iし、

スタメンとしてフルタイム出場できるスタミナがついて

きた。何より、一番大切な仕1「である 「何が何でも

リバウンドを支配する」(渡嘉敷)という黄ff感も|||

てきた。ケガの先治と体力作りが渡嘉敷を いlIりたく

ましくさせたのだ。

今夏にはロンドン・オリンピックのアジアナ也IXお =

がある。当然、記者たちからは、オリンピック||1場や

海外リーグ挑戦について、気の早い『illりが飛ぶ、し

かし当の本人は 「今はイt人のことは考えられません

JXで 自分の仕事をするだけJと 、日の前のことし

か考えていない。いや、ルーキーである今は、将来

のことなど考えられないようだ。

渡嘉敷はまだ|′l分の持つ1可能1生を理解していな

いc無理もない.いまだ :1分より能力の高い選手と文」

峙したことがないのだ。714嘉敷が国内に留まる選 手

でないことは、ルーキーながらすでにWJBLで 活rll

をしている現状を見ブtば、諄|たもが感じること。今11

の夏、彼女はようやく、 
′
1分が超えるべきアジアの

ライバルたちに出会うのだ、,l可能1プLに|1党めた渡嘉

敷来夢を見られる|]は近い。

◎YOSⅢO KA戦・
″

女子バスケ界の将来を担う渡京敷来夢
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渡嘉敷来夢 (とかしき 。らむ)

1991年6月 11日生まれ、19歳/埼 玉県出身/191セ ンチ。

桜花学園高校→」Xサ ンフラワーズ/桜 花学園高2年時

に U18ア ジア選手権で初優勝に貢献。同年、初の日本代表

候補に選出されるが、膝のケガのために辞退.W」BL初年

度の20102011シーズンは、新人王とMVPの ダフル受賞

となつた。今年度は初の代表としての活躍が期待される。
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9既

日本が持っているデータは、りi、 1と もに 171・  の攻1率は、センター線を1咄とする速い攻1喜が′L命   辺はデータバレーの本場イタリアに波り、セリエ ヽ

のトノブクラスです―               線である |1本はここに気をlkられ、空いたサイド  のトソフチー′、に1卜同している そこで|よしたのが、

2()10年秋 バレーボールの IL界選 手権をIF:前に  から,りtめられるの力`それまでの負けパターンだった  日本が持っているデータの il1 141、さらに|たの1'

オ空えて、企日本女rυ)アナリストカ1辺 啓人は|′|イ|:   そこで日本は、たとえ他への′
■‖「が 手メリになっ  1下 さだった

を,△めてそう||にした                ても、センターからの攻撃をllじることに徹底した   たとえば、どの選手がどのコースに向かって|「ち、

それから数iШI‖J、その|「力tカザ〔
′
ブこであったこと  ‖手のスパイクコースを限,とすれば、その分だけ  それをIJ「がプロックでワンタンチを」Rり、 1たがレ

を見J「にIJ:明してみせる 3位 決,Lllでアメリカを  後ろで|‖えるレシーバーが
′、1:りやすくなる プロック  シープしたか あるいは、サープのコースや変化、

ドし、御1メダルを

`生

イ| |1本 の女] バ́レーにとって、  とレシーブの迪|りしが機能し、つないだボールは、  サーブレシープのシフト そうしたあらゆる項目を
′
ブ〔に32年 ぶりの快挙だった           木本」,少織、,:洲11':rの画サイドアタンカ~が イ

“

:′メ〔  xl ttk‖ 千こと、ローテーションことに数‖1化し、

布イ「はあった 8り Iのワールドグランプリで、プ  に得点に結びつけた 渡辺が1文集したデータとコー  監lfや選手にフィードバックする

ラジルIkの連敗を31で llめたのだ         チ師が湘l密に練った11術に、選 手が化学反応を   ,型 えたILツト,±手権 ベンチのi年にこつ員

`11政

義

このli式イ)の|1本は、11いソJが|りlィ確:だった それは、  lLこ した 1占‖tttkの月券利が専いた人

`ツ

14だった    I詐 lfの ■には、illldが握らブしていた そこには、

プラジルのストロングホイントを消すこと ブラジル   全日本が1イ1,こされるまでのオフシースンに、l14  //1々 と変化する1,イ)の中で|||さ れたデータが、

FIンつ
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勝那‰
“

バレーボール世界選手権 2010

コートサイドから・lll l時送りこまれていたし

力実に効果がよれたのがサーブである. つに

ミスが減った。次に、lLいを明確にすることで、サー

ビスェースが1曽えた。人逆転l.Llを演じた初戦を見て

も、ポーランドの1本に対して、日本は8本 ものサー

ビスエースを奪っている。ミスの数でも、ポーラン

ドの15本 に対して、日本はわずかに5本 とサ|:倒

nりこLI口1ったc

サープが機能すれば、守備が舌しれた‖1手は攻

撃パターンが激減する。必然的に日本は|′|サーブ

からのイllり|、1'イ
`(ブ

レイク率)が 11がり、迎糸売イ:+メ|、1

につなげることができたのだ。

もちろん、データはあくまでも傾1旬に過ぎない。

勝負どころで、ふだんとは異なるプレーをする選手

もいる。「1セットの中でデータによって点が取れ

るのは、2、3点のlL界」とは渡辺のiキ某である。そ

の先に求められるのは、選手の糸千ル貪や規]ナ引きだ、,

なかでも、ひときわ輝きを放ったのが木本Jだった。

全 11試合で木村が決めたスパイク本数は208

本。この数字は、すべての出場選手の中で2番 目

に多い計∫数はトンプの505本、決定率は4119パー

セントである。406本 ものサーブレシーブを受けて

いる選手が引tきだす数字としては1し共的だ]すな

わち、本llはまさに攻守の大却l柱として,舌躍した

ことを輛ロリlしている。

メンタル1白「の成長も大きかった。

第2次 ラウンドの中国戦に敗ブtたあと、本村は

i記者会見でこう1話している。

「‖1手も (内7ドは)よ くなかったと,こtうが、それ以

11に|′1分たちに勢いがなかった。これまでに1ヒベて

コートの中で静かだったし、先に点数を1反られても

いつかは追いつけるという感じでやっていた」

意人を突いた発「iだった.穏やかな′
円:格の本村

かいは想イ象もつかないほど、厳しいH調 だった。そ

の場の空気が、 瞬、キンと冷えた。

エースが F多わした警針に、オい選手が4千起した。

日jtましい活躍を見せたのが、二 「歳になったば

かりの

'は
‖である。

本オ1‐の対角として、ダイナミックなスパイクで得

点を稼いだ。■決勝のブラジル戦では、木村をし

のぐ28本 のスパイクポイントをたたきlllした.さら

に途中出場が多かった迫|||さおりも、持ち前の速

いバックアタックで日本の攻撃にアクセントを加え

た。

鋼メグルは、イ‖々の能力とチーム内の結束、そ

してスタンフ国1の11密なlll ttiによってrlられた必然

の糸占,tだった。

日本の女rバ レーを取り巻く環境は、大きく変

わった しかし、ロンドン/i愉までの道のりは、′Zヽ

ずしも容///Jではない

対1■‖1手はこれまで以 11に、日本に対して告戒

′しヽをJJtめてくるだろう。徹底したマークで木小」のIIJ

きをlNlじにかかるに辻いない.,11畑|のスパイクもこ

れまでのように決まる保]証はない。今年11り]には、

L位 3チ ームにロンドンノ「輪の出場権が′
iえられ

るワールドカップが開11される.来年のllt界最終 予

選までもつれることになれば、中1可や‖1可とアジ

アオ41を争う可能1■もある.

カギを〕|るのは、卿1メダルで得た確かな|.|イ:iだ(.

次なる1戦いは、すでに始まっている.



囲言格31:肺b_J皿盟を測釉鷺ニョθθz
カタログは、canon ipノcataЮgからダウンロードしていただくか、ハガキの場合は、住所、氏名、電話番号を明記の上、
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◎K M NOR SAWADA 本田圭佑vs朴 智星

「悲劇Jの 町、カタールのドーハが 「歓喜」の町となった。

サツカー日本代表は2011年1月にカタールで行われたAFCア ジアカップ

で激戦を制して優勝を飾った。イラン、サウジアラビア、そして日本の3カ国

がもっていたこれまでの最多優勝記録を更新する4回日の栄冠は、次 と々襲

いかかる障害を乗り越えた価値のあるものだった。

大会前、日本の周囲には悲観的な空気が広がっていた。2010年ワールドカッ

プで世界のベスト16進出を果たしたとはいえ、昨年秋に就任したアルベルト・

ザッケローニ監督は2試合を指揮しただけ。天皇杯の関係から満足な準備も

できずにカタールに向かわなければならなかったからだ。さらに、故障により

中澤佑二と闘莉王両センターバックの欠場、FWの 軸と目されていた森本貴幸

の不参加など、不安材料が多かった。

案の定、初戦のヨルダン戦から相手の厚い守備網に苦しむなど苦戦続き。

シリア戦ではGK川 島永嗣が、そして準 決々勝のカタール戦でDF吉 田麻也

が退場になって、10メこでの戦いを余儀なくされた。MF松 井大輔とMF香 川

真司という攻撃の中心選手が大会途中で負傷し、離脱するというアクシデン

トもあった。何より、6試合中3試合で相手に先制点を許したことが苦戦の原

因となった。

だが度重なる不運や障害にも、日本選手たちはくじけなかった。lo人になっ

てもあわてることなくパスをつないで攻勢をとり、交代出場した選手たちが驚

◎ KEN」 YASUDA  香川真司 (VSヨルダン)

くような活躍を見せて、1試合1試合勝ち進んだ。オーストラリアとの決勝戦で

試合中に左サイドバックから左MFに ポジションを代えられた長友佑都が左を

突破、中央に送ったボールを交代出場のFW李 忠成が鮮やかなボレーで決

めて優勝をもたらしたのは、「チームー九」で困難を克服したこの大会の日本

代表を見事に象徴していた。

アジアカップ2011は、ブラジルで開催される2014年ワールドカップに向け

ての実質的なスタートだった。ザッケローニ監督は1カ月間を選手たちと過ご

し、話をして考えや性格を知り、それぞれの選手が練習でどんな態度を取り、

試合で何ができるかを観察した。それだけではない。選手たちも、ザッケロー

2θ



◎ETS∪O HARA

二という男がどんな監督なのか、どんな人間なのかを知ることができた。そし

て幸運なことに、帰国してチームが解散するときには、両者は強い信頼で結

ばれていた。

選手たちはどんな状況にあってもあきらめない闘志と冷静さ、そしてベンチ

の選手たちまで′しヽをひとつにして戦うチームスピリットを見せ、「このチームで

指揮をとる者は幸せ」とまでザッケローニに言わしめた。一方ザッケローニは、

的確な選手交代でチームを助けただけでなく、サブの選手たちにまで細かい

気配りを示し、選手たちに感銘を与えた。

戦力面から見ても、確固たるFWの 切り札がいないにもかかわらず、日本

◎SHIN」I AKAGI

の攻撃がアジアの最高レベルであることが実証された。本田■佑、香川真■l、

そして岡崎慎司の3人を、中盤から長谷部誠と遠藤保仁がサポートし、両サ

イドを内田篤人と長友佑都が切り裂く攻撃は、本当に見事だった。本田圭のパ

スで長友が左を突破、ゴールラインまで食い込んで戻したボールをFW前 田

遼一が決めた韓国戦前半の同点ゴール、鮮やかなコンビネーションプレーは、

この大会で最も美しいシーンのひとつだった。

選手たちの奮闘と監督の冷静な采配により、アジアカップ2011は「ザック・

ジャパン」のこの上ないスタートとなった。その本当の意味は、2014年ワール

ドカップを迎えたときに明らかになるに違いない。
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◎MANABU TAKAHASHI

陸 上 TRACK&FIELD

バ ス ケ ッ トボ ー Jレ BASKETBALL

ラグビーRAGBY

体 操 GYMNASTIC

モ ー タ冒 ス ポ ー ツ MOTOR SPORTS

サッカーF00TBALL

自 転 車 日CYCLE

バ レ ー ボ ー Jレ VOLLEYBALL

スキーS圏

ゴ ル 7 GOLF

スケートSKA■NG
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I12F 不ヽ1下卜儒た男子バ乃
リリ] 代́表は llり」のアジア大会において、 1位の

成績を収めた 91イ|:広「:人会以来、
′
ブこに16イiガミリ

となるIJJ‖tだった ここ数イ1のアジア;±千権では、

0∫)イトが1邑り:ム上低σ)1()fル:、 0711が 81立とllti基 メ

タルを獲イ|したわけでもないのに、 lftの 成績で

ニュースになること|′|イイヾが、こブしまでのりjJ イ́て人の

1lt迷́メ1)を表していた

ドrtちるところまで「

`!ち

たりj」
′
イt人は、力t化策を)と

直すべく、今イ1サ支よリトι、 ウィスマンを1旨114fにil l

えた ウイスマンは、創部3年‖の」131ンリンクlllJ木ブ

レンクスをリーク初優月券へとヰいた「l施を」|つ ll

イ千初年1支の‖標として、「アジアir国から1,故をlR

り戻すことJを lLJげて 呼仕に着手した り:常におt然

とした‖イリIliしLだが、 |い 1奥えれば、それほど近

年の日本り〕J は́アジアのトンプ

“

いから11又|ルヽ され

ていたということ そのため、数多くの
′
り〔戦を積むこ

とから強化をスタートさせた

夏には、アジアで1作成のある2つのIJ際大会に

|llJ場し、1可内でも可1際親,キ1武合を月」ll 今イ11は|ヒ

ツドにつながる選 「権がないため、アジア各 可とも決

してベストメンバーを判んできたわけではなかった

が、それでもり(1戦を積んだ成,こは、11本人特イ∫の

判織力となって現れてきた そして、今イi度の集人

成となったのが、Hり1に広州で1月111されたアジア人

会だった

アジア大会は、日本人初のN13ヽプレイヤーであ

る|1臥り〕人が、はじめて日のメLをつけて1実う大会と

しても,i:‖を集めていた その||1臥が,可令J才ヽとして

ゲーι、をコントロールし、6()メ11前後のロースコアゲー

′、ながらも、利1次ぐクロスゲームを|」してベスト4進

出を決めた 勝 月は|ギiり強いチー′、ディフェンスがなt

州Jできたことに
'ヾ

きる 速攻をii体としたオフェンス

の|ル築は試行∫‖|りtの段階ではあるが、日本のH」旨

すべきスタイルが、アジア大会で:i式せたといえよう

しかし、メタルをかけた
'11ツ

こ‖ふ以「作の|1本は挑

1文者の姿勢を失ってしまった rll決勝の申|1可戦は勝

負|'Fのシュートノ」で及ばず、3f立ツじLllで はイラン

との空〕11実に敗れた ‖1手を抑えるディフェンスはで

きたものの、月券負)りiのオフェンスで奏‖行してしまった

のは、ビングゲームでの経ん尖不足だけ力り「 では

なかった 1,こ本的に、日本人の弱りl、1とされるIJ空本作

“

いや、イ+プ(シーンで逃げ‖要になるフィジカルとメン

タルのJ:jさが、,子き川′りにさブしたのだ 本Чlの勝負

がかかったj///7向iで1支いに挑む強さは、今の日本に

はまだなかった

ウイスマン1尤任1イli lで、アジア諸IJからの1'1敬

をイ|ることはできたといえよう だがそれは、今まで

忘れていた「1支う姿勢Jを1反り戻しただけにすぎない

本
｀
%の 押味での強化はここからがスタートなのだ

ウイスマン慌督が掲げる最人の|||卜は、アジアで3

つの出場権がある 「2014イ11のIL界選手権に出場す

ること|その強化の第 歩は、リーグ1伐終 J 後́の5

月末の強化合4古 「才∵手を含めた選手|りの競争」

(ウイスマン)か らク台まる

Ｖ

γ
多
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I魔予F鷹晏」 第90回全国高校ラグト 大会

ノーサイドのホイッスルが吹かれたとき、花園の

芝生に立っている30人はそれぞれの思いと表情

でその瞬間をかみしめていた。

平成23年 1月8日、第90回全国高校ラグビー

大会決勝戦、東福岡対桐蔭学園は31対 31の引

き分けで、昭和天皇崩御のため試合中止となった

第68回大会以来4度目となる両校優勝で幕を閉

じた。

連覇を狙う東福岡と悲願の初優勝に王手をか

けた桐蔭学園という、昨年と同一カードとなった

決勝戦。前半はバックスの決定力を生かした桐蔭

が試合のペースをつかみ最大で21点のリードを

奪った。一方、試合巧者の東福岡は後半、フォワー

ドとバックスの連携で試合の流れを呼び戻し終了

間際で慮1的なトライ。同点に追いつき、両校とも持

ち味を十分に出し切った決勝戦にふさわしい形で

試合終了を迎えた。

今大会は東福岡連覇の立役者となったCTBの

布巻崚介、準決勝で99mの 独走トライを決め卒

業後、南アの強豪クラブ、シャークスの育成アカ

デミー入りが決定した桐蔭学園FB松 島幸太朗を

筆頭に、多くの好選手が活躍した大会でもあった。

現在、高校ラグビーを取り巻く環境は厳しい状況

にある。競技人口の減少、地域間あるいは学校間

での実力格差など課題が多く、平坦であるとはい

えない。

だが限られた条件の中でも、さまざまな努力が

また今後は現在の高校生の世代が、代表スゴッ

ドの中心となることが予想される2019年ラグビー

ワールドカッス 日本で開催される世界最高の大会

に向けて、U20など長期的展望を持って継続した

強化システムも必要だろう。

大正7年、この大会が豊中運動場でうぶ声を上げ

て以来、長い歳月の間にルールもボールやジャージ

などの用具も、そして時代も変貌を遂げてしまった。

しかし楕円球をひたむきに追う高校生ラグビー

マンの姿は変わることがない。

幾たびの名勝負を生み、日本を代表する多くの

名選手を育ててきた全国高校ラグビー大会。日本

ラグビーの原点ともいえる 「花園」は、これからど

のような姿を見せてくれるのだろうか。

◎SH NSUKE IDA 全国高校ラグビー同時優勝の東福岡と桐蔭学園



◎DAI」U KITAMURA
2010年世界選手権、体操女子団体

《特別寄稿》

2011年 の体操ニッポンは?

今年の体操界最大の話題と言えば、10月7日よ

り東京体育館で開催される第43回世界体操競技

選手権大会だろう。この大会は、ロンドン五輸出場

枠を決定するため、毎年開かれる11界体操選手権

大会の中でも最もエキサイティングな場になっている。

(大会HPは http:〃www 201ltokyo com/ia/)

国内大会は、4月に2次選考競技会 (全日本選

手権)、6月に代表決定競技会 (NHK杯 )が行われ、

東京・代 木々第一体育館で開催される第43回世

界体操競技選手権大会を目指すことになる。

なお、本来ならば部会レポートは体操部会でイン

タビューを行う予定だったが、時間の都合上、特別

寄稿として日本体操協会の遠藤幸一氏にわかりや

すく解説して頂くこととなった。

2010年。男子は8月のユースオリンピック(シンガ

ポール)において神本雄也が、そして10月の世界

選手権 (オランダ・ロッテルダム)において内村航

平が個人総合優勝し、体操ニッポンがジュニアもシ

ニアも1世界の頂点に立つエースを擁することを印象

づけた。一方女子も、23歳で世界デビューという現

代の体操界にとって遅咲きの田中理恵がロンジン・

エレガンス賞を受賞し、ニューヒロイン誕生として活

気づいた。そして迎えた2011年。体操ニッポンはど

文/遠 藤幸―[日本大学准教授 日本体操協会常務理事]Text KO CH ENDO

んな年を迎えるのか、この場を借りて予想してみた

い。

男子団体の優勝は大いに期待できる。やはり内村

という世界チャンピオンの存在が日本の競技力に与

える影響は絶大だ。過去を振り返っても、小野喬、

遠藤幸雄、中山彰規、加藤澤男、監物永三、笠松茂、

具志堅幸司、塚原直也、冨田洋之らが他の選手た

ちと国内で競って相互が成長。そして日本代表とし

て世界と戦うとき、チームに安心感を与えるエースと

なる。日下、最大のライバル中国は、陳一氷をはじ

めとし、種目別世界トップの実力を持つ選手が複数

おり、その組合せによって団体の総合力を上げ、

残念ながら2010年ロッテルダム大会では敗れた。大

きな敗因はチームとしての大過失の回数につきるが、

団体予選の戦いで2位だったことも決勝の試合展

開に大きく影響した。団体予選でトップに立つかどう

か。今年の東京世界選手権、そしてロンドン・オリ

ンピックでの団体タイトル獲得のためのポイントにな

るであろう。

一方、女子団体はロンドン・オリンピックにおける

団体出場権をかけて正念場を迎える。2010年ロッ

テルダム大会では、団体決勝で5位入賞と健闘じ

たが、団体メダル以前に、まずは団体予選で8位

以内に入ることが最大目標となる。なぜならば、今

年の東京世界選手権団体予選において8位以内に

入らない場合、さらに2012年初めに行われるロン

ドン・オリンピックのテストマッチで戦って結果を残

さなければならないからである。まずは慣れた土地・

時差・器械 ・雰囲気という地元ならではのアドバン

テージを生かし、その目標を達成したい。なお、

2009年 ロンドン大会で個人総合3位となった鶴見

虹子が2010年ロッテルダム大会では得意の段違い

平行棒で落下するなどいい状態で臨めなかった。

鶴見の復調、そして鶴見を脅かす新しい選手の台

頭は、今の日本チームに欠かせないポイントになる

であろう。

さて、選手個人を見渡すと、男女とも日本代表は

誰になるのか、まずは今年の大きな注日となるであ

ろう。基本的には2010年ロッテルダム大会並びにア

ジア大会の日本代表 (llttpか″w輛 pn gymorjp/

art置ic/メayer/index html)が軸となる。そして男

子は、U21や やジュニアの各年代の強化指定選手

(llt●/,/ww両pn―gymOttpん ristたゎ1町e。もtlleノ

22kpukalltml)が 絡んでくることを期待したい。女

子は、2011年シニアデビューとなる1995年生まれ

の笹田夏実 (ユースオリンピック個人4位)、谷口佳

乃 (アジアジュニア個人1位)、古西里咲 (全日本

ジュニア個人1位)らに注目したい。
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ないのも事実。そこそこの腕にプラスして、資金 (ス

ポンサーやメーカーからの援助など)を 持ち込む

ことで、Flの シートを得ているドライバーも何人

かは存在するというのが実際のところなのだ。

小林選手が今年から参戦しているザウバー。そ

のシートを手に入れる要因となったのは、2009年

に2戦 出場した時の内容だ。小林選手はレースで

の活躍が純粋に評価され、数少ないFlの シート

に座ることを許されたのだ。

昨年、ペドロ・デラロサ選手と、ニック・ハイドフェ

ルド選手という大ベテランをチームメイトに迎えた

なかで、小林選手はこの二人をレースの結果で凌

駕した。多くの自j象的なレースを展開することで、

関係者の高い評価を得たのだ。そして今シーズン。

小林選手は名実ともに、ザウバーのナンバー1ドラ

イバーとして、チームを牽引していく事になった。

Flの 世界で、歴代の日本人でナンバー1ドライバー

になったのは、小林選手が初めてだ。

日本のメーカーや、スポンサーがどんどん撤退

して行くFl界 。そのなかで日本にとっての唯一の

輝ける星が小林可夢偉選手だ。

我々の期待を乗せてステアリングを握る才能溢

れる小林選手。2011年の彼の走りから、目を離す

ことはできない。

◎MAMORU ATSUTA

日本のFl界 に輝ける星 小林可夢偉



アジアカップで、2大会ぶりにアジアを制した日

本代表。「次は世界だ」と世論もメディアも騒いで

いた。しかし、アジアで優勝したからこそ、冷静に

大会を分析する必要があるのではないか。準決勝

の韓国戦、決勝のオーストラリア戦、日本は韓国や

オーストラリアよりも優れていたから勝ったわけでは

ない。逆にヨルダン、シリアといった格下相手に苦戦

するなど、2連敗してやる気がなかったサウジアラ

ビア戦以外は、どちらに転ぶかわからない試合だっ

た。つまり全体的に大きな力の差はないということ。

現段階では日本、韓国、オーストラリア、イラン

が横一線。それをウズベキスタン、1ヒ朝鮮、サウジ

アラビアが追う。しかし日本は相変わらず中束の激

しいサッカーに弱い。世界を意識するのはいいが、

その世界と真剣勝負を挑むには、アジアを勝ち抜

かなければいけないことを理解してほしい。アジア

を軽視すると痛い目に合うと思ったほうがいい。実際

にアジアカップでも対戦してみないと、どういう選手

がいるのかわからない相手もいた。しかも中東勢で

もトルコやベルギーでプレーしている選手がいる。イ

ランのネコナムはスペインのオサスナでレギュラーを

張っている。しかし残念だが日本のメディア、スポー

ツ紙はもちろんのことサッカー専門誌でさえ、日本

国内の情報、ヨーロッパの情報は掲載されるが、ア

ジアの情報は皆無に等しい。逆にアジアの各国は日

本の情報を集め、完全に丸裸にできる。

もうひとつ気になるのが東南アジア。高度経済成

長期に入っており、不景気な日本とは違い、サッカー

ヘの強化も進んでいる0特にベトナムとタイには注意

したい。ベトナムは中国の工場の給料の3分の1で

ある約8000円で済むため、先進国が生産拠点を

中国からベトナムに移し始め、女性の社会進出も高

まり潤っている。BRICsの次といわれるNEXTllに

も入っており、経済は急激に発展している。国内の

リーグは07年からプロリーグが誕生し、アフリカか

ら多くの選手を獲得している。昨年のU-16、U-19

はアジア選手権の本大会まで勝ち進み若年層の強

化を図っている。

またタイは9o年代からふたつのリーグが誕生し、

一時はファンがスタジアムから遠のいていたが、o9

年にふたつのリーグが統合し、本格的なプロリーグ

が誕生した。メディアは大きく取り上げ、新聞はプロ

リーグの記事を大きく割き、テレビでは生中継が始

まった。クラブにはスポンサーが次から次に契約を

結び、監督を海外から招聘し強化を進め、サポー

ターが再びスタジアムに戻っていった。タイサッカー

協会は、2018年にワールドカップ初出場という目標

を掲げ、若年層の強化を始めている。この2カ国が

すく
｀
に日本に追いつくとは思わない。しかし、アジア

を軽視して情報収集を怠れば、秋から始まるワール

ドカップ・アジア予選で、意外な伏兵に足もとをす

くわれかねない。世界を目オ旨すのは悪いことではな

い。だがその一方で、自分たちが置かれている立場

を理解し、しっかりと足もとを見つめることが大事で

ある。

アジアカップグループリー久
韓国対オーストラリア戦より

◎KEN」IYAS∪DA

アジアカップ3位決定戦、
ウズベキスタン対韓国戦より

」
Ｅ
Ｅ
７



◎YUZURU SUNADA

過酷なジロ デ イタリアの山岳ステージをクリアした新城幸也

ツール  ド フランスにて新城幸也。
地元人気チームの選手にだけ与えられた任務をしつかりとこな した

日本 初:日本勢歴代最高位!
新城幸也、チバリヨー!
文/山 口和幸 Te× ti KAZUY∪ K YAMAGUCH

日本の自転車ファンなら新城幸也を 「あらしろ

ゆきや」と読むことくらい、だれでも知っているだ

ろう。沖縄県 ・石垣島出身の、この26歳の活躍ぶ

りはそれほど驚異的で、マイナースポーツを自認す

る自転車好きの間では誇らしいニュースだった。

2010年に新城がやったこと。ジロ・デ ・イタリ

アであわや優勝か思わせる大逃げの末に区間3位。

それに続くツール・ド・フランスで日本勢として初

となる2年連続の出場 。完走。同じくジロとツール

という二大大会の出場 ・完走。さらに世界選手権

ロードでトップとタイム差なし、歴代最高位となる

9位。伝統のパリ～ツールで世界のトップスプリン

ターと対等に渡り合っての5位。

ユキヤ ・アラシロの名前は日本よりも欧州のほう

が知られているはずだ。ツールの最高責任者であ

るクリスチャン・プリュドムでさえ、最大限の賛辞

を並べてこう評価する。

「初出場の2009年、ユキヤが話題になったのは日

本人だったから。日本選手は珍しかったし、エキゾ

チックな記事にしやすかったからね。でも2010年、

ユキヤが話題になったのは別の理由だ。彼は集団

の中でも特筆すべき優秀な才能を持つ。これはお

世辞なんかじゃないよJ

一方の新城。日本自転車界の歴史をことごとく塗

り替えながらも、まったく満足はしていない。

「勝てなかったことが悔しい。2011年は有言実行で

いきたい。ボクはツール ・ド・フランスで勝ちたい

んですJ

2011年 のツールは新城が所属するヨーロッパ

カーの本拠地、西フランスのバンデ県で開幕する。

しかも第2ステージのスタートラインは新城が間借

りする部屋から真正面に見えるという。新城が意

欲を燃やさないわけがない。

「日本のみなさんに優勝してガッツポーズするところ

を見てもらいたいんですJ

26歳 にして身長が伸びたという。自転車ロード

レースで必要とされる経験値も蓄積した。機は熟し

たと見ていい。ヨーロッパからどんな快挙が飛び込

んできたとしても、自転草ファンはうれしい気持ち

こそあれど、それほどビックリしないかも 。

メジャーレースでの優勝と1司時に、新城が日標と

しているのが 2012年 に開催されるロンドン・オリ

ンピックだ。

「石垣島出身の世界チャンピオンは具志堅用高さん

がいますが、まだオリンピック選手がいないんです。

ねらっていきますよ!J

南国育ちの大きな瞳でいたずらっぼく笑いかけ

る。その明るさが新城の強さの秘訣かもしれない。



バレーボールではキム・ヨンギョン (」Tマ ーヴェ

ラス)が その一人。日本で開催される国際大会にも

度 出々場しており、ファンの間ではすっかりおなじみ

の選手だ。高校在学中であった2005年、韓国Vリー

グの興国 (フングク)生 命ピンクスパイダースに入団

したキム・ヨンギョンは、韓国内で 「超高校級プレー

ヤー」として注目を浴びた。興国生命への入団直後

には韓国代表入りも果たし、破壊的な攻撃力で常

に中心選手として活躍してきた。

2009年 5月、V・プレミアリーグ所属の」Tマ ーヴェ

ラスに2年間のレンタル契約で来日した。韓国人女

を出し続け、」Tは 25連勝を含んで26勝 2敗 を

記録、リーグ初のレギュラーラウンド1位を達成し

た。惜しくもプレーオフで東レアローズに優勝を奪

われたものの、個人成績では総得点 1位 ・アタッ

ク成功率3位の成績を残し、初年度から得点王 ・

敢闘賞 ・ベスト6に選ばれた。

2シーズンロとなる今季は、世界選手権や広州

アジア大会で韓国代表としての役割を見事に果た

した。しかしV・プレミアリーグ開幕直前に体調を

崩し、数試合を欠場してしまう。「絶対的エース」

の不在により、序盤こそチームは精彩を欠いたが

ラーラウン

と攻撃力が

影響力を

力の強い

JTにとっ

てなくてはならない存在となったのだ。

そんな彼女だが、今シーズンが終われば」Tと

のレンタル契約が切れる。韓国に戻って興国生命

でプレーするのか、それとも以前から希望してい

たイタリア進出を実現させるのか。もちろんJTで プ

レーする可能性も考えられる。「今は昨シーズンの

悔しさを晴らして優勝したい」と、JTで のプレー

に集中しているキム・ヨンギョン。日本での人気も高

まり、バレーボール界に決して小さくない「韓国ブー

ム」を起こした彼女の去就は、関係者やファンに

とっても非常に気になるところだ。

カスタムフレーム・オリジナルフレーム

写真展の企画・プロデュース

展示会場の設計・デザイン・設営および施工・運営

イマジン・アートプランニング
〒154‐0005東 京都世田谷区三宿 1…26‐3

丁EL 03…3414¨ 4277

http:ノ/wwwoimagine―ap.jp
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「メテレ・スキー!(スキーを履きなさい)」

日本を訪れていたオーストリアの軍人 ・レルヒ少

佐が新潟県高田 (現在の上越市)に あった陸軍

の部隊にスキー技術を指導した時にかけた有名な

言葉で、今からちょうど100年前、1911年 (明治

44年)の ことだ。日本のスキー史については諸説

あるが、レルヒ少佐の指導によって日本各地にス

キーとその技術が急速に広まったことから、日本

スキー史の発祥年は1911年とされ、今年が 100

年日の節目になっている。

それから日本各地にスキー場が誕生し、国産の

スキー用具メーカーも登場。戦後は一般家庭の生

活も高度経済成長とともに余暇を楽しむゆとりが

生まれ、交通網の充実、スキーの用具やウエアな

どが急速に進化したこともあってスキー人口は増

加。バブル期後半にはブームも手伝ってスキー人口

は1800万人前後まで達していた。

ところがバブルがはじけた90年代後半からス

キー人口は減少を続け、最近では最盛期の3分

の1まで落ち込んでいる。スキー人口の減少はス

キー場やスキーに関連する企業も圧迫。悪循環の

連鎖による閉塞感が業界に漂い、さらに地球温

暖化の影響のひとつで 「少雪Jと いわれるシーズ

ンも多くなり、さらに問題が複雑化している感も

ある。

現在、スキー業界に関わらず、日本の景気全体

も厳しい状況に変わりはない。しかし、「また、ス

キーをより多くの人に楽しんでもらいたい」と願う

スキー場や企業など、スキーを愛する多くの人た

ちの懸命な努力が続けられている。そして今シーズ

ン、100周年という節目により、その動きは日本各

地に巻き起こっている。記念行事的な各種イベント

はもちろん、将来の選手を育成するプログラムなど。

一見、業種や地域によって違いはあるが、スキー

業界全体が現状の打開や将来のために、ようやく

同じ方向を向いて動くようになったようにも感じて

いる。

100年前にレルヒ少佐が放った「メテレ・スキー!

(スキーを履きなさい)」の一声から、スキーは日

本各地に広まって、多くの人たちの心をつかんで

いったのだが、レルヒ少佐が当時伝えたこと、伝

えたかったことは、そう多くはなく、そのひと言に

尽きるとも言えるのではないだろうか。なぜならば、

スキーの魅力がすごく「シンプル」なものだからだ。

レルヒ少佐のかけた言葉通り、雪の上でスキーを

履いて立つだけでもワクワクやドキドキが感じられ

るスポーツであること。それは昔も今も変わらない

ように思う。スキーがシンプルに楽しいスポーツ故

に、その魅力を伝えること、感じてもらうことが難

しい部分もあると思う。我 メ々ディアは、まずこの

100年間をしっかりと振り返りながら、もっといろ

いろな角度からスキーの魅力を掘りおこしていき、

10年後、100年後にも1人でも多くの人にスキー

の楽しさを伝え続ける役割と責任を、さらに強く

自覚するシーズンとしなければならないのではない

だろうか。◎HIROSHI YATABE

100年 前、スキーを日本に伝えた レル ヒ少佐

台場にてスキー伝来 100周 年イベン トが華やかに開催

■琴与



I    F憲に,る現実

この5年間で男子ゴルフ界は,出現で大いに盛り

上がりを見せている。その最大の要因は石川遼プロ

の出現だ。

しかし、冷静な目で見てみると本当にゴルフ界は

盛り上がっているのだろうか。じつのところ低迷して

いるといってもいい状態なのだ。数字を見ると、まず

ゴルフをプレーをする人が少なくなっている。それに

ともない、ゴルフギアの売り上げが低迷しているのだ。

トーナメント会場こそギャラリー数は多くなっている。

ところが施設関係 (スタンド、看板等)は毎年規模

が縮刻ヽされているというのが現実なのだ。

男子トーナメントの数も10年前と比較すると少な

くなっている。以前は30トーナメントの大会が行わ

れていたが、今年は25トーナメント。確実に大会数

は減っている。これで石川遼という救世主が現れて

いなかったら、大会数は20トーナメントを切ってい

てもおかしくなかったろう。

女子トーナメントは9年前に宮里藍プロの出現で

盛り上がりを見せている。その後も若いプロが数多

く誕生し、盛況を見せているかに思える。そんな多く

のスタープレーヤーを輩出している女子の舞台でさ

え、状況は決して甘くはない。ここでも以前は38試

合あったトーナメントが、今年は34試合に減少。賞

金総額も全体的に減額となっている。さらに大会の

冠となるスポンサー企業も、全体の2～3割は3年

契約で大会から撤退。トーナメントを存続するため

に、代理店が新しいスポンサー探しに苦戦するとい

う状況が続いている。

そのスポンサー離れの要因は、トーナメントの主

役を外国人選手が占めているということだ。昨年は

韓国を含めて外国人選手がトーナメントの半数とな

る17試合で優勝している。今年もまた新たに8名近

い韓国選手が日本のトーナメントに参戦を予定。日

本人選手の置かれる状況は、さらに厳しい状況に

なってくると思われる。スポンサーの中には外国選

手の優勝があまりにも多くなりすぎると、トーナメン

卜を開催する意味がなくなると考える企業があるの

も事実。スポンサーからの撤退の動きを見せても仕

方がないことだろう。

全体的に華やかに見えるゴルフ界。しかし、現状

は決して予断を許す状況ではない。

◎YUTAKA M ZUTAN 女子」ルフ界のリーター 宮里 藍

写 真 業 界 を 目 指 す な ら東 京 ビ ジ ュ7J″ ―ツ (旧東京写真専Fl学校)

本校写真学科は、東京写真専門学校時代から培った長年のノ

ウハウを基に、高い技術 レベルと豊かな表現力を養うカリ

キュラムを準備。講師には、第一線で活躍中のフォトグラ

フアーを招き、現場に必要な知識をプロから直接学びます。

また、本校併設のミュージシャン学科や特殊メイク学科など

とコラボレーションし、創作の幅を広げることもできます。

森山大道
全米やフランスでの大規模

な写真展 を開催 するな ど、

世界的に評価の高い写真家。

スポーツフォト担当‖師

菅原正治
サッカーワールドカップや、

米メジャーリーグなどスポー

ツを幅広く取材する写真家。

1写真学科》霞拿量費:畿′号;,3窮宋:畿′鶏=劣輪に破り身
`鼎

撃芳

'陶
窮預翡み4疇攻‖

藷檬 寿耐‖鷺五Jp躙



◎ NOBUAKI TANAKA

四大陸選手権と日本選手権で優勝。

今季、安定 した演技を見せる安藤美姫

Ih真輛鐵警と隷
2010年はスケート界にとって素晴らしい幕開け

となった。

2月にバンクーバーで行われた冬季五輪。日本が

獲得した5つのメダルは、すべてスケート界による

ものだった。

まず最初に、スピードスケートでメダルを獲得。

スピード界で一番の期待を背負った男子500mで

長島圭一郎が銀メダル、加藤条治が銅メダルの

大活躍。女子の団体追い抜きでは、僅か002秒

差で金を逃しながらも2位銀メダル。国民の注目

を集めたフィギュアスケートでは、浅田真央が悔し

涙の銀メダル。高橋大輔は、日本の男子シングル

の選手としては史上初のオリンピックのメグルとな

る銅メグルを獲得した。

五輪後の3月には、フィギュアの世界選手権で、

シニア、ジュニアともに男女アベック優勝という偉

業を成し遂げた。浅田は日本人初の2度目の優勝、

高橋はショートプログラム、フリーともに1位の完

全優勝を果たし、かつ日本人男子初の世界チャン

ピオンとなった。また、ジュニアの羽生結弦、村上

佳菜子の優勝は、次代のニューヒーロー誕生を思

わせる嬉しいニュースであった。

そして10月、あらたなシーズンが開幕してもなお、

スケート界はメグルラッシュに沸いた。カロ藤条治は

ワールドカップ500mで 今季3勝、長島も表彰台

に4度あがる活躍。またフィギュアでは、グランプリ

6大会中、女子は3大会で、男子は4つの大会で

日本人が優勝と、いまや日本選手が主役のフィギュ

ア界といっても過言ではない。浅田真央、安藤美//F、

鈴木明子、村上佳莱子、男子の織田信成、小塚

崇彦、高橋大輔、羽生結弦。このそうそうたるメン

バーに、まさに世界中が日本フィギュア界に日が離

せない状況になっている。

そして、大会イベントも日本開催目白押しである。

2011年はフィギュアの世界選手権が東京、世界国

別対抗戦が横浜、グランプリのNHK杯 は札幌で

開催される。2012年にもスピードのジュニア選手権

が帯広で開催予定。翌 の々2013年は、いよいよソ

チ五輪の前年。2月には四大陸選手権が大阪で、

グランプリファイナルも日本開催が決定と、日本に

居ながらにして世界のトップ選手の真剣勝負を生

で見ることができる。

世界で活躍する日本人スケーター。いままでに、

これはどまで多くの選手が世界の舞台で名を馳せ

たことがあったであろうか。いまのこの順風たる状

況を続けていくためには、ジュニアなど若手の育

成が鍵になってくることは言うまでもない。その最

たる注目選手。羽生結弦、村上佳菜子、そしてスピー

ドの高木美帆。まだ高校生の彼らが、これからど

ういう進化を見せ、世界で結果を残すことができ

るのか、彼らの更なる成長を,い待ちにし祈るばか

りの、わたしは彼らのファンの一人である。
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日本スポーツプレス協会は、昨年 『一般社団法人』となり、今年設立35

周年を迎える事となりました。これは今日まで協会をご支援くださった賛助会

員はじめ、多くの皆様のご支援の賜物であります。会を代表し、心より感謝

申し上げます。また今号の発刊にあたり、協会広報誌として初めて協賛広告

にご協力頂きましたことを、重ねて御礼申し上げます。

法人設立までのこの数年は、協会として、また個人の会員として、それぞ

れの原点を見直す貴重な良い機会であったと思います。一般社団法人に

なったからといって、任意団体時代より継承する団体の目的や活動が変わ

る事はありません。しかし団体として、またそこに所属する会員としての社会

的責任は、あらためてその意識をより大きく改革せざるを得ません。世界中で

IT環 境が隆盛を極める社会となり、過去に経験が無い希有なスピードで

社会の構造や意識変革が起こりつつあります。また簡単に通信し得るIT環

境は、一方で両刃の剣でもあります。その中で、様 な々局面を持つ著作権や

肖像権の認識と意識改革や共通認識の確立、フリーランスとして取材報道

し公表する権利の確保や環境の整備に対しては、今まで以上に意識的な

活動努力をしなければならなくなりました。また日々 劣化してゆく銀塩写真と

デジタル化した今日の著作物の保存やその情報の共有についても、未来に

向けて協会として模索しなければならない責務であるとも感じます。

様 な々課題が山積の35年目ではありますが、何より大切なことは協会とし

て組織的に的確な目標に向けて、それぞれを一歩でも前に進めてゆくことで

あると思います。今年度を振り返ると法人設立以降の10カ月は、主に協会

の組織改革と、その整備及び活動事業の見直しに多くの時間を費やしてき

ました。特に年度末を控え、協会からの 『発信』をテーマとした事業提案や

一般社団法人としての1又益事業活動の提案があり、プロジェクト機関を設

置して具体化することにもなりました。今年度設置した35周年記念事業委員

会が打ち出している活動テーマも、期せずしてAIPSを 一般多数の人達に

知ってもらう為の 『発信』です。既存誌媒体が目に見えて減少し多様化す

る中で、一般社団法人日本スポーツプレス協会として独自な視点を持った『発

信活動事業』の重要性を考えていかねばなりません。

35周年記念事業は、原委員長を中心に秋の展開に向けて委員会が熱心

に企画を練り直しながら活動をしています。委員会のテーマは、い力ヽ こ不特

定多数の人達にAIPSの 活動と団体を知らしめるかで、その方法に日々 奔

走しているところです。かなり具体的になってきており、新年度から徐 に々具

体的活動に入る事と思います。

この記念事業についての議論を通じ、度々「協会は内向きか外向きか」

というテーマが討論されてきました。今までが内向きだったとは思いません。し

かし、現状で外向きに発信している事業活動は、この広報誌とホームペー

ジしかありません。これからは、当然ながら一般社団法人として質の高い視

点と表現を備えた情報発信をしなければなりません。そのため新年度は、こ

れまで以上に事務局を中心に組織的かつ有効で円滑な運営を′しヽ力ヽ す、組

織を確立し協会をより充実させる方向付けをする1年にしてゆかなければなり

ません。すでに新しいステージに踏み込んだ以上、すべては一九となって努

力する以外に道はないのだと確信するところです。

昨今の日本の政治・経済的状況は、我 に々大きな影響を与えている事は

否定出来ません。しかし、ここで立ち止まっては、大きなうねりに飲み込まれ

てしまいます。活動し続ける事、それが私達のできる唯一最大の武器である

と思えてなりません。

最後に、「何よりも好きな“スポーツ"をテーマに、様 な々視点で表現し、

それを社会、そして将来に伝える」という我 の々普遍的・永遠なるテーマを

天職をとするフリーランスの団体として、これからも活動してゆく決意を新たに、

『対PSマ ガジン2010-2011』発刊の挨拶といたします。

一般社団法人日本スポーツプレス協会 会長 ガくイ答 章 A

History of A,PS Magazine
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テレビから流れる、識者といわれる人 の々言葉が虚しい。悪気はない

のだろうが、耳に入ってくるコメントのすべてが陳腐とさえ感じられる。そ

う思ったのは私だけではあるまい。

3月11日の午後、東北地方から関東に至るまでの東日本を襲った巨大

地震。直後に太平洋沿岸の町 に々牙を剥いた凶暴な海水の大壁は、数

え切れない人 の々平穏な生活を奪った。一瞬のうちに、すべてが崩れ去り、

すべてが飲み込まれた。その現実の前には、安全な場所から物知り顔

で発せられる言葉は、何の意味も持たない。

当日の朝までは幸せな生活を送っていた、多くの尊い命が失われた。

ニュースの発表では、刻 と々犠牲者の数が増えている。機械的に加算さ

れていくその数字の一つひとつに、それぞれの人生があったと思うと、

心が潰れそうだ。

被災者の方 の々多くは、なんの前触れもなく、別れを告げる時間さえ

も与えられずに、愛する家族や友人と切り離された。彼らにかける言葉

を持つ者は、同じ体験をした人たちに限られるのかもしれない。

まだ第三者の言葉さえも受け入れられない心境の被災者に対し 「ス

ポーツで勇気を!」というのは欺1前でしかない。思い上がりもはなはだしい。

しかし、残念なことにプロ野球セ・リーグは、一部球団首脳の主導により、

まだ被災地に十分な救助の手さえ届いていない時期に、当初、予定通

りの3月25日の開幕を発表した。常識を持つ選手会の反対があったにも

関わらずだ。“野球人"という、およそ一般人には理解のできない論理。

それを振りかざすこの人たちも、野球人である以前に同じ日本メであるは

ずなのに。

スポーツが持つ力。それは受け入れる側に、受け入れるだけの心の

余裕があってこそ、はじめて勇気として伝わっていくのかもしれない。被

災された方 が々、再びスポーツを′し、の糧にできるとき。それが 10年後な

のか、さらに時の流れを要するのかはわからない。それでも、いつかまた

被災者の心とめぐり合うときのために、スポーツは歩みを止めてはならな

い。

同じ太平洋に面した東北の港町で生まれ育った。壊滅した町のすべ

てが、美しく優しかった。だからこそ、余計に悲しい。すべての被災し

た方 に々、対PSを代表して、心からお見舞い申し上げます。

メリん
′筋劣

A」PSマガジン V028

MARCH 25 2011
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陽:4回 AJPS AWARD 2010」 は会員及び実行委員による推薦があつた8名

のなかから、小野学氏に決定しました。同氏の長年の実績と功労が現在の冬季

競技の技術的向上と発展につながつていることが主な理由です。また、今回は

特別賞を新たに制定、大日方邦子氏が受賞となりました。チェアスキーの先

駆者としてバラリンピックの知名度アップに貢献してきたことが理由です。

1950年 9月 14 LI～2010年 7月 3「1 長野県湯LJ中市出身

1980年現役引退。1984年から全日本スキー迪lhノルディックスキーナ

ショナルチームジャンプコーチを務める。1992年から2000年 までナショナ

ルチームヘッドコーチを務め、リレハンメルオリンピックでは日本チームを

IJl体競技で銀メダルヘと導く。長野オリンピックではLH(ラ ージヒル)

で船木が金メダル、原HJが鋼メグル、NH(ノ ーマルヒル)で 川ヽ本が銀メ

グル、団体競技においては見事に金メダルに導き、IJ本ジャンプチームの

責金期を築く。アルベールビルオリンピック直前の1991-92シーズンのス

キージャンプ週間でV`i:ジャンプが|IL界のJL流になっていることを確認、

得意の語学力を41かしてこれを学び日本選 手弓に指導を行った。また、

ジャンプのrl学的分析にも力を入れ、踏みL/Jりの画像解析システムなどを

開発して選手強化に/Fかした。国際スキー辿盟の技術委員なども歴任、

2010年はバンクーバーオリンピックで、テレビ中継の解説を1lJlした。同11

7月3日、呼吸器不全の為に逝去。

第4回 AJPSア ワード

特 別 賞

《過去の受賞者》 第 1回 (2007年 )

第 2回 (2008年 )

第3回 (2009年 )

轟

♂
"ゝ

ノ

大日方邦子
K U N : K 0  0 B : N  A T A

1972∠F4月 161J/1まれ 東京都出身 アルペンスキー座位

冬季パラリンピックで日本選手lt多の通算10個 (金2個、銀3個、銅

5個)のメダルを獲得した。2010年のバンクーバーパラリンピック滑降で転

倒負傷し、日本代表チームかしの引退を決断した。今後は国内の大会に

出場しながら、後進の指導や人材発掘に努めるとともに、スポーツの魅力

を広く伝えるために活動していく。3歳のとき交通事故でイ「足の大lll(だ

いたい)部を切llTし、左足にも後遺J■
‐
が残った。高校′Lのときチェアスキー

を矢Πり、1994年リレハンメル大会から5大会連続でパラリンピックに出1場。

※今回、初めて特別賞を制定した理由として、障害者スポーツの

パイオニア的な存在である大日方氏の功績を称えるとともに、

A」PSで も幅広い分野での活動実績を広く伝えることが重要であ

ると考え、制定および受賞を決定しました。

浦和レッドダイヤモンズ/サ ッカー

北島康介/水 泳

鈴木憲美/国 立競技場技術主幹

◎KAZU」 I SHIMIZU

◎KAZU」I SHIMIZU
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2011年 主要スポーツ・カレンダー
■ゴルフ
《国内》4月 14～17日 日本男子ツアー開幕戦(三重県 東建多度CC名 古屋)
《国外&国際大会》

3月28日～4月3日米女子ツアークラフトナビスコ選手権
(アメリカ ランチョ・ミラージュ)

4月 7～10日  マスターズゴルフトーナメント
(アメリカ オーガスタ ナショナル)

■サッカー
《国内》4月 2、3日

4月 6日

4月 9、10日

4月 16、17日

4月 20日

4月 23、24日

4月 29日

4月 30日

《国外&国 際大会》

4月 5、6日

4月 5、6日

4月 12、13日

4月 19、20日

4月 26、27日

■自転車競技
4月 3日    ロンド・フアン フラーンデレン(ベルギー)
4月 4～9日  ブエルタシクリスタアル・パイス・バスコ〈スペイン)
4月 10日    バリ～ルーベ(フランス)

4月 17日    アムステルゴール ドレース(オランダ)

4月 20日    フレッシュ・ワロンヌ(ベルギー)

4月 24日    りエージュ～バス トーニュ～リエージュ(ベルギー)
4月26日～5月1日ツール・ド・ロマンディ(スイス)

■柔道
4月 2、3日   全日本選抜体重別選手権大会(福岡国際センター)
4月 17日   皇后盃全日本女子選手権大会〈横浜文化体育館)
4、月29日    全日本選手権大会(日本武道館)

■スケート(フィギュア)
《国内》4月14～17日 フィギュア

世界国別対抗戦
(横浜アリーナ)

《国外&国 際大会》

4月 8、9日   世界シンクロ選手権
(フィンランドNレシンキ)

■体操
4月 23、24日  全日本選手権

(国立代々木競技場)
◎TAKAO FU」 ITA

■パレーボール
4月 9日    Vプ レミアリーグ女子決勝(東京体育館)
4月 10日   Vブ レミアリーグ男子決勝(東京体育館)

■ハン ドポール

4月 6～9日  東アジアクラブ選手権(中国 山東省)
4月 24日    日韓代表国際交流定期戦(韓国)

■モータースポーツ
4月 10日    Flマ レーシア GP決 勝(セバン)

4月 17日    中国 GP決 勝(上海)

4月 22～24日 オー トバイ世界選手権日本グランプリ
(栃木県 ツインリンクもてぎ)

■陸上競技
4月 10日  ロッテルダムマラソン
4月 17日   ロン ドンマラソン

4月 18日   ポス トンマラソン

■自転車競技
4月30日～5月1日全日本選抜選手権〈国立代 木々競技場第二体育館)

■競馬
《国内》5月 1日    天皇賞・春(京都競馬場)

5月 29日   日本ダービー(東京競馬場)

■水泳
4月 1～ 3日

4月 5～ 10日

」1第 4節 、J2第 5節

ヤマザキナビスコカップ予選リーグ
」1第 5節、J2第 6節

」1第 6節、J2第 7節

ヤマザキナビスコカップ予選リーグ
」1第 7節、J2第 8節

」1第 8節

」2第 9節

UEFAチ ャンピオンズリーグ 準々決勝
AFCチ ャンピオンスリーグ グループステージ
UEFAチ ャンピオンスリーグ 準々決勝
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

飛び込み日本選手権
(神奈川県 相模原)

競泳日本選手権
(辰巳国際水泳場)

《国外&国際大会》
5月 7日    ケンタッキーダービー(アメリカ)

■ゴルフ

《国内》5月 5～8日  ワールドレデイース選手権(茨城GC西 )
5月 12～15日 日本プロゴルフ選手権(兵庫県 ′卜野東洋GC)

■サッカー
《国内》5月 3日

5月 4日

5月 7日

5月 8日

5月 11日

5月 14、15日

5月 21、22日

5月 28、29日

5月 25日

《国外 &国 際大会》

5月 3、4日

5月 3、4日

5月 10、11日

5月 24、25日

5月 28日

」1第 9節

」2第 10節

」1第 10節

」2第 11節

ヤマザキナビスコカップ予選リーグ

」1第 11節 、J2第 12節

」1第 12節 、J2第 13節

」1第 13節 、J2第 14節

ヤマザキナビスコカップ予選リーグ

UEFAチ ャンピオンズリーグ 準決勝

AFCチ ャンピオンズリーグ グループステージ

AFCチ ャンピオンズリーグ グループステージ

AFCチ ャンピオンズリーグ グループステージ

UEFAチ ャンピオンスリーグ決勝
(ロンドン ウェンブリー スタジアム)

■自転車競技
《国内》5月 15～22日 ツアー オブ ジャバン

5月 26～29日 ツール ド 熊野

《国外&国 際大会》
5月 7～29日  ジロ デ イタリア(イタリア)

■水泳
5月 2～5日  シンクロ日本選手権(辰巳国際水泳場)
5月 20～22日 競泳ジャバンオープン(辰巳国際水泳場)

■相撲
5月 8～22日  大相撲五月場所(両国国技館)

■卓球
5月 8～15日  世界選手権個人戦(オランタ ロッテルダム)

■相撲
5月 10～24日 大相撲五月場所(両国国技館)

■テニス
5月22日～6月5日全仏オープン(フランス ノヽり)

■′ヽスケットボール
5月 20～22日 日韓学生競技大会(宮城県仙台市)
5月下旬(予定)東 アジア男子選手権〈中国)

■ビーチ′ヽ レー
5月 6～8日   フアイテン東京オープン<仮 >(お台場海浜公園)
5月 12～15日 フアイテン大日本印章オープン(愛知県 久屋大通公園)

■モータースポーツ
5月 8日    Flト ルコGP決 勝(イスタンブール)
5月 22日    Flス ペインGP決 勝〈カタロニア)
5月 29日    Flモ ナコGP決 勝(モンテカルロ)
5月 29日    IRLイ ンディ500決 勝〈アメリカ インディアナポリス)

■陸上競技
5月 8日    IAAFワ ールドチャレンジ(′‖崎)

■野球(プロ野球)
5月 17日 ～  交流戦開幕

◎TOSHIHIRO KITAGAWA



※予定は3月 1日時点でのものです。競技日程、会場は変更の可育旨性がありますので、もう一度こ確認くださしヽ。

■競馬
《国内》6月 24日   宝塚記念(阪神)

《国外&国際大会》
6月 4日    エプソムダービー(イギリス)

■ゴルフ

《国内》6月 2～5日  日本ツアー選手権(茨城県 宍戸ヒルズCC)

《国外&国際大会》
6月 16～19日 全米オープン(ベセスタ)
6月 23～26日 全米女子プロゴルフ選手権(ビッツフォード)

■サッカー
《国内》6月 4、5日   」2第 15節

6月 5日    ヤマザキナビスコカップ予選リーグ
6月 11日   」1第 14節

6月 12日   」2第 16節

6月 15日   」1第 15節

6月 18日   」1第 16節

6月 19日     」2第 17節

6月 22日   」1第 17節

6月 25、26日  」1第 18節 、J2第 18節

《国外&国 際大会》

6月 19日    ロンドン オリンピック20122次 予選

6月26日-7H17日 女子ワールドカップ(ドイツ)

6月 23日    ロンドン・オリンピック20122次 予選

■自転車競技
《国外&国際大会》

6月 5～ 12日  クリテリウム デュ ドーフィネ(フランス)

6月 11～ 19日  ツール ド スイス(スイス)

■体操
6月11、12日 NHK杯 兼世界選手権最終選考会(国立代 木々競技場)

■テニス
6月20日～7月3日ウインブルドン選手権(イギリス)

■′ヽスケットボール
6月30日～刀弓3日 男子代表国際親善試合(全国各地)

■ハン ドボール
6月 17～19日 ジヤバンカップ2011(東京体育館)

■ビーチ′ヽレー
6月 3～5日  フアイテン霧島酒造オープン

(宮崎県 霧島ファクトリーガーデン)

■モ…タースポーツ
6月 12日   Flカ ナダ(ジルヴィルヌーヴ)
6月 26日    Flヨ ーロッパGP決 勝(バレンシア)

■野球
6月7日～(6日間)全日本大学選手権(神宮 他)

■陸上競技
6月 11～12日 日本選手権大会(埼玉県 熊谷)

■ゴルフ
7月 7～ 10日

7月 14～ 17日

7月 28～ 31日

■サッカー
《国内》7月 2、3日

7月 9、10日

7月 16日

全米女子オープン(コロラ ドスプリングス)

全英オープン(サンドイッチ)

全英女子オープン(カーヌスティ)

」2,有19負|

」2第 20節

ヤマザキナビスコカップ決勝 トーナメント

準々決勝 第 1戦

◎TSUTOM∪ TAKAS∪

7月 16、17日  」2第 21節

7月 23日    ヤマザキナビスコカップ決勝トーナメント

準々決勝 第 2戦

7月 23、24日  」2第 22節

7月 30、31日  」1第 19節 、J2第 23節

《国外&国 際大会》

7月 2日     南米選手権グループステージ 日本対コロンピア

7月 7日    南米選手権グループステージ 日本対ボリビア

7月 11日    南米選手権グループステージ 日本対アルゼンチン

7月 16日または17日

南米選手権 準々決勝

7月 19日または20日

南米選手権 準決勝

南米選手権 3位 4位 決定戦

南米選手権 決勝(以上、アルt

■ 自 転 車 競 技                 ◎ TSUTOM∪ TAKASU

7月 2～ 24日  ツール ド フランス (フランス)

7月 30日    クラシカ シクリスタ サン セバステイアン(スペイン)

7月 31日～8月 6日 ツール ド ポ ローニ ュ(ポーラン ド)

■水泳
7月 16～31日 世界選手権(中国上海)

■相撲
7月 10～24日 大相撲七月場所(愛知県体育館)

■体操
7月 2、3日 ジャバンカップ(東京体育館)

■ トランポ リン
7月 9、10日  ワールドカップ日本大会

(神奈川県 とどろきアリーナ)

■ハ ン ドボール

《国内》7月 13～17日 全日本実業団選手権(函館市民体育館 他)

《国外&国際大会》
7月 21～24日 ヒロシマ国際大会(東区スポーツセンター)

■モータースポーツ
7月 10日   Flイ ギリスGP決 勝(シルバース トーン)

7月 24日    Flド イツ GP決 勝〈ニュルブルリンク)

7月 31日    Flハ ンガリーGP決 勝(ハンガロリンク)

7月 28～31日 鈴鹿 8時 間耐久ロー ドレース(三重 鈴鹿サーキット)

7月 23日

7月 24日

■陸上
7月 7～ 10日

■その他
7月28日～8月20日

■ゴルフ
8月 11～ 14日

■サッカー
8月 3日

8月 6、7日

8月 13、14日

8月 20日

8月 21日

8月 24日

8月 27、28日

■自転車競技
8月 8～ 14日

8月20日～9月11日

8月 21日

8月 28日

アジア選手権(ネ申戸)

全国高等学校総合体育大会(青森 他)

全米プロゴルフ選手権(ジョンスクリーク)

スルガ銀行チャンピオンシップ(静岡)

」1第 20節

」1第 21節 、J2第 24節

」1第 22節

」2第 25節

」1第 23節

」1第 24節 、J2第 26節

エネコ ツアー

ブエルタ ア・エスパーニャ(スペイン)

ヴァッテンフォール サイクラシックス〈ドイツ)

GP西 フランス プルエー(フランス)

決勝 (以上、アルゼ ンチ ン)
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※予定は3月 1日時点でのものです。競技日程、会場は変更の可育旨性がありますので、もう一度こ確認ください。

■柔道
8月 23～28日 世界柔道選手権、国別対抗戦(フランス ノヽり)

■テニス
8月29日～9月11日全米オープン(ニューヨーク)

■′ヽスケ ッ トボール
8月 4～7日  女子代表国際親善試合(全国各地)
8月 21～28日 FIBAアジア女子選手権

兼ロンドン オリンピック予選(長崎県大村市)

■モータースポーツ
8月 28日    Flベ ルギー GP決 勝 (スパ フランコルシ ャン)

■野球
8月 8～22日  第91回 全国高等学校野球選手権大会

(阪神甲子園球場)

■ゴルフ
8月 13～16日 全米プロゴルフ選手権

〈ヘーゼルティンナショナル)

■モータースポーツ
8月 21～ 23日 Flヨ ー ロッパ GP(ス ペイ ン バ レンシア)

8月 28～ 30日 Flベ ルギー GP(ス パ  フランコル シャン)

■陸上
8月27日～9月4日世界選手権(韓国 大丘「)

■野球
8月6日～(15日間)全国高等学校野球選手権大会(阪神甲子園球場)
8月26日～9月6日都市対抗野球大会(東京ドーム)

■アイスホッケー
9月中旬～3月下旬 アジアリーグアイスホッケー

■ ゴル フ                ◎ATS∪SH TOM∪ RA

9月 8～ 11日  日本女子プロゴルフ選手権
(千葉県 キングフィールズGC)

9月29日～10月2日日本女子オープン選手権(名古屋GC和 合)

■サ ッカー
《国内》9月～2012年1月1日天皇杯

9月 10、11日  」1第 25節 、J2第 27節
9月 17、18日  」1第 26節 、J2第 28節
9月 24、25日  」1第 27節 、J2第 29節

《国外&国際大会》
9月 2日    2014 FIFAワ ールドカップブラジル3次予選
9月 6日    201 4 FIFAワ ールドカップブラジル3次予選
9月 14日   AFCチ ャンピオンズリーグ 準々決勝第 1戦
9月 21日    ロンドン オリンビック2012 最終予選
9月 27、28日  AFCチ ャンピオンズリーグ 準々決勝第2戦

■自転車競技
《国内》9月 15～19日 天皇杯 皇后杯 全日本選手権大会
《国外&国際大会》

9月 9日    グランプリ シクリスト ドケベック(カナダ)
9月 11日   グランプリ シクリスト ドモンレアル(カナダ)

■新体操
9月 19～25日 世界選手権(フランス モンペリエ)

■相撲
9月 11～25日 大相撲九月場所(両国国技館)

■テニス
9月25日～10月1日東レ ノヽンパシフィックオープン(東京都 有明)

■′ヽスケッ トボール
9月 15～25日 F BAアジア男子選手権

兼 ロン ドン オ リンピック

予選 (中国)

9月 30日～3月 8日 W」 BL女 子 日本 リー グ

(全国各地)

■′ヽ ドミントン
9月20日～25日 ヨネックスオープン

(東京体育館)

■ビーチ′` レー
9月 1～4日   ファイテン大阪オープン

(仮)(大阪府)

9月 17～ 19日  ふくいカップ」BY

グランドスラム美浜大会
(福井県 水晶浜海水浴場)

9月2日 ～10月2日ペボニアカップ(仮〉
(お台場海浜公園)

■フェンシング
9月 9～ ll日  全日本選手権

li鋼事
   品

_

■モータースボーツ
9月 11～13日 FlイタリアGP(モンツァ)
9月 25～ 27日  Flシ ンガポール GP(シ ンガボール)

■ラグビー
9月 9日～10月23日 ワール ドカ ップ (ニュー ジーラン ド)

■陸上

《国内》9月 (未定)  スーバー陸上

《国外&国際大会》
9月 25日    ベル リンマラソン

■レスリング
9月 12～ 18日 世 界選手権 (トル コ)

■競馬
《国内》10月 30日   天皇賞 秋(東京競馬場)
《国外&国 際大会》

10月 2日    凱旋門賞(フランス)

■ゴルフ
10月13～16日 日本オープンゴルフ選手権(千葉県 鷹之台CC)

■サ ッカー
《国内》10月 1、2日  」1第 28節 、J2第 30節

10月 5日   ヤマザキナビスコカップ 準決勝第 1戦
10月 9日   ヤマザキナビスコカップ 準決勝第2戦
10月 15、16日 」1第 29節 、J2第 31節
10月 22、23日 」1第 30節 、J2第 32節

《国外&国際大会》
10月 11日   201 4 FIFAワールドカップブラジル3次予選
10月 22～23日 AFCチ ャンピオンズリーグ 準決勝
10月 26日   AFCチ ャンピオンズリーグ 準決勝

■自転車競技
10月 15日   ジロ ディ ロンバルディア(イタリア)
10月 9日    ジャノヽ ンカ ップサイクル ロー ドレース

■スケー ト(フィギュア)
《国外&国際大会》

10月 21～23日 ISUグランプリシリーズ スケートアメリカ
(アメリカ 未定)

10月 28～30日 ISU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

■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

■体操
10月 7～16日 世界選手権(東京体育館)

■テニス
10月 3～9日  楽天オープン (東京都 有明)
10月 10～16日 HPオ ープン(大阪府 靭テニスセンター)

生L¬ 「ニ



2011年 主要スポーツ・カレンダー
■′ヽスケットボ…ル

10月7日～2012年4月23日

」BL男 子日本リーグ2011-2012(全 国各地)

10月～2012年5月(会期調整中)

bjリーグ 2011-2012(全 国各地)

■ハン ドボール

《国内》10月下旬   日本リーグ(女子)開幕

《国外&国際大会》
10月12～20日  ロンドン・オリンピックアジア予選・女子(中国 常州)
10月23日～11月3日ロンドン・オリンピックアジア予選・男子(韓国ソウル)

■ ビーチ′ヽ レー
10月 6日 ～9日 りll崎市長杯(り|1崎マリエンピーチパレーコート)

■モータ…スポ…ツ
10月 9日    Fl日 本 GP決 勝(三重 鈴鹿サーキット)

10月 16日   Fl韓 国 GP決 勝(インターナショナルサーキット)

10月 30日   Flイ ンドGP決 勝(ジェイビー・グループ・サーキット)

■フエンシング
10月 8～ 16日 世界選手権(イタリア カターニア)

■野球(プロ野球)
10月 29日 ～ 日本シリーズ開幕

■その他
10月 1～11日 国民体育大会(山口県)

◎TAKAO FU」 ITA

■競馬
11月 27日   ジヤバンカップ(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24～27日 LPGAツ アー選手権(宮崎CC)

■サ ッカー
《国内》11月 (調整中)ヤ マザキナビスコカップ 決勝(東京 国立競技場)

11月 6日    」2第 34節
11月 12、13日 」2第 35節
11月 19、20日 」1第 32節 、J2第 36節
11月 26、27日 」1第 33節 、J2第 37節

《国外&国際大会》
11月4日または5日

AFCチ ャンピオンズリーグ 決勝
11月 11日   201 4 FIFAワ ールドカップブラジル3次予選
11月 15日   2014 FIFAワ ールドカップブラジル3次予選
11月 23日   ロンドン オリンピック2012最 終予選
11月 27日   ロンドン オリンピック2012最 終予選

■スケート(フィギュア)
11月 4～6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)

11月 11～13日 ISUグランプリシリーズ NH個 際フィギュアスケート

競技大会(本L幌)

11月 18～20日 lSUグ ランプリシリーズ

トロフィー・エリックボンパール(フランス バリ)

11月 25～ 27日 iS∪グランプリシリーズ ロステレコムカップ
(ロシア モスクワ)

■柔道
11月12、13日 講道館杯全日本体重別選手権(千葉)

■相撲
11月13～27日 大相撲十一月場所(福岡国際センター)

■体操
《国内》11月4～6日
《国外&国際大会》

11月 16～ 19日

■テニス
11月 6～ 13日

■′ヽスケットボーJレ
11月 21～ 27日

■ハンドボール
11月中旬

■フェンシング
11月 25～ 27日

■モータースポーツ
11月 13日

11月 13日

■陸上
11月 6日

11月 20日

■競属
12月 25日   有馬記念(中山競馬場)

■ゴルフ
12月8～18日 日本シリーズ(東京よみうりCC)

■サッカー
《国内》12月 3日    」1第 34節 、J2第 38節

《国外&国際大会》
12月予定   日FAク ラブワールドカップジャバン2011

■スケート(フィギュア)
《国内》12月 (未定) 全日本選手権大会

《国外&国際大会》
12月8～11日 lSUグ ランプリ シニア/ジ ュニアグランプリ

ファイナル(カナダ)

■スケート(スピード)
12月 (未定) 全日本スプリントスピー ドスケー ト選手権

■スケート(ショートトラック)
12月(未定)  全日本選手権

■柔道
12月9～11日 グランドスラム東京(東京体育館)

■′ヽスケットボール
12月 23～29日 全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会(東京)

■バレ…ボール
12月 18日   全日本選手権決勝(東京体育館)
12月 ～    Vプ レミアリーグ2011/2012シ ーズン(全国各地)

■ハンドボール
《国内》12月21～25日 全日本総合選手権(横浜国際プール)
《国外&国際大会》

12月3～18日 女子世界選手権(ブラジル)

■陸上競技
12月 4日   福岡国際マラソン

12月 25日   全国高校駅伝(京都)

■レスリング
12月23～ 25日 全日本選手権

(国立代々木競技場

第二体育館)

全日本団体 種目別選手権(千葉ポー トアリーナ)

トランポリン世界選手権(イギリス バーミンガム)

全日本選手権(有明テニスの森公園)

全日本大学バスケットボール選手権大会(東京)

日本リーグ(男子)開幕

全日本選手権 団体(岐阜県 大垣市武道館)

Flア ブダビGP決 勝(ヤスマリーナサーキット)

Flア ブダピGP決 勝(ヤスマリーナサーキット)

全日本大学駅伝(名古屋～三重)

横浜国際女子マラソン

◎ATSUSHI TOMURA
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