
応募時年齢 22歳

出身 埼玉県

競技種目 スケルトン

競技歴 5年間

近藤 圭佑
（こんどうけいすけ）

近藤さんは、子供の頃よりオリンピック出場を夢に掲げ、そこにすべての情熱を注ぎ
込んできました。高校までは体操選手としてオリンピックを目指していましたが、怪
我もあり断念。それでもオリンピック出場という夢を諦めきれず、スケルトンへ競技
への転向を決意し、今や日本でトップクラスの選手となりました。五輪出場の為に超
えないといけない壁が『世界大会への出場、そして結果を出す事』。既に出場権利を
得ている世界ジュニア選手権への挑戦は必須でした。HDPでは彼の情熱・志・人間性
に共感し、世界へのチャレンジを応援する事に決定いたしました。

海外遠征にかかる費用の一部をHDPより支援いたします。

スケルトンとは、全長1300mから1500mのコースを小さなソリで滑走し、2回または4回
の合計タイムを競う競技です。最高時速は140kmにも達する危険な競技である為、
1948年のサンモリッツ五輪から中止となりましたが、2002年のソルトレイクシティ五
輪では54年ぶりに復活し、正式種目に採用されました

ドリームサポートプログラム 2008－2009受賞者

競技

実績

支援理由

支援内容

2007年 全日本スケルトン選手権 7位
2007年 全日本学生選手権 優勝
2007年 FIBTヨーロッパカップ第４戦 5位入賞
2007年 FIBT世界ジュニア選手権 8位
2007年 全日本プッシュスケルトン選手権 優勝
2008年 JOCオリンピック有望選手
2008年 オリンピック強化指定選手
2008年 12月現在、ジュニア(23歳以下)日本チャンピオン

※FIBT＝国際ボブスレー・トボガニング連盟
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ドリームサポート受賞者 活動報告





今回 優勝したのは、地元ドイツのサンドロ・シュテリ

ケ選手で、今シーズンのワールドカップ4戦中3戦で6位
以上の入賞をした強豪でした。今回が私にとって最後
の世界ジュニア選手権となり、この大会を1番の目標と
して1年間トレーニングを積んでまいりました。6位という
結果には届きませんでしたが、積極的に攻めのレースを
したという点においても、世界の8位という結果は自分自
身の中で満足しています。

2009年1月 23歳以下のスケルトン世界一を決

める為、ドイツのケニクゼーで開催された世界ジュニア
選手権大会。2007-2008年度の近藤さんの順位は世界
８位。一度も日本人選手が表彰台に立った事の無い大
会で、入賞・表彰台を狙います。

しかし、 得意のスタートにおいては1本目4.80秒で

全体の2位、2本目も4.85で全体の3位となり、スタートの
スプリントにおいては世界でも高いレベルにあることを
証明できました。また、8位という成績は2003年の東條
香舜選手の6位に次ぐ日本歴代2位、そして2大会連続
のトップ10入りは日本人選手史上初となります。

Introduction

ジュニア世界一へ。

近藤圭佑の挑戦

結果 は、参加11カ国、23歳以下の各国代表選手

21名の中で8位でした。惜しくも、目標としていた日本人
過去最高成績の6位には届きませんでした。初日、2日
目の公式練習では全体の4位のタイムを2度出していま
したが、やはりレースでは熾烈な争いとなりました。

Report - January -

今大会 において、

世界でも戦える位置にいる
のだと自信を得たり、世界
トップクラスの選手と同じ
レースで戦うことでモチ
ベーションもさらに上がりま
した。
この体験を、競技生活やこ
れからの人生に役立てて
いきたいと思います。

ケニクゼー

Konigssee



メディア出演情報

3/24 21:00 - 22:00
TBSラジオ 「アスリーと～く スペシャル」 に出演しました。

その他報告事項

ケニクゼーの大会会場 相棒の競技用ソリは、道具であり、

大事なパートナー

スタート準備

スタート！！！！ 試合が終われば、ライバルも仲間 世界各国の選手たちと

大会結果

日付 ： 2009年1月16日
場所 ： ドイツ連邦共和国ケニクゼー
出場 ： FIBT世界ジュニア選手権大会

世界ジュニア選手権結果

8位 / 21

活動写真

2月、3月はアメリカズカップ7･8戦に向けて、
主に国立スポーツ科学センターを使用して高負荷低回数のウェイトトレー
ニング、スプリントトレーニングを行いました。



8戦目は途中雨･雪の降る難しいコンディションの

中のレースとなりました。前日の7戦目のレース結果では
タイムがあまり伸びておらず、滑走操作の変化が必要と
判断し、思い切って操作を変えてみました。
1本目は9位とまずまずでしたが、2本目では理想の操作
がようやくかみ合い4位に入りました。結果は6位入賞ま
で100分の9秒差の8位でした。
2本目が良かっただけに1本目の滑走が悔やまれました
が、2本滑って初めてレースの結果です。今回の悔しさ
をばねにして、来シーズンは必ず納得できる結果を出し
ていきたいと強く思いました。

アメリカのNY レークプラシッドのコースを滑

走するのは2年ぶりでした。2年前からどのくらい成長して
いるのか、私自身楽しみにしていました。FIBT主催レー
スの今シーズン最終戦は2レースとも11カ国20人参加の
中、争われました。

2009年4月 HDPの支援を受け、近藤圭佑さん

が出場したのは、世界戦の最終大会となるアメリカズ
カップ レークプラシッド大会。この大会は、オリンピック
出場の選考に影響のある大会で、近藤さんにとって非
常に重要な大会でした。

7戦目は暖かい陽気の晴れでした。1本目は11位

と出遅れてしまいましたが、2本目では9位に入り、結果
9位となんとかトップ10に入ることができました。

Introduction

Report - April -

雪のレークプラシッド。

近藤圭佑の挑戦

アメリカ合衆国

LakePlacid
レーク プラシッド



今月の活動状況・来月の予定

4月8日にアメリカズカップ遠征から無事帰国しました。08/09シーズンが全て終了しました。まずは、積極的に休養して
シーズン中の疲れをとります。そして今シーズンを振り返り、良い点、改善点などの反省から来シーズンに向けてのトレー
ニングプランを立て、トレーニングを開始したいと思います。

その他報告事項

平成20年度は学業、トレーニング、アルバイト、スポンサー探しの4本柱で目的をもって良い意味でがむしゃらに活動しま
した。私にとってはスポンサー探しはまさにゼロからの出発であり、過去の少しの実績とオリンピックへの熱意だけが武器
でした。その中でホシノドリームズプロジェクト様にご支援いただけましたこと、大変感謝しております。誠にありがとうござ
いました。今年度は、来シーズンの競技力向上のため学業を休み、トレーニングの時間を確保していきたいと考えてい
ます。

試合会場にて コース下見、入念にコンディションチェック 靴、手袋、ウエア、ヘルメット、全て
が記録につながる大事な道具です。

スタート準備。高まる緊張。 スタート！この瞬間の踏み出しが
加速を産み出すエンジン。

日本選手団と記念写真。

気持ちがちょっと和らぐ。これも大切な時間。

活動写真

大会結果

日付 ： 2009年4月2日 (第7戦) , 4月3日 (第8戦)
場所 ： アメリカ合衆国ニューヨーク州レークプラシッド
出場 ： FIBTアメリカズカップ第7戦 , 8戦

第7戦結果

9位 / 20

第8戦結果

8位 / 20



次シーズン に向けてトレーニングを開始しま

した。まずは体脂肪を減少させるとともに、低負荷高回
数のトレーニング（現在は主に有酸素運動など）から始
め身体を運動に慣れさせています。

5月の半ば には、日本連盟から連絡があり、昨

シーズンの成績により今シーズンも引き続き全日本スケ
ルトンナショナルチーム入りが決定しました。また、JOC
の強化指定選手にも推薦いただけるとの事でした。オリ
ンピックシーズンに全日本ナショナルチームにいるとい
うことをまずは達成できました。ありがとうございました。ま
た、6月には第1回全日本ナショナルチーム国内強化合
宿が行われます。

2009年5月大会のご報告をさせて頂きました。

その後、HDP様のホームページに記載して頂き大変感
謝しています。リラックスした場を提供して頂き、HDP関
係者の皆様とスポーツについて熱いお話が沢山できて
とても嬉しかったです。応援して頂いている皆様に感謝
するとともに、また頑張ろうという気持ちが湧き上がって
来ました。

2009年6月 19日～21日 全日本スケルトンナ

ショナルチーム第1回国内強化合宿が、長野市スパイ
ラルで行われました。

Report - May-

オリンピックに向けて。

Report - June-

Schedule - May-

5月から 6月前半にかけて体脂肪燃焼を目的と

した1時間ジョグや低負荷高回数のトレーニングを主に
行ってきたので、今回の合宿を機に1ランク負荷を上げ
たトレーニングに切り替えていきました。内容としては高
重量を扱ったウェイトトレーニングの導入です。
また、今シーズンの全日本メンバーと顔合わせを行い
沢山の話をすることができました。お互いに競技に関し
ての情報交換をしたり、トレーニング時には切磋琢磨し
て向上しようとする姿勢になれたので、良い合宿となり
ました。

Schedule - June-

第二回目 全日本ナショナルチーム国内強化

合宿が、7月16日～19日の間に長野で行われます。

スケルトン ナショナルチーム入り決定！



６月の活動状況

トレーニングメニュー

6月の前半は、体脂肪燃焼を中心とした低負荷高回数のト
レーニングを行いました。
6月後半からはトレーニングの強度を上げ、いよいよ瞬発力、
筋力強化に入りました。
これからのトレーニングにおいては、栄養に関しても高タンパ
ク質の食事が重要になってきます。自身の栄養士の資格も
活かして、トレーニング効果をより高めるために、栄養にも十
分気を使っていきたいと考えています。

味の素ナショナルトレーニングセンターでの食事の一コマ
高タンパク質で栄養バランスのとれた食事を心がけています。

6月19日 PM 有酸素的運動能力の改善、全身持久力の強化

Jog2km（Vo2max80%）→walks500m→Jog2km（Vo2max80%）→walks500m

合宿初日は全身持久力の強化メニューを行いました。最大心拍数の80％を持続して2kmラン後、500ｍ歩くというの
を連続して2回行いました。特に2回目スタート時では全身に酸素が供給されていないような疲労度があり、確かに全
身持久力と心肺機能が向上するなと体で感じました。

6月20日 AM   ウェイトトレーニング

アップストレッチ スクワット デッドリフト ベンチプレス シュラック レッグレイズ サイドアップ ダウンストレッチ

2日目午前はウェイトトレーニングを行いました。私にとっては今シーズン初めてのウェイトトレーニングでした。反復回
数は10回前後から始まり、最終セットでは重量を重くして6回前後にまで下げて体に負荷をかけていきました。ウェイト
トレーニングは挙上重量も勿論大事ですが正しいフォームを確立させることが重要なので、他選手にフォームチェッ
クしてもらい内容の濃いトレーニングをすることができました。

6月20日 PM プッシュスケルトン

レール上のソリを押すスタート時のトレーニングを行いました。現段階ではまだ身体（瞬発的筋力等）が完成していな
いので、こちらもリラックスしてフォームチェックを中心に行いました。遊びの要素も取り入れて楽にリラックスしてト
レーニングすることができました。

6月21日 AM バランストレーニング

強化合宿最終日は全身のバランスコーディネーションの強化を中心にトレーニングを行いました。目を閉じた状態で
どれだけ自分の身体をコントロールできるかなどについて集中して取り組めました。

近藤圭佑６月合宿メニュー



2009年7月 16日～19日、全日本スケルトンナ

ショナルチームの第2回国内強化合宿が、長野市のス
パイラルで行われました。

Report - July-

冬に備えて。

近藤圭佑の挑戦

Schedule - August-

6月 中・後半から高重量を扱ったウェイトトレーニン

グを導入し、筋力を少し向上して合宿に挑みました。現
時点では、プライオメトリクス系(*)の瞬発トレーニングに
も耐えられるくらいの筋力をつけることができています。
これからさらに重量を増やし、回数を下げた負荷の高
いトレーニングを行っていく予定です。

*プライオメトリクス … 筋肉や腱の機能（伸張作用・腱
の弾性など）を改善する事で、瞬発力などの爆発的パ
ワーを高めるトレーニングです。
(例)スクワットやジャンプを用いたトレーニング。

第3回目 の全日本ナショナルチーム国内強化

合宿が、8月21日～23日に長野市のスパイラルで行わ
れる予定です。

また 合宿以外では、東京・国立スポーツ科学セン

ターにて、HDPの活動ポスターを拝見いたしました。応
援して頂いている事に感謝するとともに、やる気が一層
高まりました。これからも一生懸命頑張ります。



トレーニングメニュー

7月16日 PM 有酸素的運動能力の改善、全身持久力の強化

Jog2km（Vo2max80%）→walks500m→Jog2km（Vo2max80%）→walks500m

合宿初日は前回同様全身持久力の強化が目的のトレーニングを行いました。2セットを通じて前回合宿時よりもス
ピードを持続して安定して走ることができました。

7月17日 AM   プライオメトリクス ～爆発的パワーの取得～

プライオメトリクストレーニングとは、超短時間で爆発的な筋力を出力するトレーニングで、瞬発的筋力のトレーニン
グに有効とされています。今回数種類のトレーニングを行いました。勉強になり有効な時間を使うことができました。

7月17日 PM ウェイトトレーニング

アップ スクワット デッドリフト ベントオーバーロウ ダウンストレッチ

7月18日 AM ビジョントレーニング (眼)

卓球トレーニング

連日のトレーニングでの身体の疲労も考慮しての卓球トレーニング。クロストレーニングとして普段使用しない筋力を
使いました。越選手の話では卓球の球を見極めるのがビジョントレーニングになるようです。

7月18日 PM スタート練習

アップ＆ストレッチ プッシュトレーニング ダウン＆ストレッチ

7月18日 AM スタート練習

アップ＆ストレッチ プッシュトレーニング ダウン＆ストレッチ

スタート練習では前回よりも走るスピードを上げてトレーニングを行いました。筋力トレーニンは順調に進めていますが、
まだ完成していないので前回同様ビデオによるフォーム確認と身体バランスに注意して行いました。

近藤圭佑7月合宿メニュー



2009年8月 21日～23日、全日本スケルトンナ

ショナルチームの第3回国内強化合宿が、長野市のス
パイラルで行われました。

Report - August-

少しずつ 積み重ねてきた筋力が確実に走力

につながってきていると感じました。夏の間のトレーニン
グはすべてプッシュスピードを上げるためなので、来月
の9月に行われる全日本プッシュ選手権で是非結果を
残したいです。まずは怪我をせずに残りの期間で最後
の追い込みをかけたいと思います。

「夏のスパイラル」

冬になると雪で一面真っ白に景色を変えます。
これから来るシーズンに向けて緊張が高まってきました。

Schedule - August-

第4回目 の全日本ナショナルチーム国内強化

合宿が、9月17日～19日に長野市のスパイラルで行わ
れる予定です。(これが国内最終合宿となります。)

9月20日 に全日本プッシュスケルトン選手権が

行われます。昨年の優勝に引き続き、連覇がかかって
いる大会です。

夏の総仕上げ。

近藤圭佑の挑戦



オリンピックについてのご報告

トレーニングメニュー

8月21日 PM プライオメトリクス ～爆発的パワーの取得～

前回の第2回国内強化合宿に引き続いてプライオメトリクストレーニングから合宿が始まりました。プライオメトリクスは
瞬発、爆発的能力の向上にとても有効なので、プッシュタイムを上げるためにも真剣に取り組みました。

8月22日 AM   プッシュトレーニング ～プレシーズン目前、スピード強化～

いよいよ始まるシーズンに向けて、練習してきたフォームとバランスに加えてスピードを高めました。タイム計測もあり、
現時点での自分の能力を確認できました。練習後半は力みも取れ、タイムも伸びて来ました。

8月22日 PM ウェイトトレーニング ～下半身強化～

アップ＆ストレッチ スクワット ランジ デッドリフト ベントオーバーロウ ダウン＆ストレッチ

下肢の筋力強化をしました。競技的に体重を増やすことも一つの課題なので、筋力アップは大切です。

8月23日 AM プッシュトレーニング

やはりスピード強化を目的に練習しました。タイムも、この日の選手中で1位のタイムを出すことができました。調子を
上げてきています。

近藤圭佑8月合宿メニュー

先日の合宿時に、スケルトン強化専門委員からオリンピック選考に関する正式基準が発表されました。以下一部抜粋。

選考対象者：男子WCおよびIC出場者（越、稲田、田山、番場）
WC第4戦（ウィンターベルグ大会）およびIC第4戦（チェザーナ大会）終了時の成績をもとに選考する。

今シーズンが始まる前に、現時点でオリンピックへの出場が残念ながら不可能になってしまいました。本当に申し訳ございません。

日本ボブスレー連盟は、財団法人ではなく、委員に給料は発生しません。強化専門委員も自分の仕事を行いながらほぼボランティア
で連盟の活動を行っている状況です。連盟自体が確立していないため、今回のオリンピック選考基準は選手も含めて意見を出しなが
ら何回も討論して来ました。討論の中には、私たち若手の選手は伸びしろもあり、オリンピックシーズンで一気に飛躍してオリンピック
でシンデレラボーイになる潜在性もあるという意見もありました。しかし、結果、去年までのシーズンにおいての上位4選手の中から選考
するという従来の基準に決定となってしまいました。私たち若手の選手が抗議しましたが受け入れては頂けませんでした。

正直、シーズン前にオリンピック出場の可能性が無くなってしまったこと、とても悔しいです。応援して頂いている皆様には申し訳ない
気持ちでいっぱいです。しかし、私自身気持ちを切り替えてモチベーションを高めています。競技を始めて6年間、オリンピックにかけ
てきたことに嘘はありませんし必死で頑張ってきました。私にとって来シーズンは自分の可能性へのチャレンジということに変わりはあり
ません。全日本選手権で優勝するくらいの思いで、全日本選手権覇者がオリンピックへ行けない、くらいの矛盾を世間にアピールした
いです。

さらに、5年後のソチ冬季オリンピックについての強化ということで、今年10月にアメリカ大陸のコースで若手の合宿があります。そのメ
ンバーには選出されました。現在ソリの手配も行っていますが、金銭的な面も見て参加するか決定をしたいと考えております。また、9
月20日に行われます全日本プッシュ選手権の際に着用する、HDP様のロゴ入りTシャツ等が現在ございません。他スポンサー様ロゴ
も含めたTシャツを作成しようと考えておりましたが、他スポンサー様に確認が取れない部分があり作成に至りませんでした。申し訳ご
ざいません。以前頂いたステッカーをスポーツバック等に貼って宣伝活動をさせて頂きたいと考えております。他にご指摘、可能な宣
伝活動等ございましたらどうぞご指導宜しくお願い致します。



2009年9月 17日から19日まで、今年度最後の

国内合宿が長野スパイラル（ソリ系競技ナショナルトレー
ニングセンター）で行われました。合宿では、数日後に
プッシュスタートの大きな大会が控えていたため、スター
ト練習中心のトレーニングが3日間行われました。
身体のコンディションもよく、筋力トレーニングを重ねてき
た部位も、それぞれが走りに結びついてきていると感じら
れました。

Report - September-

シーズン開始に向けて。

近藤圭佑の挑戦

そして、 2009年9月20日に全日本プッシュスケル

トン選手権が行われました。1本目は5秒30でシステック
スの高橋選手と同タイムでトップ。繰り返しイメージしてき
た事ができ、今年の中で会心の走りでした。
2本目は最終滑走者となり、順番までリラックスしてスト
レッチやスプリントトレーニングを行いました。そして2本
目、良い感覚で走り出しましたが、スタートから数メートル
のところでわずかに脚が詰まってしまい数歩地面を押し
切れないミスをしてしまいました。
結果、5秒46で総合2位。ミスした部分はこれから始まる
シーズンまでの課題とし、トレーニングしたいと思います。

去年 は優勝していたので２連覇がかかっている大

会ではありましたが、今できることはすべて出せたと思う
ので結果に納得はしています。まずは今年度最初の公
式大会で上位入賞を果たせたという自信を持って、シー
ズンに向けてより一層頑張っていきたいと思います。

◆大会名
全日本プッシュスケルトン選手権

10月は合宿、大会ともありませんが、シーズン前の練習
として、新たにコースビデオを利用したイメージトレーニ
ングを行っていきます。筋力も体重の増加の面で、もう
少し上げる必要があるのでウェイトトレーニング等を引き
続き頑張ります。

準優勝

競技ソリを、スイスのワルサー氏にオーダーしました。は
じめてのパーソナルソリなのでわくわくしています。

Schedule

Other

◆開催日
2009年9月20日

◆開催場所
長野スパイラル

◆参加人数
20人

◆結果

Result 



今月は、合宿や大会等はありませんでした。9月に

全日本プッシュスケルトン選手権が行われ、シーズン前
の合宿、大会などが一段落したため、10月はトレーニン
グの傍らなるべくたくさんアルバイトに入り、遠征資金を
貯めていました。また、埼玉大学の準教授の研究補助も
行い、その給料も遠征費に充てます。

アルバイトをして遠征資金を稼ぐ中で、改めて収入を得
ることの大変さを感じました。今後スケルトン競技を続け
る上でも、まずは資金面での環境整備が不可欠であると
感じました。

道具の面では、ようやく念願であったパーソナルの競技
ソリを購入することができました。現在は、購入したソリが
届くのを待っている状態です。

ソリは570,000円…。今までの人生で一番高い買い物です！
この相棒と共に世界と戦います！

いよいよ、09/10シーズンが始まります。11月22日（出発）
から12月20日（帰国）まで、アメリカとカナダのコースで日
本代表として国際大会（アメリカズカップ）を7戦転戦しま
す。帰国後はすぐに長野へ向かい、26日、27日に行われ
る全日本スケルトン選手権大会を戦います。自分の可能
性を信じて一生懸命頑張ってきます。好成績を持って応
援して頂いている皆様に感謝の気持ちを表したいです。

Report - October-

全日本プッシュスケルトン選手権の模様がNHKをはじめ、テレビ、新聞に掲載されました。

Media

マイナー競技の壁となる「資金問題」を少し

でも解決し、心に余裕をもって国際大会遠征を転戦でき
るよう環境を整える月でした。
（10月にソチ五輪へ向けての若手の合宿があり、メン
バーに入っていましたが、シーズン中の遠征資金のこと
を考え、日本でのトレーニングに専念しました。）

Other

Schedule

HDPロゴ入りのバッグとソリ



2009年11月 27日～12月3日にアメリカのユタ

州にある、ソルトレークシティでアメリカズカップの第１～３
戦が行われました。ここは2002年に冬季オリンピックが行
われた場所で、湖が有名な町です。ソルトレークのコー
スは初めて滑るコースでした。

Report - November-

シーズンの始まり。

近藤圭佑の挑戦

第１戦 新しくソリを購入したこともあり、今季は限ら

れた滑走トレーニングの中で、早くソリと一体化すること
が課題でした。1本目。新しいソリにしてから、今季の初
レースの滑走が9本目。まだソリの特徴を把握しきれてい
ないなかでも、無難な滑りができました。2本目。コースの
前半でカーブに入り遅れるミスがあり、その後もソリをコン
トロールすることができませんでした。悔しいレースでした。

第２戦 1本目。まずまずの滑りで2本目につなげまし

た。2本目。スタート時にシュプール（※）を外す大きなミ
ス。2日続けて悔しい結果でした。しかし、スタートダッ
シュのフォームをその日のうちに確認し、翌日の3戦目に
修正できるように繰り返しイメージしました。

第３戦 1本目。過去2戦の滑走でミスした部分を修

正でき、落ち着いて滑走できました。2本目。今季のソル
トレークのコースで今までで1番良い滑りができました。結
果、日本選手トップの7位に入り何とか3戦を戦い終わりま
した。ソリは滑るごとに感覚が良くなって行きました。

※シュプール … スタート時にランナーをはめる溝。

アメリカ合衆国

第1戦～3戦の開催地ソルトレイク 新しいソリ 日本代表メンバーと コースの近くにある五輪マーク



移動日 12月4日（金）～5日（土）ソルトレークから

次のレースが行われるカルガリーまでの、およそ1600km
の距離を2日間かけて車移動しました。日本代表となっ
ても、専属のコーチのいない私たちはコースの攻略はも
ちろん、車での移動なども選手たちで協力して行います。
マイナー競技ゆえの悩みですが、逆にタフな精神力が
身に付きます。

カルガリー は、1988年に冬季オリンピックの行わ

れた都市です。その時はまだスケルトン競技はオリンピッ
ク種目には復活していなかったのですが、今では盛んに
スケルトンの国際大会の開催されるコースです。カルガ
リーには3シーズンぶり2回目に訪れました。

第４戦 2009年の冬は世界的寒波で、カルガリーも－

28℃まで気温が下がり、6本の公式練習も3本に減らされる
処置となりました。耳や皮膚が痛いほどで、ここまで寒い
シーズンは初めての経験でした。自然の脅威を感じました。
1本目。カルガリーのコースは重要なポイントが3つあります。
一つはスタートしてから3カーブ出まででいかにスムーズに
スピードに乗るか。2つ目は転倒する危険のある8カーブを
うまく滑ること。そして3つ目はぐるりと1周する9カーブのクラ
イスルを攻略することです。1本目は3カーブまでの攻略が
うまくいかず、スピードに乗れませんでした。2本目。なんと
か3カーブまでを切り抜け、スピードにも乗れました。2本目
の滑走ではトップ10に入れました。

第５戦 これまで3カーブまでが問題であり、8カーブ、

クライスルは攻略できていました。しかし、今レースの1本
目では3カーブ、8カーブまではうまく滑れたものの、クライ
スルで失敗してしまいました。2本目。1本目の反省を生か
して1カーブから丁寧にさばいていきました。クライスルもう
まく切り抜け、なかなか良い滑りで2本目は全体の5位のタ
イムでした。1本目の失敗がなければ入賞もできたというの
が悔しかったです。しかし、滑りも良くなってきていたので、
3つめのコースのレークプラシッドのレースに向けて期待が
高まりました。

Report - December-

カナダ

第4戦～5戦の開催地カルガリー 雪が積もるガソリンスタンド

メインドライバーです！ カーナビは無いので地図を駆使

試合会場に到着

スタート地点

カーブの形状を研究 現地でもトレーニング世界的寒波。寒かったです！



レークプラシッド はアメリカのニューヨーク

州北東部にあるコースです。1932年と1980年の過去2回
のオリンピックが行われた場所です。レークプラシッドは
展開の早いコースで、より瞬時の判断力が求められます。
訪れたのは今回で3回目です

第６戦 新しいソリにも慣れ、レース前の公式練習

では安定して全体の6位前後のタイムを出せていまし
た。今回のレークプラシッド大会には、アメリカのワール
ドカップに出場中の選手もエントリーしてきたので、実
力の差がどれほどあるのかを確認する良い機会でもあ
りました。1本目。展開の速さに眼もついていき、ミスも
最小限で抑えることができました。この時点で7位。2本
目の滑走で巻き返しを図りました。2本目。滑走前には
ルーティーンの実行などで落ち着いていました。うまくソ
リを滑らせることに集中して滑り切りました。結果、6位入
賞。久しぶりの入賞に喜びもひとしおでした。

第７戦 この日は快晴でコースの状況も良く、いつ

もよりスピードの出る環境でした。1本目、粘りの滑りで
55.87。パーソナルベスト。1本目では他選手もタイムを
上げてきたので、入賞ラインまでは混戦となりました。2
本目の出来はさらにパーソナルベストを更新して55.73の
好タイム。後の滑走者を待ちました。結果、入賞まで
0.18の僅差で7位でした。しかし、AC前半の最終戦で
パーソナルベストが更新できたことは大きな収穫でした。

Report - December-

Report - 全日本選手権 -

帰国後 全日本選手権に出場する為、そのまま長

野に向かいました。今シーズンは、バンクーバーオリン
ピックが開催されることもあって、報道陣の数がとても多
かったです。オリンピックシーズンの全日本選手権、選手
たちも気合いが入っていました。国際大会遠征のため過
密スケジュールで長野に入り、スパイラルでの滑走練習
は6本でレースに臨みましたが、できることのすべてを出し
ました。

1本目。スタートスプリントもしっかりと4秒代を出し、

重要な前半のカーブもスムーズにさばき、中間タイムは
全体の2位で入りました。しかし、前半で成功した分ス
ピードが増し、7カーブで入り遅れるミスをしてしまいまし
た。その後修正がうまくできず、10カーブの出口でもミス。
1本目終了時点で9位。後半のカーブのミスがなければと
悔しかったですが、2本滑り終えて初めて結果として残る
競技だと前向きに考えました。

2本目、再び前半のカーブをうまく攻略しスピード

に乗れました。このアドバンテージを生かすため、7
カーブ～10カーブ出までの重要なカーブ、そして難し
い11カーブを集中してタイミングを合わせました。2本
目は54.84。終わってみれば9位から3人抜いて6位に
入賞していました。実は全日本では初めての入賞で、
声を出して喜びました。全日本では毎年ミスがあり、
入賞を自分で遠ざけてしまっている時期がありました
が、今回入賞したことで壁を一つ越えました。また、今
レースで54秒台はオリンピックへ行く選手2人を含んで
4人しか出しておらず、自身も得ました。

FIBT国際大会に出場する為の検査

ソリを入念にメンテナンス

全日本選手権の様子(長野スパイラル)



昨シーズンの08/09世界ジュニア選手権大会から今シーズンまで
の期間、ご支援いただき誠にありがとうございました。ホシノドリーム
ズプロジェクト様にご支援いただけたことで、私はスケルトン競技に
打ち込むことができ、夢を追うことができました。バンクーバーオリ
ンピックには残念ながら出場することはできませんでしたが、今回
の国際大会や全日本選手権での入賞で自信を得ました。

全日本選手権では、日本覇者の選手との差も把握でき、正しい方
向に努力すれば時期オリンピック出場も夢ではないことを確信しま
した。今後も、私は次の目標に向けて競技を続行する決意を固め
ましたが、それにはより多くのトレーニングや強い意志、金銭的マネ
ージメント活動など多くの問題が必要になります。それら一つ一つ
の問題の壁を打ち破り、選手として、人間として成長していきたい
と思っています。今回、成績が伸び、日本ランキングが6位に上昇したことで1月からのヨーロッパカップに日本代表として
参加する予定でしたが、残念ながら金銭的事情で辞退いたしました。

以下、事業仕分けにおいての私の考えです。最近、政治では事業仕分けにおかれまして、「マイナー競技に支援は必要
か」などとボブスレー競技が名指しで言われました。しかし、行っている私たち選手からすれば、マイナー競技にこそ支援
を必要としているのです。私を含め、アルバイトを行いながらトレーニングを続け、苦労している選手は沢山います。
日本代表になっても、遠征費の問題で国際大会に派遣されないことは悲しいことです。

今回、私はそれを初めて経験しました。今日、私たち選手は、安心して競技を行えていないのが現状です。スケルトン競
技でオリンピックに出場したいと頑張っている選手は、今後どう生活したらよいのでしょう。競技をあきらめなさいと言われて
いるようなものです。

スポーツには、スポーツだからこそ感じる感動や興奮があり、人々に勇気や希望を与える力があると思います。だからこそ
オリンピックに、世界中の人が熱狂するのです。しかし、オリンピックでのメダル、など結果ばかりで判断して支援金を減ら
すという日本の政治家の判断は、今後の日本スポーツ界にとってあきらかなマイナスの考えだと思います。選手は勿論、
税金の一部を頂いて遠征を周れているのだという感謝を多々感じております。なんとか日本のマイナー競技の発展のた
め、国のスポーツ支援の考えが良い方向に向くことを願っています。

今後は、競技を続行するためにまずは就職活動、スポンサー活動を全力で行い、環境を整えたいと考えております。困
難は大きいと思いますが、頑張りたいと思います！

一年を終えて
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