
2015年1～5月度活動報告 木下竜之

世界選手権へのスタート

Ｉntroduction
2015年から支援することになりました木下竜之選手。
高校時代は三冠達成と輝かしい実績をもっていました。
怪我と戦いながらも、ここ近年では学生選手権では優勝、全日本選手権では3位と復調しています。
しかしながら、大学卒業しアルバイトをしながら競技生活を続けることは非常に困難でした。
ＨＤＰでの支援により、競技に集中した生活を送れるようになり、
全日本選手権→アジア選手権→世界選手権出場を目指してシーズンに望みます。

【ウェイトリフティングについて】
体重別に階級分けされており同じ階級内で記録を競う。種目は「スナッチ」と「クリーン&ジャーク」
の二つがあり、それぞれ3回ずつの試技を行い、各種目の最高挙上重量の合計（トータル重量）で順位
を決める。ただし、いずれかの種目でも3回連続で失敗するとトータル記録は0kgとなり、失格となる。
試技には制限時間があり、基本的には1分、制限時間以内にバーベルを膝より上に離床できないとその
試技は失敗になる。しかし、制限時間が数秒であったり残り少ない場合はタイムキーパーと呼ばれる審
判の判断で、膝を通過していなくてもバーベルが床を離床した瞬間に制限時間を止める場合もある。
トータル重量のみを争うオリンピックなどでは、スナッチ競技で失格になるとクリーン&ジャーク競技
には参加できない。



Schedule
●2015年スケジュール

6月12日～14日 全日本選手権大会 福島県

7月22日～30日 アジア選手権 ネパール

8月22日～23日 近畿ブロック大会 大阪府未定 兵庫県国体予選 兵庫県

9月27日～10月1日 国民体育大会 和歌山県

11月20日～24日 全日本社会人大会・全日本女子選抜大会

20日～29日 世界選手権大会 アメリカ

Report ～ January ～
今月は主に強化に取り組みました。新しいサプリメントなど

を購入し、調子も上向きになり、順調に自己新記録も出てきて
います、今は6月の全日本選手権大会においてスナッチで日本新
記録を樹立しての優勝を目標にトレーニングに励んでおります。
現在のスナッチの試合ベスト記録は147㎏であり日本記録は156
㎏です。

来月の8日に地元の兵庫県で開催される明石市民大会に出場予
定です。まずはそこでスナッチ150㎏に挑戦しようと思います。

Report ～ February ～

今年に入ってからは身体の調子も良く、徐々にパフォーマンスレベルも上がってきていたのですが、
8日に行われました明石市民大会当日にインフルエンザを発症してしまいました。試合ではスナッチで
150kg、クリーン＆ジャークでは172㎏の自己新記録に挑戦するところまではいけましたが、どちらも
失敗に終わってしまいました。今回は帰省、遠征など移動の際に公共交通機関を利用する時に、風邪
などの予防対策をしなければならないという初歩的な行動を怠ってしまった事を猛省しました。体重
も4kg近く落ちてしまいましたが、それまでにしっかり練習を積めていたので、思ったほどのパフォー
マンスダウンはしませんでした。今後はしっかり栄養をとってもう一度体重、筋肉量を増やして力を
つけていこうと思います。

Information & 来月以降について

2/6 神戸新聞 朝刊 兵庫県スポーツ優秀選手賞受賞者

今月の前半は試合の調整期間でした試合が終わってからはイン
フルエンザにより、二日間ほど完全に練習を休み、その後は実家
に近い大阪商業大学の方へ3日間出稽古に行きました。いつもと違
う環境で練習できましたし、世界選手権などの国際大会に何度も
出場している69㎏級の全日本トップの五百蔵選手にトレーニング
におけるマインドの作り方など非常に参考になる話を伺うことが
できました。3月のイベントは特にありません。6月の全日本選手
権に向けてまた力づけを開始していきます。



Report ～ Ｍarch ～
3月中に痛めていた左大腿部の痛みが蓄積されてきたので下半身のトレーニングを一切しないように

しました。ウエイトリフティングにおいて下半身は最も重要な部位であり、全日本選手権まで２か月
半と迫っておりますが、焦らずに完全に治療してからしっかり強化していこうと思います。

３月は下半身が強化できないので、練習が終わった後にトレーニングセンターへ行き、上半身を重
点的に鍛えました。その成果として、スナッチのスクワット運動をせず主に上半身を使って持ち上げ
るハイスナッチという種目で自己記録を２ｋｇ更新することが出来ました。

４月の中旬ごろから怪我が良くなっていれば下半身の力も元に戻していく予定です。6月の全日本選
手権までは試合がありませんので、それまではしっかりとトレーニングを積み、優勝を目指します。

Report ～ Ａpril ～
16日 自衛隊体育学校へ出稽古
日本トップクラスの選手が大勢いる中での練習はとても刺激になり、練習後もトップ選手の方達とト
レーニング論について情報交換などができていい経験になりました。

４月の前半はおもに上半身を鍛え、中旬からは
大腿部の痛みも引いてきたので下半身の力も徐々
に戻していきました。体重も順調に88㎏まで増え
て力もついてきました。5月下旬までは88㎏～90
㎏をキープし、そこから6月13日にかけて85㎏ま
で減量していく予定です。競技種目の方は下半身
の力が戻ってきたこともあり、試技に安定感がで
てきて自分的にはいい感じに仕上がってきている
と思います。

来月は10日に兵庫県選手権があります。国体に
出場するには必ず出なくてはいけない試合なので
すが、全日本選手権の一か月前なのであまり疲労
がたまらないように軽めで出ようと思います。

また、練習面では痛みが再発しないように慎重
に下半身の強化も続けていきます。下半身を強化
するスクワットにおいて今年に入ってからのベス
ト記録が225㎏なので10kgアップの235㎏を目標に
計画をたてて取り組んでいこうと思います。



Report ～ Ｍａｙ ～
10日 兵庫選手権（怪我のため、棄権）

8日の練習で手首を捻挫してしまい、出場はせずに、試合観戦だけしました。捻挫してから2日経っ
た時点でほぼ治っていたのですが、協会の方などと相談した結果、棄権することにしました。

今月は10日に全日本前の調整試合として兵庫県選
手権に出場予定でしたが、手首の怪我の為、棄権し、
観戦だけすることになりました。観戦中にも整体師
の方に、手首を治療してもらいました。

また、兵庫へ帰ったついでに2日間実家の方で過
ごし、心身をリラックスさせ、行きつけの整骨院で
治療もうけてから東京の方へ帰省しました。全日本
選手権前最後のいい気分転換になったと思います。

全日本まで1か月を切ってからは高重量を扱う練
習が増えました。スナッチでは140㎏代をコンスタ
ントに挙上することができ、試合前に絶好調という
感じで仕上がっています。クリーン＆ジャークは高
重量を扱っているということもあり、背中の方に痛
みが出てき始め、苦戦しているところです。泣いて
も笑っても来月の13日が本番なので来月に最高の報
告をできるように怪我には気を付けて、集中して練
習に取り組んでいこうと思います。

試合は13日の土曜日、福島県いわき市 いわき
市立総合体育館で行われます。85㎏級の試合開始
は14：00（予定）からとなります。国内最大の大
会ですので、雰囲気にのまれないようにいい緊張
感をもち、練習以上の結果を出そうと思います。

試合後は体重を増やしていく方向でトレーニン
グをしていこうと考えております。やはり今の身
長から考えると85㎏級は少し細いのでしっかりと
トレーニングで筋肉量を増やしていこうと思いま
す。



2015年6～9月度活動報告 木下竜之

全日本代表を目指して

Ｉntroduction
来年のリオオリンピック出場のためには、今秋に行われる世界選手権での結果が求められます。

しかしながら、世界選手権出場のためには、今回開催される全日本選手権で好成績を残さなければ
選出されません。

最初で最大の難関となりますが、リオへの道はもう始まっています！！

全日本選手権
優勝が条件

日本代表に選出

世界選手権

上位の成績が
条件

ウェイトリフティング協会
選定

リオ五輪代表
決定！

6月 11月 2016年の年明け予定

全日本社会人選手権
優勝は絶対条件

例外を除き日本代表に
選出されるのは難しい



Schedule
●2015年スケジュール

6月12日～14日 全日本選手権大会 福島県

7月22日～30日 アジア選手権 ネパール

8月22日～23日 近畿ブロック大会 大阪府未定 兵庫県国体予選 兵庫県

9月27日～10月1日 国民体育大会 和歌山県

11月20日～24日 全日本社会人大会・全日本女子選抜大会

20日～29日 世界選手権大会 アメリカ

Report ～ June ～
6月13日に一年間の国内最大の大会である全日本選手権

が行われました。結果は2位でした。私としては優勝を
狙っていただけに悔しさを残す形で大会を終えることに
なってしまいました。自分の中では調整も計画通りに進
み、絶好調の状態で試合に臨むことが出来たのですが、
気持ちだけが先走ってしまったのか、練習で何度も挙げ
ていた重量さえも落としてしまう結果になってしまいま
した。

しかし、ほかの出場者も調子が悪く、大勢の失格者が
出る流れの中で、私もクリーン＆ジャークにおいて1試技
目、2試技目を連続で失敗してしまい、次の試技で失敗す
ると失格（記録なし）という局面にたたされたのですが、
最終試技を成功させ準優勝という結果で終えることが出
来たことに関してはポジティブにとらえたいと思います。

Information & 来月以降について
今月の前半は試合に向けての調整練習でした。怪我も治り、絶

好調の状態で計画通りに集中して練習をこなしていくことが出来
ました。全日本選手権の結果は満足できるものではなかったので、
試合の翌日からは東京へ戻り、練習を開始しました。試合直後な
ので疲労もありましたが、その疲労もだんだん抜けていき、試合
前よりも調子のいい状態になっています。27日に世界選手権の代
表が決定され、私の名前は入っておりませんでしたが、この悔し
さをバネに秋の国体、全日本社会人に向けてトレーニングを重ね
ていきたいと思います。来月に試合はありませんので、体重を増
やしながら力をつけていこうと思います。

■ ６/１３ 全日本選手権

８５ｋｇ級

2位 / 7人中

Media Information
6月14日の神戸新聞朝刊に掲載されました。



Report ～ July ～
全日本選手権の結果が満足できるものではなかったので秋の国体、全日本社会人に向けて、もう一

度基本から改善していくプランを立てました。主にフォームの改善と、筋力強化をテーマに練習し始
めています。ウエイトリフティングのイメージからして、毎日筋力トレーニングをしているように思
いますが、週に3回、普段の練習の後に筋力トレーニングを取り入れ、腕周りも以前より太くなり安定
感も出てきました。フォームも以前まではスピードを重視していましたが、現在は正確性を重視して
スピードを抑えて身体からバーベルが離れないような軌道で挙上するようにフォームを変更しました。

その成果もあり、フォームが馴染んでくると以前よりも挙上重量があがりスナッチにおいて練習自
己新記録をとることができました。さらに怪我も少なくなったように思います。秋は新しいフォーム
で新記録に挑戦しようと思います。

また、来月は国体の予選大会でもある近畿ブロック大会に出場します。94㎏級で出場するのですが、
そこで現段階での力で調子をピークに持っていき、全日本選手権優勝相当の記録を出したいと思いま
す。また、全日本選手権で私の一つ上の表彰台にのぼった選手も出場すると思うのでリベンジも果た
したいです。

Report ～ August ～

普段の練習拠点である中央大学が夏解散により、
練習場が閉鎖していたので９日～１７日は兵庫県
の方へ帰省し、母校である明石北高校で強化合宿
をしました。早稲田大学も数日間参加し、刺激の
ある練習ができました。

合宿中には自己新記録である148㎏のスナッチ
を成功させることが出来ました。150㎏も何度か
挑戦しましたがあと一歩及びませんでした。いつ
もと違う環境で練習でき、調子も良かったです。

23日は大阪で近畿ブロック大会がありました。
絶不調の中の試合でしたが、手堅い重量からス
タートして無事に優勝することもでき、地元兵庫
も近畿大会団体8連覇、個人としては3連覇を達成
することが出来ました。

■ ８/２２ 近畿ブロック大会

個人 ・ 団体

優勝

個人3連覇・団体8連覇 達成！！



今月は前半、すごく調子がよく、後半から調子
を崩してしまった月になりました。17日までの合
宿まではよかったのですが、合宿終了後、23日の
試合までの最終調整をする為に東京へ帰り、試合
直前に40度近い高熱を出してしまいました。試合
時はドーピング検査が行われる可能性もあるので、
風邪薬等は飲まずに治したので時間がかかってし
まい、結局東京では微熱までさがった時に1回した
練習以外は寝て過ごすことになってしまいました。

そのまま大阪へ向かい試合をし、結果は優勝で
きたのですが体重が3kgも落ちてしまい、記録はス
ナッチが138㎏、クリーン＆ジャークが155㎏でま
たしても自己新記録を出すことはできず、個人的
には不本意な結果となってしまいました。いつも
練習で調子がいい時に試合があると余計にナーバ
スになり、怪我をしたり、体調を崩したりしてし
まうので、今後はトレーニングも大事ですが、そ
ういう基本的なところを改善していくのも課題の
一つです。

今年の試合はおそらく11月の全日本社会人選手
権のみになります。私にとって唯一獲得していな
い全日本という名前の付くタイトルなので何が何
でも自己新記録を叩き出しての優勝をしたいと思
います。体調を崩してからは調子が落ちてしまい、
重たい重量を触れなくなりましたが、焦らず、怪
我の無いようにトレーニングに励みます。

Information & 来月以降について



Report ～ September ～
17日 出稽古（自衛隊体育学校）

9月17日に埼玉県朝霞市の自衛隊体育学校へ行き、練習をしてきました。
スナッチ150㎏の自己新記録を挙げにいくと宣言してから練習に向かい、宣言通り150㎏を失敗することな
く成功できたのでよかったです。

Information & 来月以降について
先月の後半から今月の前半まで中央大学の学生が帰省、合

宿の為不在だったので私は一人で練習することが多かったの
ですが、モチベーションを下げることなく集中して練習に励
むことが出来ました。その結果17日に自衛隊の方で練習をさ
せていただいた際にスナッチで85㎏級の日本記録の6kg下の
150㎏の自己新記録を成功させることができました。また、日
本トップのチームの練習を近くで見ることができ、トップ選
手の方たちとトレーニングについて語ることもでき、いい刺
激になりました。
また、私は出てないのですが今月末には和歌山県で国民体育
大会がありました。85㎏級の優勝者の記録はスナッチ149㎏で
した。練習でそれを上回る記録をあげていることは大きな自
信になります。あとは試合で練習以上の結果を出せるように
体調管理等も気を付けていきたいと思います。

来月も試合はないのでクリーン＆ジャーク
の強化にも力を入れたいと思います。また
スナッチの方でも日本記録まで6kgと迫っ
ていますので、11月に行われる全日本社会
人選手権までに日本新記録である157㎏に
挑戦できるように力をつけていきたいです。
最近は怪我もなく、順調に調子も上がって
きておりますが、疲れの方もたまってきて
いますので、少し休養日を多めに取り入れ
ようと思います。
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