
2006年 全日本一輪車競技大会
＿ ソロ演技部門中学生以上 優勝
2007年 全日本一輪車競技大会
＿ ペア(中学生の部) 優勝

グループ(高校生以上の部) 団体総合優勝
2008年 第14回国際一輪車競技大会
＿ 個人演技(ジュニア・女子) 世界チャンピオン

標準技術 世界チャンピオン
2008年 全日本一輪車競技大会
＿ 演技部門ペア高校生以上 優勝

松永 怜子
（まつながさとこ）

応募時年齢 15歳

出身 神奈川県

競技種目 一輪車

競技歴 8年間

松永さんは、一輪車のジュニア世界チャンピオンであり、またペア競技でも日本一に
なっています。世界大会出場に向けた予選審査はほぼ確実に通る実力を持つものの、
大会開催地であるニュージーランドへの渡航費用捻出が困難でした。全国のほとんど
の小学生が一輪車を経験してるにも関わらず、競技の知名度は低いのが現状です。松
永さんは、世界一になることで自分が有名になり、それによって競技を広めていき、
子供たちに夢を与えていきたいという熱い気持ちを持っています。そんな夢を応援す
る為にも、HDPでは「世界一への挑戦」をサポートする事に決定いたしました。

一輪車国際競技大会に出場する為の一部費用をHDPより負担いたします。

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

一輪車の競技人口は約１万人といわれ、競技内容も100ｍ、片足走行、タイヤ乗り、
リレー等のトラック競技や、音楽にあわせて演技をするフィギュア競技、フルマラソ
ンや日本独特の駅伝等、幅広い種目があります。フィギュア部門は音楽に合わせて演
技をし、創造性、芸術性などを表現する室内スポーツです。競技人口は日本で約
2,000人。この部門では【グループ】(国内大会5人以上・国際大会3人以上)・【ペ
ア】・【ソロ】の3種目について大会が行われています。
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ドリームサポート受賞者 活動報告





世界一に向けて。

松永怜子の挑戦

2009年3月～5月 活動レポート

2009.03.29

第11回ジュニア一輪車競技大会

2009.05.28

一輪車国際大会の予選ビデオ撮影

グループ演技中学生以上オープンクラス 総合優勝

第11回ジュニア一輪車競技大会に出場しました。
グループ演技は、選曲・構成・指導を自分で手掛けまし
た。ソロ演技部門は他の大会とは異なり、男女混合です。
優勝したのは高校生の男子で、同じ一輪車でもジャンル
が全くことなるものでした。

2009.03.31

緑野小学校学童クラブで演技披露

2009.03.31

フジテレビ ｢めざましテレビ｣収録

2009.04.17

タウンニュースに大会結果掲載

めざましテレビの収録にいってきました。
5月7日の「学ナビ」という朝のコーナーで放送されます。

タウンニュースの大和版に、ジュニア一輪車競技大会
の結果が掲載されました。

大和市立緑野小学校で、子供たちに一輪車の演技を
披露してきました。

今年度末から来年にかけて開催される、一輪車世界大
会出場への第一歩です。予選はビデオ審査で行われる
為、演技を撮影し、審査委員会に提出いたしました。

ソロ演技中学生以上オープンクラス 準優勝



2009年6月～8月 活動レポート

2009.06.07

世界大会予選 結果発表

一輪車国際大会の女子個人エキスパートと、ペア・エキスパートの予選の結果が出ました。
おかげさまで、ペア＆個人、無事に予選通過しました。

2009.06.23

ＮＨＫ 「こんにちはいっと６けん」 出演

こんにちはいっと６けんに出演いたしました。
番組ではこれまでの経歴や、一輪車競技について紹介をして頂きました。

2009.07.25

全日本一輪車競技大会

2009.08.13

ＴＢＳ 「メヂカラ」 出演

演技部門 ペア演技 総合優勝

2009全日本一輪車競技大会に出場し、演技部門のペア演技で総合優勝いたしました。

メヂカラに出演いたしました。番組ホームページでは、9月いっぱいは本人目線のダイジェストが流れています。
また、番組には下記のような感想が寄せられました。

●一輪車スポーツを初めて知りました。乗るだけでも大変なのにいろいろな技が出来るなんてすごいです。はじめから終わりまで演技
を通して見てみたいと思いました。(30代男性）

●たまたま見たのが一輪車でした。自分にしてみれば子供のおもちゃとしか思えませんでした。しかし、見て、知ってビックリでした。
「あんな技がどうしてでき るの？」って感じで、目がテン状態になりました。また、違う目線で見せてくれたのも効果が大きかったと思い
ます。 (50代男性）

●メジャーでもマイナーでもスポーツにはドラマがあり、感動があります。一つの目標に向かって人生をかけられるということは素敵で
すし、うらやましいと思います。この番組からいつも勇気をもらいます。今後とも応援しています。(20代女性)



車上で競う、技と演技。

松永怜子の挑戦

Introduction
2009年12月 28日～2010年1月7日まで、ニュージーランド(NZ)のウェリントンにおいて第15回国際一輪車競技大会

UNICON15が開催され、23カ国から650名の選手が出場しました。一輪車の国際大会「UNICON」は通常2年に一度開催

されます。今回は南半球での開催ということで、ニュージーランドの夏にあたる年末年始。2008年夏のデンマーク大会か

らは一年半後の開催となりました。次回は2012年夏にイタリアでの開催が決まっています。

出国 12月25日、成田からニュージーランド航空でオークランド国際空港へ。フライト時間は約１１時間。一輪車は機内

持ち込みには出来ないので預けなくてはなりません。演技用、レース用、マウンテン用と一人で２，３台持参する人もいる

ので、毎回重量制限、超過料金でトラブルになる事もありましたが、ニュージーランド航空の場合は一人一台１０Ｋg以内

であればスポーツ用品扱いとなり、20Kg制限の受託手荷物とは別枠で預けることができるのがありがたいです。

大会の会場となるウェリントン ウェリントン空港で預けた一輪車をゲット 今大会の会場前で

ニュージーランド



国際大会開催地へ

12/26 ニュージーランド入国 オークランド国際空港から国内線乗り継ぎで、首都ウェリントンに到着。日

本との時差は意外にも４時間もあります。ホテルに到着すると、ロビーにはまだクリスマス・ツリーが。日本選手団ツアー（第

一陣の一部）のメンバーと記念撮影をし、その後は休む間もなく練習へ。市内のウェリントン高校へバスで移動し、３時か

ら６時までの予定を１時間ほど延長して練習をしました。特にグループ演技は複数の一輪車クラブでの合同演技のため、

現地で集まってからの練習が大事です。

12/27 選手登録 今日もウェリントン高校で一日練

習。夕方には選手登録のため、大会本部のあるTSBバンクア

リーナに向かいました。登録の名前を申告して、大会プログラ

ム、登録種目リスト、ゼッケン、Ｔシャツ、スポンサーからの景

品ドリンク、スナック菓子などの入った袋を待っていると、一緒

に登録に行った日本選手団のうち何故か怜子（サトコ）のだけ

が渡されていません。「名前はチェックされているので、渡した

はずだ」という事務局側と、「貰っていない」というこちら側で押

し問答。結局、スタッフがこぼした水で濡れてしまったので再

作成中だったことが判明しましたが、最初からトラブルでちょっ

とブルー。同じクラブの選手の登録がきちんとリストされていないという問題も何件かあり、その修正申告のほうに気をとら

れてしまい、怜子の標準技術のスキル・リストを確認する余裕を無くしていて、それが後日大問題に発展したのでした。

12/28 開会式 午前中は、大会本番が開催されるTSBバンクアリーナ体育館で初練習です。練習風景は、地元

のテレビでも放映されていました。午後からはいよいよ開会式です。パレード出発前に、日本選手団で記念撮影も行いま

した。垂れ下がってしまっている日の丸の前に座っているのが怜子です。ニュージーランドはオゾン層の破壊で、紫外線

量が日本の10倍とか。一瞬さしこんだ日差しが強烈に感じました。

Open Draw (演技順公開抽選会) 開会式後には、エキスパート・クラスの演技順を決める公開抽選

会がありました。Artistic freestyleは審査員が採点評価する競技なので、演技順は重要。本人によると”一番緊張する瞬

間”だそうです。 結果、ペアの順番は一番バッターになってしまいましたが、ソロは最後のとりを引き当てました。

各局で大会の様子が放映されました パレード出発前の日本選手団記念撮影 体育館で



ペア演技

12/29 ペア年齢別 今日から大会の競技が開始しました。本日の演技の種目は、予選のない年齢別クラスの

ペア演技。典子・怜子の姉妹ペアは各国出場枠のあるエクスパートクラスに参加するので、本日はチームメートの応援の

日になります。ペアは年齢別、エキスパートを含め計４０ペアが出場します。

12/30 ペアEx いよいよエキスパートの出番です。エキスパート・クラスは、各国から３組ずつの割り当てに加え、前

大会で３位以内入賞数の出場が可能なので、日本からは今回５組が出場可能です。日本では５組以上の出場希望があっ

たため、国内でビデオ予選が行われました。全40ペアのうちエキスパートで出場するのは、14歳以下のジュニア・エキス

パートが７組、年齢フリーのいわゆるエキスパート・ペアは９組のみ。ペアは男女の区別がないので、男性２人ペアとも互角

に戦わなければならないのが厳しいところです。Open Drawでは、出番は１番。前の選手の出来栄えに影響されずに、比

較的緊張せずに演技できるのは、一番目の利点。怜子の表情もいつもよりリラックスしていました。

怜子のＹ字の足の下を引き手の姉の典子がくぐるように当日直前に構成を変更したY字バランスもばっちり決まりました。(一

番右の写真)落車などの大きなミスもなく４分の演技を終了し、出来栄えはこれまででベストといえるものでした。会場も大い

に盛り上がりました。やはりエキスパートになると、年齢別やジュニアとは別格の雰囲気で、格段の拍手・喝采、賞賛をあび

ます。どのペアの出来栄えも素晴らしく、この醍醐味はやみつきになります。

一輪車の場合、フィギュア・スケートのような細かい規定がルールになく、日本で主流のバレエ・ダンスのような芸術系の演

技と、大道芸、サーカスのような技術系の演技が同じ土俵で戦わないといけません。アーティスティｯク系の演技と、技術系

のジャンルの違う演技を比較して審査するのは、とても難しいです。今回優勝したのは、前大会でも優勝したスイスのサー

カスで活躍しているという男性ペア。会場をわかせるコミカルでパワフルな演技でした。典子・怜子ペアは５位入賞。１、２、３

位が技術系、４、５、６位が芸術系と入賞順位にはっきり区別がついてしまった為、演技のメンバーからは、審査項目基準の

改定を望む声が上がりました。とはいえ、全４０ペア中の５本の指内に入る事ができ、良い演技が出来たことには満足です。

12/31 一輪車 にはレース、ホッケー、バスケット、マラソン、マウンテン、BMXのようなストリート、フラットランドな

ど様々な競技があります。今日の午前はホッケー、午後は１４歳以下の年齢別クラスとジュニア・エキスパートのソロ演技

でした。大会に来ていると忘れてしまいそうですが、今日は大晦日。カウントダウン・パーティーが行われるため、体育館

は早めにクローズ。明日はみんな個人演技の本番を控えているため、残念ながら新年の瞬間を待たずに切り上げました。



ソロ演技

1/1 ソロ演技 新年初日から、ソロ演技の本番です。個人演技は男女別クラスで、エキスパート・クラスはペア同

様に、各国から３名ずつの割り当てに加え、前大会で３位以内入賞数を割り増しての出場が可能。女子は前回姉の典子

の準優勝を含め、日本が1,2,3位を独占しているので、今回は6名が出場可能。実際には6名以上の出場希望があったた

め、国内でビデオ予選が行われました。怜子は2006年のスイス、2008年のデンマークの２大会で、大会史上初のジュニ

ア・エキスパート連覇を達成していますが、今回が、エキスパートデビュー。当然クラス内では最年少です。演技開始前

はやや緊張気味の様子。コーチの菅さやかさんが横でサポートしてくれています。

結果は、6位にギリギリ入賞でした。エキスパート女子8名中6位ということは、全女子個人出場者59名のうち６位と同じことに

なります。ペア同様、審査において芸術系の演技よりも技術系が有利だった感触はありますが、芸術系の日本人4人の中

でも上位から3番目で、落車があった割には健闘できました。ジュニアからシニア・デビューをし、お気に入りのホイット

ニー・ヒューストンの「All at once」のバラードに合わせて、表現力重視の演技をこなせたことには満足です。音楽に合わ

せて振り付けをしながら一輪車の上で大技をこなす難易度をもっと理解してもらえるようになることを期待し、次回のイタリ

アでは3位以内のメダルを目指すという目標ができました。

いよいよ演技のスタート、曲の開始を待つ。

演技開始前。緊張の様子です。

Ｙ字バランスも、
ソロではペアよりも難易度がアップ。

全日本では落車してしまったビールマンも、
今回は決まりました。ちょっとエラそうな、
余裕の表情。

一番難度の高いノーハンド・バック立ちで、落車してしまいまし
たが、その後は気を取り直し、美しさが評判だったアラベスクを
無理なくクリア。写真のタイミングはシャッターチャンスを逃して
いるのが残念です。

上向きのスピン。



1/2 標準技術・グループ演技

今日は前大会で世界チャンピオンに輝いた標準技術（スタンダード・スキル）と、夜はグループ演技の２種目と盛りだくさん。

標準技術

標準技術というのは、数百種類の技の中から、事前に申請した１８種類の技を申請した順番どおりに３分以内で行うもの。

技の難易度に応じた得点が配点されており、各技の前後を含めたフォームが規定どおりで、技が成功すると持ち点が100%

加算されます。技が成功しても前後のフォームが規定どおりでないと厳しく100%減点される他、バランスを崩すと-0.5点、

落車すると-3点というように減点されます。各技の距離や、回数、移行のスムーズさ、安定度、3分以内に収めるためのス

ピードが要求され、地味な割に意外に奥が深い種目です。

トラブル発生

今回のスキル・リストは前回と全く同じ18種類を同じ順番で申請したはずだったのですが、”28a”のところが”28e”で登録さ

れていたことが、当日になって発覚しました。28番というのは横のり(side ride)とい

う技術で、aは写真のようにサドルを両手で持ち8m直線走行するというものですが、

これに対してeはサドルを片手で持って円走行するものになります。片手で体重を

支えるという事は、女子にとって難易度がかなり高くなってくるのですが、たまたまa

とeが同じ点数だったので、合計点も変わらず、入力ミスに気がつかないという結果

になってしまいました。

更に悪いことに、28aというのは、18種類の中で一番点数が高く、怜子にとっては確実に安定して点がとれる得点稼ぎの狙

い目の技だったのです。急いで審査委員長に直訴してみましたが、大会初日の選手登録でリストを受け取った時に確認し

なければならないことで、当日の修正は無理とのこと。怜子はショックのあまり、出場を辞退すると言い出していましたが、

コーチや日本選手団に「前回のチャンピオンが出ないなんてもったいない」となだめられて、なんとか出ることにはしました。

しかし、申請ミスの28eを無理にやって減点されるよりは、スキップして17技に絞ったほうが持ち時間に余裕もできて良いと

いうことになり、一技省く事にしました。

出番は申請点数の低い順のため、怜子の出番は最後から2番目です。今回は、標準技術の練習を出発前に日本で殆ど

やらなかったので、出番までの間に技の順番を記憶しなくてはならないのですが、申請のトラブルの件が頭から離れず

に集中できません。不安の残る中、いよいよ出番になりました。

一技スキップするので時間に余裕がでるはずでしたが、次の

演技を思い出すために、円走行を半周近く多めに走行したり

したので、時間はぎりぎりになってしまいました。

ですが、ミスはほとんどなく、得意技をスキップしていなければ

、ほぼ確実にメダルが取れると思う出来栄えでした。それだけ

に、もし結果が悪かったら申請ミスが原因ということになり、結

果の発表がとても心配でした。実際には標準技術の表彰の前

にグループ演技があるので、結果を気にしている余裕がなかっ

たのは、助かりました。

トラブルを乗り越えて



大会結果

1/2 グループ演技

グループ演技のほうは、日本選手団中４クラブのメンバーによる混

合チームで、チーム名はINTEGRAL。第一陣よりも２日遅れで開会

式当日に到着した青森のチームも一緒なので、全員揃っての練習

は大会の合間のわずかな時間しかありませんでしたが、それでもそ

こそこの演技が出来るのは、さすがエキスパート集団です。青森の

メンバーには神奈川から青森の高校に進学した、2006年の国際大

会でジュニア・エキスパートで優勝したペアの相手もいます。一緒

に演技するのは、3年半ぶり。やはりグループ演技は、楽しい。本番

は他のメンバーに落車があったのが惜しかったですが、アーティス

ティック度とシンクロ度は全チーム中ダントツでした。

標準技術表彰式

グループ演技終了後、標準技術の表彰式が始まりました。まずは、

年齢区分での表彰が行われ、１２歳以下女子、13-14歳女子と日本

人の優勝が続きます。怜子も、15歳-16歳女子優勝で、今大会初

のメダルをゲット！ただ、年齢別の表彰時に渡された審査結果の

得点は、前回の点数にスキップした28aの点数分を足したものよりも

かなり低かったので、全選手中のエキスパート表彰は無理だろうと

本人は思っていました。エキスパート表彰が始まると、6位、5位、3

位、2位と年齢別で優勝していたメンバーが先に呼ばれていきます。

「ひょっとして優勝？」と思った瞬間、最後に怜子が呼ばれました。

ほっと一安心、初めて泣けました。蓋を開けてみると前大会同様男

女合わせて全選手(男子21名、女子49名の計70名)中の最高得点

で連覇を達成！しかしながら、2位との差は僅かに0.45点。スキップ

した28aの5.9点の重みを改めて実感。結果が悪かったら、一生後

悔しなければならいところでした。

その後はグループ演技の表彰式が行われ、日本は３位入賞でした。

安堵の一枚 ピース！

1/4 ワークショップ 講師を務めました。UNICONでは競

技だけでなく、一輪車発展・選手の交流・スキル向上のためのワー

クショップが組まれている所が特徴的です。日本選手団に依頼が

あったのは、ピルエットという高速スピンの後の慣性力を利用して、

ペダルをこがずに一点で回転を続ける技。女子エキスパートの４人

でメインの講師を勤めました。ピルエットを出来るのはほとんど日本

人で、大道芸的な技の多い外人選手は不得手な分野です。数あ

るワークショップの中でも一番参加者の多い人気のワークショップ

となりました。

INTEGRALグループ演技

優勝したデンマーク・チームとのワンショット

ワークショップの様子


	松永さんプロフ
	スライド番号 1

	matsunaga_2009.pdf
	ドリームサポート一期2.pdf
	DSP個人表紙
	松永さん

	ドリームサポート一期2.pdf
	スライド番号 10
	スライド番号 55
	スライド番号 56
	スライド番号 57
	スライド番号 58
	スライド番号 59
	スライド番号 60
	スライド番号 61
	スライド番号 62




