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( ごとうゆうすけ )

生年月日　　　　　1981年 3月30日（30歳）

出身地　　　　　　福井県あわら市

競技種目　　　　　カヌースプリント

競技歴         　　　15年間

競技 カヌースプリントは、カヌー競技の種目の一つ。静水にコースを設置し、その区間内でのタイ
ムを競う。使用する艇によりカナディアンとカヤック、乗組員数によりシングル・ペア・フォ
アの区別がある。複数艇が一斉にスタートしてその着順を競う。途中で転覆した場合は失格と
なるが、船首がフィニッシュラインを通過した時点でゴールとなるため、ゴール直後に転覆し
ても問題ない。　

実績 2004年 日本選手権200mカヤックシングル　　　優勝
2004年 200mカヤックフォア　　　　　　　　　 ２位
2005年 日本代表選考会200mカヤックシングル　２位
2005年 ワールドカップ200mカヤックシングル　１０位
2005年 国民体育大会200mカヤックシングル　　２位
2005年 日本選手権200mカヤックペア　　　　　優勝
2007年 日本選手権200mカヤックペア　　　　　優勝
2009年 アジア選手権カヌーポロ　　　　　　　　  ２位
2010年 西日本選手権大会    　　　　　　　　　    優勝
2011年 国民体育大会200mカヤックシングル      優勝

コメント 2012 年のロンドンオリンピックから、今までのオリンピックではなかった 200m が種目
に追加される事となり、日本も短距離に力を入れ始めました。そこで僕はもう一度カヌースプ
リントで世界に挑戦をし、オリンピックという最高の舞台で世界の頂点を目指したいと思い、
復帰を決意しました。
カヌーはオリンピック競技や国体競技であるにも関わらず、まだまだマイナーな競技ではあり
ますが、僕が活躍する事によって少しでも多くの方にカヌーを知ってもらい、次の世代の選手
が自分たちと同じ思いをしないよう、頑張っていきたいです。



Report  ~ November ~

１１月は試合や合宿がなく、 年間で唯一オフの月です。 シーズンの疲れを取りながら、 オフシーズンのトレーニング開始に

向けて準備をします。 そして１２月からは、 本格的にオフシーズントレーニングを開始いたしました。

Introduct ion  

今シーズンは体重７６㎏で競技を続けてきましたが、 カヌーは体重別や体重制

限がなく、 質量やパワーのある体が短距離には有利とされています。 その為、

来シーズンは７９㎏～８０㎏くらいでシーズンを戦えるよう３月の選考会までに体

作りをしていきます。 目標としては年内に２㎏、 年明けに１㎏プラスし、 ２月か

らは試合に向けてパワーやスタミナの他に、 スピード練習を加えて余分な脂肪

を落とし体を絞りあげたいと思います。 オフトレの内容としてはランニングによる

下半身強化、 スタミナアップ （インターバル走、 坂道ダッシュ等） にも力を入

れ、 今シーズンから取り組んでいる体幹トレーニング、 バランストレーニングも

引き続き行います。 乗艇練習、筋トレについてもシーズン中と同じようにパワー、

スタミナ、 瞬発力アップができるようトレーニングして行きます。 シーズン中疎

かだった下半身強化と体幹トレーニングによって更に船のバランスを良くし、 安

定したフォームでレースができるようトレーニングします。

また山口県内では１０月末から１１月上旬にかけて国体の報告会 （岩国市役所、

山口県表彰） 等があり、 多くの方々に祝福していただけました。 山口県の選

手としてレースができたことを本当に感謝しています。



Report  ~ December ~

１２月より本格的にオフシーズンのトレーニングになり、 ウエイトトレーニングの割合が増え４種類のトレーニ

ングを１～２日の間隔で行います。 また乗艇練習は負荷を付けてのパワー系とロング漕による持久力、

フォームの向上を目的に練習し、 ランニングは４～５㎞をメインに練習を行い、 気温が高い日はインター

バル走や坂道ダッシュをしています。 体のケアは出身校でもある福井工業大学の先生にお願いし、 測定

をして頂けるようになりました。 これにより、 今までは自分の感覚でしかわかっていなかった体調が数字とし

て明確にわかるようになり、 どの部分が弱くバランス良くトレーニングすべきかを知ることができ、 今まで以

上に質の良い練習をする事が可能になりました。 また脂肪と筋肉の分布がわかるため左右のバランス、

上半身と下半身のバランスもわかり、 バランス感覚や体幹等で船をコントロールする事が求められるカヌー

スプリント競技には、 重要な情報が身近に得ることができるようになりました。

あわら市内フリーペーパーに特集が掲載されました。 また、 山口国体の結果も新聞各社にて掲載されました。

Media



Report  ~ January ~

2012 年１～ 2 月、 オフシーズンのトレーニングもいよいよ終わりを迎え、 シーズンが始まります。 まずは今シーズン結果を

出し、 アジア大会、 リオ五輪に繋げれるように現役を続けて行きますので今後とも御力添え何卒よろしくお願いいたします。

Introduct ion  

１月４日～１０日、 日本体育大学沖縄合宿に参加させていただきました。 今回の合宿は日本体育大学の合宿と言う事もあり

カヤック担当、 カナディアン担当、 ビデオ撮影とコーチ３名、 ボートでしっかりと練習を見てもらうことができかなり贅沢な内

容。 起床後ウォーキングと体操ストレッチ、 １日２乗艇とランニングの合宿で練習前のアップの時間もしっかり取られており、

練習メニューとしては１２００m がメインで５本２～３セットや、 負荷有りでの１分５本３セット （フォーム重視） アップとダウンを

含めると１乗艇１５㎞～２０㎞。 ピッチを落としキャッチを強くし船を走らせる事を意識し、 全てのメニューを８０％以上の力で

向かい風、 追い風共に同じタイムで漕ぎフォーム改善も行いました。 ランニングは２０分～３０分で終わるものの乗艇は１時

間半くらいかかるので、 体力だけでなく精神的にも辛い練習でしたが多くの選手と一緒に行うことで乗り越えられたように思

います。 夕食後のミーティング等で当日撮影していただいた練習を見ることができ、 改善点を指摘していただき次の練習

で実践できました。 コーチの方とは面識はありましたがカヌーに関する詳しい話をしたことはなかったのでこれまでとは違った

意見や情報、 練習方法を聞くこともでき、 １週間と短期間の合宿でしたが内容の濃い充実した合宿となりました。



Report  ~ February ~

Other

２月は通常のオフトレーニングを行い、 週１のペースで福井工業大学の先生にマッサージを受けています。

マッサージは指圧を中心にやっていただき、 肩周りの可動範囲を広げれるようにストレッチをしていただきま

す。 トータル１時間半から２時間ほどかかっていますが授業や会議の合間をぬって付きっきりでやっていただ

き、 また練習での注意点や改善点も言っていただき本当にありがたく思っています。 先生は高校の時学校

こそ違うものの、 同じカヌー部で一緒に練習していたこともあり、 カヌーをやる上でどの部分が疲労し疲れが

溜まっているか等もわかっているため安心して体を預けることができ、 水泳が専門と言うこともあり水泳選手

の良い部分や、 水泳選手と自分達カヌー選手との違いを言っていただけて基礎トレーニングにおいて取り

入れるべきものを見つけることもできています。

４月からも引き続き、 山口県岩国市を拠点に活動して行きます。 県体育協会嘱託職員の身分で期間が１

年更新の最長３年、 週に数回事務作業、 高校生の指導、 県教育委員会とのタイアップによる小中学校へ

の出前授業が入りますが、 練習時間も職務時間に含まれ合宿遠征にも時間を割り当てる事がでますので、

練習環境が変わる以外は今までとほぼ同じように練習ができそうです。今シーズン結果を出し、アジア大会、

リオ五輪に繋げられるように現役を続けて行きますので今後とも御力添え何卒よろしくお願いいたします。

福井県内情報誌、 月刊 URALA 取材１月２５日発売の２月号に掲載掲載されました。

Media



Report  ~ March ~

2012 年 3 月、 今シーズン最初の大会となる、 海外派遣選手選考会 ( 香川 ) へ出場しました。 これから、 日本選手権、

国体、 アジア大会など大きな大会が始まります。 国際大会は出場だけではなく入賞を、 そして国体は連覇を目標として

練習して行きますので、 今後とも何卒よろしくお願い致します。

３月２４日～２９日海外派遣選手選考会の２００m シングルに

出場しました。 結果、 誠に残念ながら５位に終わりました。

完全に調整ミスによる結果だと反省しています。 ５日～１８日

までの合宿、 また試合会場も気温が低く、 思っていた以上

に疲れを溜め込んでしまっていたのかと思います。 レース

内容としては半日で１次予選、 予選、 準決勝、 決勝の４

本を漕ぎ、 レース間隔も１時間無く、 今までに経験したこと

のないハードなスケジュールの試合でした。 準決勝までは

問題無く通過できましたが、レース間隔が短い事もあり決勝

時には腕がパンパンに張りプルプルしている状態。 スタート

の反応こそ良かったものの中盤からは腹圧も高まらなかった

事が敗因かと思います。 しかしレース後他県の監督や仲間

からはフォームが改善されていると言われ、 沖縄合宿から

の成果が出てきただけに調整ミスが本当に悔やまれます。

短時間で回復できるような体力作りとスタミナアップが今後

の課題です。 また３０歳を越え今までのように練習量を増や

すだけでなく、しっかりとした調整をしなければならいと今後

の教訓とし、 同じミスをしないよう特に季節の変わり目や、

移動時間の長い試合には気をつけて行きます。 今大会で

は福井工大の先生にサポートしていただき、調整がうまくい

かないなか決勝まで進め戦えた事に感謝をしております。

Introduct ion  



Report  ~ Apri l  ~

４月から山口県岩国市を拠点に活動することになりました。 練習では乗

艇はフォーム漕を中心に、沖縄合宿で指摘されたキャッチと押し手に気

をつけながら行いました。 また自分の練習が中心ではありますが、 高校

生の指導も業務の一環になった為、 中旬から土日祝日以外の午後は高

校生との練習です。 冬期練習で高校生がランニングをメインに持久力

をつけてきたようで、 乗艇と筋トレについてはまだまだですが、 インター

バルや７㎞ランは並の大学生より速くかなり良い練習になっています。 ウ

エイトトレーニングもジムのような設備で体作りができているので、 乗艇

練習を高校生ペアと並べる等、 工夫して質の高い練習をしていきます。

７月２０日 （金） ～２２日 （日） 岐阜国体中国ブロック大会 （広島県）

９月６日 （木） ～１０日 （月） 日本選手権 （石川県小松市木場潟）

９月３０日 （日） ～１０月３日 （水） 岐阜国体 （岐阜県海津市長良川）

日本選手権と国体２冠そして国体２連覇し、 計画的にアジア大会に繋げて行けるよう

トレーニングをしていきますので、 今後ともよろしくお願い致します。

Schedule

トレーニングメニュー ( 一部 )

・ 陸トレ (１分 ×６本インターバル走、 ４㎞並走など )

・ 乗艇 ( 約１０㎞など )

・ 筋トレ ( 通常の筋肥大とパワー系のトレーニングなど )

・ インターバル漕 （１分５本３セット、 ２分３本３セット、 １０分５分２分１分３０秒２本１５秒２本など）

・ 負荷 （テニスボール） を付けての練習 （１分５本３セット、 ２０秒５本３セット１０秒５本２セットなど）

・ 距離メニュー （１８００m、 １０００m、 ５００m、 ５０m ダッシュなど）



Report  ~ May ~

2012 年 5 月、 6 月。 高校生への指導を行いつつ、 7 月に開催される国体の中国ブロックに向け、 コンディションを整えま

す。 国体に向けた練習の中では改善点も見つかり、 これから始まるシーズンに向けて弾みを付けた二ヶ月となりました。

Introduct ion  

５月は高校生の指導をしながらの練習がメインでした。 乗艇メニュー

は県予選、 国体ブロック大会が５００m で行われるため大会に合わせ

た練習となり、 ５００m のインターバル漕、 ２分のインターバル漕がメイ

ンでスタート練習等も行いました。 高校生には練習メニュー以外にも

フォーム等技術の指導を行いましたが、 しっかりとメニューをやらせな

ければならず、 大学生とは違い指導の難しさを痛感しました。 また、

日々の生活においても現役としての個人の練習メニューと、 高校生

への指導を両立させなければならず、 両立の難しさを痛感しました。

しかし、 冬季練習で監督にかなり走らされていたようで、 ランニング

のメニューについては走れる選手が多く、 １分のインターバル走や７㎞

走、 １０００m 走は刺激になりました。 ７月に行われる国体の中国ブロッ

クでは、 高校生のペア種目は１位しか国体に出場できないので、 自

身のブロック通過はもちろんの事、 高校生も全種目がブロック通過で

きるように練習していかなければと思っています。



Report  ~ June ~

6 月も先月に続き、 ７月に行われる国体の中国ブロ

ックに向けた練習となり、 乗艇プラス筋トレ、 乗艇

プラスランニングと体幹を交互に設定し、 練習メニ

ューもランニングに坂道ダッシュ、 筋トレに僧帽筋

を中心としたメニューが追加された以外は先月と同

じ内容になりました。 坂道ダッシュについてはトレー

ニング経験があるので、 体が張ったり他のランニン

グメニューより脈が上がったりはするものの後日筋肉

痛になったりはしませんでしたが、 筋トレの追加メニ

ューについては今まで行ってきたメニューに比べると

まったくウエイトが上がらず、 また肩の可動範囲が

狭い事、 日本人そして日本のカヌースプリント界も

多い猫背のように肩が胸側によっている事を実感し、

これを改善することで船を漕ぐ際にしっかりと力をブ

レードに伝えられるようにしなければと痛感しました。

そして後日びっくりするほど筋肉痛になり、 まだまだ

鍛え上げなければならない箇所が多く、 海外選手

のような体格になる為には今まで教えられてきた事

以外にあらゆるトレーニングをする事でまだまだ速く

なれると思いました。 １０日には光市のスポーツ交流

村にて高校生向けのメンタルトレーニング、 体幹ト

レーニング講習会があり、 キャプテン会議 ・ アワー

ド時に講演していただいた岩崎さんの教えを再確認

することができました。 また体幹トレーニングもバラ

ンス系がまだまだ弱い事がわかり、 上記のように新

たなメニューを取り入れていく必要性を感じました。

２年間皆様の温かいご支援本当にありがとうございました。

本来ならばこのロンドン五輪に出場し結果を出さなければならない所、 全国大会

での優勝も１回しかできず本当に不甲斐無い思いでいっぱいと共に、 期待して頂

いた皆様には大変申し訳ない思いです。 私は選手としては若くはありませんが、

皆様に頂きました現役復帰、 また世界に挑戦するチャンスを無駄にしないよう、

当面は次のアジア大会に向けやれる所まで挑戦し続け、 カヌー競技とスポーツの

楽しさを広げて行きます。 今後とも皆様の御力添え何卒よろしくお願い致します。

Message
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