
在家 範将
ドリームサポート2012-13

( ざいけのりまさ )

生年月日　　　　　1989年 5月6日（24歳）

出身地　　　　　　青森県八戸市

競技種目　　　　　スピードスケート

競技歴         　　　13年間

競技 1周400mのスケートリンクを周回し、ゴールタイムを競う競技。発祥の地はオランダと言
われ、古くから冬の間凍った運河や川を行き来するための交通手段として発達し、13世紀頃
には、木靴の底に鉄製のブレード（刃）を取り付けた現在のスケートシューズの原型が出現し
た。オリンピックの種目となったのは1924年シャモニーオリンピックから。1988年カル
ガリーオリンピックでは初めて室内リンクが使用され、以降、1992年アルベールビルオリン
ピックを除き、各大会で新設の室内リンクが使用されている。

実績 2011年  ワールドカップ第4戦 モスクワ大会          5000Ｍ 8位 
2011年  ワールドカップ第5戦 ソルトレーク大会  10000Ｍ 10位  
2011年  全日本距離別選手権大会 　　　　　　　　  5000M 2位           　　　　　　                   
2011年  ワールドカップ第2戦 カザフスタン大会    5000Ｍ 7位
2012年  第 84回日本学生氷上競技選手権大会         5000Ｍ 優勝
                                                                         10000Ｍ 優勝
2012年  全日本距離別選手権大会　　　　　　　　　5000M 優勝
2012年  全日本選手権大会　　　　　　　　　　　　5000M 優勝
2012年  ワールドカップ第２戦 コロムナ大会　　　  5000M 15位

コメント 今年度も支援して頂きましてありがとうございます。支援して頂いているお陰で順調にトレー
ニングできています。ついにオリンピックも今シーズンと迫って参りました。私はどうしても
オリンピックで活躍したい。その気持ちだけは誰よりも強いです。オリンピックに出場して活
躍することが、私を応援して頂いてる皆様に恩返しする事だと思っております。前シーズンは
夏場に私の不注意で起こってしまった怪我でとても悩み、そして苦しみました。思うような結
果も出す事ができませんでした。今年度は幸いにも怪我もなく順調に体も作る事でできてきて
います。気を緩める事もなくこのままオリンピックを決めるまで強い気持ちをもち、日々戦っ
ていきたいと思います。今シーズンの目標はもちろんオリンピック出場、そして世界と戦える
選手になる事です。昨シーズンでは全日本の大会では負けることがなく終了しました。が、私
が見ているのは日本で活躍することではありません。昨シーズン以上に進化し、強い選手にな
る為に日々精進していきます。これからも応援よろしくお願い致します。



先月の 12/13 シーズン開幕戦で見事優勝を果たした在家選手は、 11 月から国内外の大きな大会を連戦します。今シ

ーズンは得意の 5000m 種目で世界戦の日本代表枠を獲得。 翌シーズンのオリンピックでも確実に代表枠を勝ち取る

為にも、 一戦一戦しっかりと結果を求めてこれからの連戦へと挑みます。

Introduct ion

2012年１１月、ワールドカップの前半戦が開幕し、オランダ、

ロシア、 カザフスタンを転戦してきました。 第１戦目はディ

ビジョン B27 位、 第 2 戦目ディビジョンB15 位でした。世

界との差はとても広がっておりもっと頑張らなくてはいけな

いと思いました。 大会の結果は残念なものでしたが、 技

術面世界の選手と一緒に練習をしてきて勉強になりまし

た。 来月は全日本選手権があります。 また後半戦に選ば

れる為にしっかりと調整して大会にあわせたいと思います。

ワールドカップ前半戦開幕。

第 1 戦オランダ大会 / 第 2 戦ロシア大会

Report  

■ワールドカップ 1･2 戦　大会結果

第 1 戦

オランダ大会

第 2 戦

ロシア大会

27 位  /  15 位 



Report

12 月 15、 16 日には、 全日本スピードスケート選手権

大会が開催されました。 この大会は 500m、 1500m、

5000m、 10000m の 4 種目の総合得点を競う大会です。

5000m は優勝することができましたが、 1500m ではコー

スアウトにより失格してしまいました。 とても調子が良か

っただけに、 悔しかったです。 この失格により最終種目

には進出することができませんでした。 5000m の優勝

でワールドカップ後半戦なの代表に選ばれました。

2月9、10日に後半戦が行われました。結果は惨敗。練習の成果が全くといっていいほど出す事ができませんでした。

原因としては、 レース開始直後に焦ってしまった事、 冷静にレース運びが出来なかった事などがあげられます。 今

回の結果で第 5 戦目のワールドカップ派遣がなくなってしまい、 とても悔しい思いいっぱいです。 今シーズンの大会

はすべて終わりました。 今シーズンは怪我と戦いながらであまり集中して練習ができなかったり、 痛くて練習できな

かったことも多々ありました。 来シーズンはオリンピックシーズン。 3 月からまた新たにスタートする私のシーズンで

はオリンピックまで怪我をせずにしっかりとトレーニングができるように気をつけて行きたいと思います。

年が明け、 1 月 26～31 日には国民体育大会へ参戦。

いつものダブルレース形式とは異なり、 シングルトラック

レースとなりました。 このレースは 4～8 人の選手が一斉

にスタートし、 ポイントや着順で順位が決まるレースで、

駆け引きが必要になります。 今回私は全日本のチャン

ピオンとして決勝では完全にマークされてしまい、 思う

ような結果が残せませんでした。 ケガの影響で、 大会

前の 2 週間ほどは思うように練習ができなかったのも、

敗因の 1 つではないかと思います。 来月にはワールドカ

ップ後半戦もありますので、 うまく調整をして良い結果が

出せるように頑張りたいと思います。

世界戦から帰国し、

全日本選手権 / 国民体育大会へ出場

シーズン最終戦、 ワールドカップ後半戦の結果

■国内大会 大会結果 ■ワールドカップ 3･4 戦　大会結果

全日本選手権

開催地 ： 長野県

5000M

国民体育大会

開催地 ： 秋田

1 位  /  7 位 20 位 / 17 位 

第 3 戦

カザフスタン大会

第 4 戦

ドイツ大会



12/13 シーズンを終え、これからの約半年間は個人練習や合宿を行い、しっかりと戦える体と技術を身に付けていきます。

いよいよ今シーズンは、 競技を始めて以来ずっと目標に掲げてきたオリンピックのシーズン。 世界最高峰の舞台へ立つ

為には、 並大抵の努力ではかないません。 シーズンの開始まで、 残り約半年。 気持ちを切らさずに準備を整えます！

Introduct ion

3 月･4 月は大会はシーズンオフの為ありません。 休養期間を 2週間お

きオリンピックに向けてのトレーニングをスタートしました。 休養期間に体

のメンテナンスをしっかりと行った為、 トレーニングを開始した時の体の

反応はとてもよかったです。 これから徐々にトレーニングを増やし、 しっ

かりと戦える体と技術をつけていきたいと思います。

4 月に入り、 ショートトラックの練習も開始しました。 27 日～ 5 月 1 日に

は長野県の野辺山での合宿に参加し、 ショートの選手と切磋琢磨してト

レーニングを行いました。 これからは毎月合宿が始まり、 オリンピックに

向けて体を鍛えていきます。 またトレーニング以外では、 4 月中旬にオ

リンピックのチームビルディングとして、 ソチオリンピックを目指している

冬季の全種目の選手が集まって交流会が行われました。 色々なチーム

の人と話す事が出来、 オリンピックへの気持ちがとても大きくなりました。

何としてでも今年は体力 ・技術を高めて頑張って行こうと思います！

Report  ~ March /  Apri l  ~ 



Report   ~ May /  June ~

Report  ~ July ~

5 月からはシーズン最初の合宿が行われ、 オリンピック

前回大会出場の長島圭一郎選手や羽賀亮平選手など

と一緒に練習をさせて頂きました。 オリンピックシーズ

ンということもあってとても辛い合宿でしたが、 毎日が充

実した合宿となりました。 短距離選手とスプリント勝負

をする事でバネの違いなども明らかになり、 とても良い

経験が出来ました。 今シーズンは特に大切なシーズン

ですので、 合宿中の怪我等には気をつけ、 気持ちを

切らさずに頑張って行きたいと思います。

また、翌月の 6 月もショートトラックの合宿を行いました。

ショートの合宿を重ねる度に技術が向上しているのが分

かり、タイムも少しずつ向上し、 最終的にはショートの選

手とも同じような練習ができるようになってきました。 合

宿中は体がよく動き、 登坂走や自転車の練習でも好タ

イムを出せました。スキー場に籠っての練習でしたので、

集中できる環境であったのも好調の要因です。 集中し

て取り組む事ができ、 とても良い合宿でした。 これから

もしっかりとトレーニングを積み重ねていきます。

７月も引き続き、 長野県野辺山にてショートトラックの合宿をしてきました。 ７月末からは全日本合宿が始まるため、

今までやって来た事の集大成を確認するとてもよい合宿になりました。 今期から指導してもらっているコーチからは、

「初めのころと比べて滑りが良くなっている」 と言われ、 ここまでの練習が無駄ではなかったと感じました。

そして７月末からの帯広で行われた全日本合宿では、 その変化が大きくみられました。 今までのスケーティングから

大幅に変化し、 コーナーでの加速が以前よりも格段に鋭くなっていました。 ただ、 滑りは非常に良くなったのですが、

今までの滑りが頭に残っていた為、 今の滑りに体を対応させるのがとても大変でした。 最終日には多少トライアルの

ような練習をしたのですが、 現時期にしてはまずまずのタイムが出せたので良かったと感じました。 練習の手応えを

はっきりと感じる事のできた合宿でした。



いよいよ練習も大詰め。 8-9 月は 10 月に開催されるシーズン開幕戦、 そして、 その後のオリンピックを見据えた練習に

なっていきます。 今まで積み重ねてきた努力を無駄にしない為にも、 そして最高の結果を出してオリンピックへ出場する

為にも、 しっかりと準備を積み重ね、 この 2 ヶ月間で最終調整を行います。

Introduct ion

８月１６日 -２５日は長野県野辺山にてショートトラックの合宿

をしてきました。 ロングトラックの練習の後で感覚が違いま

したが、 とても良い技術練習ができました。 今までとは違

いただがむしゃらにショートトラックの練習をするのではな

く、 アウトの滑りを意識した練習ができてとても良い練習に

なりました。 ８月２７日 -９月２４日までは全日本合宿でカル

ガリーに来ています。 全日本合宿ではこれまでの乗り換え

練習ではなく、 今シーズン、 そしてオリンピックを見据え

た練習になっていきます。 しかし今までやって来た事は忘

れず、 しっかりとした技術練習もしっかりと体に染み付けて

行きたいと思います。 ９月２０日 -２２日は記録会があります

ので、 まずはその記録会でタイムが出せるようにしっかりと

トレーニングをして調整して合わせて行きたいと思います。

Report  ~ August  ~ 



　  第 20 回全日本距離別スピードスケート選手権大会

    2013 年 10 月 25 日 -10 月 27 日

　 　  ワールドカップへの派遣選手を選考する為の大会

　　ワールドカップ 4 戦

　　2013 年 11 月 8 日 -12 月 6 日

　　　 オリンピックの日本代表枠を獲得する為の大会

　　ソチオリンピックスピードスケート日本代表選手選考競技会 

    2013 年 12 月 27 日　

　　　 オリンピック出場選手を決める為の大会

Report   ~ September ~

Schedule

アメリカ ・ ソルトレイクに練習先を移して合宿しました。

ソルトレイクには１０日間滞在し、 その後はカナダ ・ カル

ガリーに移動して全日本合宿に合流しました。 アメリカ

の練習では、 昨年からお世話になっているチームのコ

ーチに見て頂きました。 これまで日本で練習してきたス

ケーティング技術をコーチにチェックしてもらったところ、

少しだけ技術部分の修正を指示されましたが、 昨年よ

りも良くなっているという言葉ももらえ、 今年積み重ねて

きた事は間違いではなかったと感じることができました。

アメリカでの練習を終えると、 次はカナダに移動して全

日本合宿が始まりました。 全日本でやる合宿はレベルが

とても高く、 とても良い練習ができました。 カナダでは今

期初めてのレースがあった為、レースに向けて準備を進

めていましたが、 大会の 4 日前に転んできた外国人選

手に巻き込まれて転倒してしまい、 怪我をしてしまいま

した。 その為大会までには満足のいく調整ができません

でしたが、 何とか間に合わせ、 自己ベストを５秒も更新

する事ができました！

▶

▶

▶

初めてのレースでは全てのレースでベストタイムがでましたが、 ケガの影響で調整は全くうまくいきませんでした。 しっ

かりと調整をする事が出来れば、 もっといいタイムがでると思います。 １０月２５日 -２７日にはワールドカップ派遣選手

を決める大切な大会があります。 その大会までにはしっかりと調整をしていきたいと思います。 氷上の感覚は日に日

に良くなっているので、 大会では良い結果がでると思います。


