
2013年10月度活動報告 近藤圭佑 

ソチオリンピックまでの道のり 

Ｉntroduction 
2008年からHDPで支援している近藤選手。いよいよ、集大成のソチオリンピックシーズンが開幕です。海外
派遣選考会、国際大会、全日本選手権。ここからソチオリンピック開幕直前まで代表枠2名の座を掴むため
に、1月末まで連戦が続きます。 

Road to sochi 

「海外派遣選手選考会」 
より高いポイントが付与される大会に 

出れるかどうかが決まる。 
↓ 

国際大会等での順位に応じ 
ポイントが付与され、 

ポイントによってランキングされる。 
↓ 

世界ランキング上位2名！ 
↓ 

ソチオリンピック出場!！ 

ワールドカップ 

インターコンチネンタル
カップ（ＩＣＣ） 

ヨーロッパカップ 

アメリカズカップ 

高 

低 

ポイント 



海外派遣選考会。10月は海外派遣選手選考会に参
加し、ワールドカップ日本代表を決めます。選考
に漏れた選手は一つ下の大会となるインターコン
チネンタルカップ代表として遠征します。 

6日(日)～23日(水)の期間には、日本連盟主催による
海外派遣選手選考会（滑走練習、選考レース）がラ
トビアのスィグルダで行われました。1日目、滑走内
容も良く、自己ベストを出す事が出来ました。しか
し、2日目は自分自身の滑りが全くできず、結果、残
念ながら選考レースで負け、前半戦のワールドカッ
プの代表権を獲得することはできませんでした。 
しかし、今回の選考レースは国際大会前半戦のカテ
ゴリを決めるものであり、オリンピック代表を決め
るものではありません。私は前半戦インターコンチ
ネンタルカップから転戦することが決まりましたが、
ここで自身の力をしっかりと発揮して上位成績をと
り、後半戦のワールドカップ代表になることが目標
になります。 
 

Report ～ October ～ 

20位      髙橋 弘篤 選手 
 

31位      笹原 友希 選手 
 

50位      近藤 圭佑 選手 
 

58位      田山 真輔 選手 

■主なソチオリンピック候補選手  ※シーズン前 

世界ランク       氏名 

Schedule 
残念ながら海外派遣選考会に敗れたため、インターコンチネンタルカップ（11月11日出発予定）をメイン
に国際大会を転戦します。オリンピック選考は、世界ランキング日本選手中上位2名となっているため、
インターコンチネンタルカップで上位入賞を重ね、高ポイントを獲得していく事が目標になります。自身
の夢、HDPの夢、そして応援していただいているすべての方々にオリンピック出場という最高の 
結果を持って感謝の気持ちを表したいです。最後まで決して諦めず、頑張ります。  



2013年11月度-１２月度活動報告 近藤圭佑 

ラストシーズン前半戦 

Ｉntroduction 
11月はインターコンチネンタルカップ（以下ＩＣＣ）より格下のヨーロッパカップからのスタートになり、
12月ＩＣＣに参加するため、より上位入賞が必要になってくる大会です。ＩＣＣは、ワールドカップに次ぐ
大会であり、上位へ進出することで世界ランキングのポイントがより多く付与される大会になります。この
大会の結果により後半戦のワールドカップ代表になれる可能性も出てきます。 
 

Schedulu 

●2013年11月-12月 海外遠征スケジュール 
 
11月11日         出国～ドイツ到着 
  12日～17日    滑走トーレニング（ドイツ・アルテンベルグ） 
  22日       ＦＩＢＴヨーロッパカップ第1戦 
  23日       ＦＩＢＴヨーロッパカップ第2戦 
  24日       移動日 
  25日～12月1日  滑走トーレニング 
          （オーストリア・インスブルック/イーグルス） 
12月6日       ＦＩＢＴ ＩＣＣ第1戦 
  7日       ＦＩＢＴ ＩＣＣ第2戦 
  8日       移動日  
  13日       ＦＩＢＴ ＩＣＣ第3戦 
  14日       ＦＩＢＴ ＩＣＣ第4戦 
  15日～16日    帰国 



現地コースで約1週間滑走トレーニングを行いまし
た。アルテンベルグはテクニカルで細かい技術を必
要とするコースなので、重要なコーナーを中心に繰
り返しトレーニングを行いました。結果、非常に充
実したトレーニングを積み重ねる事が出来ました。 
 11月22日(金)にシーズン初戦、FIBTヨーロッパ
カップ第1戦アルテンベルグ大会が行われ、第1戦は
成績よりも内容が良く、第2戦でより上位を狙って
いました。しかし、第2戦は練習で十分注意してい
た難しいコーナーで大きなミスをしてしまい、決勝
2本目（1本目上位20位以内）に残れない悔しい結果
となりました。しかし、このままミスで終わらせず、
ミスの原因の分析をしっかりと行い、次への成功に
繋げるという気持ちにすぐに切り替えました。 

Report ～ November ～ 

第1戦 2013年12月6日    出場28選手 
第2戦 2013年12月7日   出場29選手 
第3戦 2013年12月13日 出場23選手 
第4戦 2013年12月14日 出場23選手 
 

■FIBT インターコンチネンタルカップ 

20位 / 14位 / 13位 / 14位 
 

第1戦           第2戦           第3戦          第4戦 

■FIBT ヨーロッパカップ 

第1戦 2013年11月22日     出場23選手 
第2戦 2013年11月23日   出場31選手 

11位 / 26位  
第1戦           第2戦 

11月24日(日)に、今シーズン前半戦でメインに転戦するFIBTインターコンチネンタルカップの第1,2戦の
会場であるオーストリア・インスブルック/イーグルスに移動し、ここでも約1週間現地コースで滑走ト
レーニングを行い、滑走技術の向上に努めました。 
その後大会が始まり、第1戦は、決勝2本目の滑走のプッシュスタートの際、走っている途中でシュプール
（スタート時にランナーの片方をはめる溝）を外す大きなミスをしてしまいました。しかし、2戦目はミ
スを修正し、2本目の滑走ではプッシュスタートタイムでパーソナルベストを更新する事が出来ました。
第2戦は滑走もしっかりと集中でき、14位まで順位を上げました。勿論、納得できる結果ではありません
でしたが、プッシュスタートと滑走技術の両方共に調子が上がってきていると実感することが出来ました。 
 イーグルスでのレース終了後、インターコンチネンタルカップ第3,4戦の行われるドイツのアルテンベ
ルグに移動しました。その後、すぐにレースウィークに入り公式練習が行われました。12月13日(金)、14
日(土)にFIBTインターコンチネンタルカップ第3,4戦アルテンベルグ大会が行われ、2戦とも1本目の滑走
は良かったのですが、決勝2本目で順位を下げてしまいました。少しでも上位を狙えた分、悔しさの残る
結果でした。しかし、レースでは2戦連続してアルテンベルグのコースの自己ベストタイムを更新するこ
とが出来ました。思うような結果がなかなか出ない中でも、ポジティブな要素も獲得でき、少しずつです
が前進していることを確認出来ました。 

Report ～ December ～ 



2013年12月度-１月度活動報告 近藤圭佑 

ラストシーズン後半戦 

Ｉntroduction 
全日本選手権、海外シーズン後半戦。全日本選手権は、世界ランキングとは別に国内での力をアピールする
絶好のチャンスであり、ソチオリンピック選考に関わる重要な大会です。また、ソチオリンピック最後の椅
子を争うICC後半戦。ここでの結果で決まります。これまでの結果で他の日本人選手も上位にもいるため、
他の選手を上回る結果が必要となります。 
 

Report ～ December ～ 

年内最後の大会、全日本選手権。 
前半戦の国際大会が終了し、12月16日(月)に日本に
帰国しました。帰国後、長野に向かい、18日(水)、
19日(木)と長野のコースであるスパイラルで滑走ト
レーニングを行いました。 
20日(金)から全日本選手権大会のレースウィークに
入り、公式練習後、23日(月)に2013/2014全日本選
手権大会が行われました。結果は4位入賞でした。
優勝を目指して大会に臨みましたが届かず、悔しい
結果となりました。しかし、現時点での持てる力は
出せたという実感があり、悔いはありませんでした。 
前半戦の国際大会と全日本選手権で経験した事、得
られたもの、また悔しい気持ち等、全てしっかりと
後半戦の国際大会に活かして行きます。 

4位 / 19人 

■全日本選手権 

日付：2013年11月22日 
場所：長野スパイラル 

10位      髙橋 弘篤 選手 
 

36位      笹原 友希 選手 
 

38位      田山 真輔 選手 
 

43位      近藤 圭佑 選手 

世界ランク        氏名 

■世界ランク上位  ※2013年12月31日現在 



ソチオリンピック最後の椅子を争うICC後半戦。 
12月28日(土)から、国際大会転戦のため海外遠征を
開始しました。シーズン後半戦もインターコンチネ
ンタルカップ代表として、北米各地での国際大会を
転戦しました。 
 12月28日に出国後、カナダのウィスラーに到着し、
現地コースで2日間滑走トレーニングを行いました。
ウィスラーは2010バンクーバーオリンピックが行わ
れた場所で、テクニカルでありながら世界で最もス
ピードが出る（最高時速140km以上）コースです。 

Report ～ January ～ 

一瞬の油断がケガや大事故につながる危険性があります。そのため、1つ1つのコーナーを丁寧に、正確
に操作できるよう練習を行いました。大晦日の12月31日も練習を行い、2013年の最終日にしっかりと
「練習納め」をしました。 
 1月5日(日)に後半戦初戦、FIBTインターコンチネンタルカップ第5戦ウィスラー大会が行われ、結果は
18位でした。また、6日(月)には同会場で第6戦が行われ、結果は20位でした。レース前の滑走練習、そ
してオフィシャルトレーニング中は思ったようにタイムが出ず苦戦していましたが、第5戦のレース当日
はしっかりと集中して臨めました。結果こそ18位でしたが、1本目の20位から巻き返しての順位であり、
久しぶりに良いレース展開を作る事が出来ました。第6戦では、1本目のプッシュスタートでパーソナル
ベストタイムを更新し、プッシュだけのタイムでは全体の5位という高パフォーマンスでした。オフシー
ズンに積み重ねてきたトレーニングが間違っていなかったことを証明する結果でした。しかし、決勝2本
目、そのような調子の良い状態のさなかプッシュスタートで右脚ハムストリングスの肉離れのケガをし
てしまいました。前日に続いて巻き返しを図ろうと力んでしまったのかもしれません。気持ちも身体も
全力で行ったので後悔はありませんが、残念な結果となってしまいました。第6戦は20位でした。その後、
2002ソルトレークオリンピック会場のアメリカ・パークシティに移動し、1月11日(土)に、FIBTインター
コンチネンタルカップ第7戦が、12日(日)に第8戦（ICC最終戦）が行われ、それぞれ24位、22位という結
果でした。右脚肉離れのケガの影響でプッシュスタートを全力で走れず、上位進出は難しいことをレー
ス前から予想していました。また、レースに出場することでケガの悪化の危険性もありました。しかし、
レースを欠場するという選択は決してしませんでした。私を応援してくださる沢山の方々のことを考え
ると、これまで諦めずに真剣に競技と向き合ってきた姿勢を最後まで貫き通すという気持ちが大きかっ
たからです。競技に対して、また応援してくださる方々に対して、そして今まで頑張ってきた自分自身
に対しても、諦めず最後までチャンスを狙い全力を尽くしたと胸を張れるよう、脚が痛くてもレースを
戦い抜くと決めて臨みました。 
  

第5戦 2013年1月5日      出場24選手 
第6戦 2013年1月6日     出場24選手 
第7戦 2014年1月11日  出場24選手 
第8戦 2014年1月12日  出場24選手 
 

■FIBT インターコンチネンタルカップ 

18位 / 20位 / 24位 / 22位 
 

第5戦           第6戦           第7戦          第8戦 



総括 ～7年間を振り返って～ 

支援前 

■2009年 世界ジュニア選手権  

■スケルトン ナショナルチーム入り 

■2009年 全日本プッシュスケルトン選手権 
 

6位 

■2007年 全日本学生選手権     優勝 

■2007年 全日本スケルトン選手権  7位 

■2007年 FIBT世界ジュニア選手権  8位 

■JOC強化指定選手に選抜 

■2010年 及び 2012年  
全日本スケルトン 選手権大会 
  

2位 

■2010年 FIBTインターコンチネンタルカップ 
                    （世界最高峰）    

日本代表として参戦  第7戦  

インタビューを是非
お読み下さい！ 

世界戦への切符を掴むも、資金難で 
挑戦できず・・ 

■2013年  
ＦＩＢＴ世界ランキング 
  

50位 

支援後（2009～2013） 

2位 

8位 

■今までご支援頂いたスポンサー様、HDPへ感謝の言葉 
これまで、ソチ冬季オリンピック、スケルトン競技日本代表へ向けての私の挑戦をサポートし
て頂き、誠にありがとうございました。スケルトンというマイナー競技でオリンピックを目指
す中で、HDPのサポートなしでは絶対に最後まで挑戦することは不可能でした。スポンサー企業
様のご支援のおかげです。誠にありがとうございました。 
私は、幼い頃からずっとオリンピックに憧れ続けてきました。必ずオリンピックに出るんだと
いう気持ちで、中学・高校で6年間体操競技を、大学からは競技を転向して10年間スケルトン競
技を行ってきました。そして今シーズン、夢を叶えるためソチオリンピック代表獲得に全力で
挑戦してきました。残念ながらあと一歩、ソチ代表には届きませんでしたが、だれもが経験で
きることではない貴重な挑戦をさせて頂きました。オリンピックを真剣に目指してきた今まで
の日々の中で、苦難も歓喜も両方ありましたが、このような経験は様々な面で私を大きく成長
させてくれました。 

応援してくださった沢山の方々へ、私がソチオリンピックに出場することで恩返しをした
かったのですが、残念な結果となりました。しかし、私は夢への挑戦をやり尽くしたと自信
をもって皆様にお伝えできます。今までのトレーニング等でも自分自身に嘘をつかず、心底
オリンピックに出場するんだと常に思い続け、日々全力で挑戦してきました。何も後悔はあ
りません。ただただ、HDPをはじめ応援してくださった沢山の皆様に、ここまで挑戦させてく
れたことに感謝の気持ちでいっぱいです。 
HDPは素晴らしいプロジェクトです。私はHDPのおかげでかけがえのない経験を沢山させてい
ただきました。この経験を、次の新たなステージの挑戦に必ず活かしていきます。 
今後も、是非サポートを必要としているマイナー競技のアスリートに対し、熱いご支援を宜
しくお願い致します。 
これまで長きにわたり、私のオリンピック出場の夢の挑戦をサポートして頂き、誠にありが
とうございました。 



この日初めて間近でレースの模様を見学させてもらったが、時速100km以上の速さで駆け抜けるそりを
目の前に、思わず息を飲んだ。その弾丸のような勢いに圧倒され、しばらく呆然としていたほどだ。 
 
あまりのスピード感と迫力に少々ひるみながらも、応援を続ける。2度目の近藤選手の滑走順は16番目
だった。 
健闘を見せたものの、タイムは初回よりもやや落として54秒73にとどまった。この瞬間は暫定1位と
なったが、その後トップ3の田山選手・高橋選手・笹原選手に抜かれ、総合順位は第4位。 
惜しくもあと一歩及ばず、表彰台を逃してしまった近藤選手。今の率直な心境はいかがなものなのなの
だろうか。 
 
――全日本選手権を終えた感想をお聞かせ下さい。 
優勝を目指して試合に臨みましたので、目標に届かず悔しい気持ちがあります。しかし、真剣勝負の中
で現時点の私の全力で挑んだ結果ですので、悔いはありません。同じく全力で挑み表彰台に上がった選
手を称賛し、私もまたここから進化していこうという前向きな気持ちです。 
 
――今後の予定や目標を教えて下さい。 
シーズン後半に入りますが、12月28日からまた国際大会のため海外（北米)へ出発します。国際大会は、
今シーズン前半に引き続き、FIBTインターコンチネンタルカップ（ICC、W杯の下部大会）を転戦します。 
ソチオリンピック代表は、日本男子の枠は国別ランキングから2枠獲得できると予想されますが、1枠目
は前半の成績が良かった高橋選手が代表に内定しました。残り1枠は、来年1月20日前後の世界ランキン
グ（個人）の高橋選手を除く日本人最上位の選手が選出されるというのが、日本連盟からの通達です。
よって、後半のICCで結果を残し世界ランキングを上げ、ソチオリンピック代表権を獲得する事が最大
の目標です。現在世界ランキング日本選手中私は4番ですが、2位3位の選手とは僅差のため、十分に可
能性があります。' 
 
近藤選手の勝負の冬は、まだ始まったばかりだ。 

Report ～ 森有紗 ～ 

12月23日（月）、長野市浅川のスパイラルで開催されたスケルトンの全日本選手権。オリンピックの出
場権をかけて全国から強豪選手が集うこの大会に、近藤圭佑選手が挑んだ。 

スケルトンの勝ち負けは、2回の合計滑走タイムで決まる。
たった0.1秒の差が選手たちの明暗を分けてしまうような険
しい世界だ。 
 
そんな厳しい競技に9年間も身を置いてきた近藤選手。レー
スに挑む直前、心を落ち着かせるかのように瞳を閉じて呼吸
を整える姿は、まさしくプロフェッショナルそのものだった。 
初回の滑走は54秒25で第4位。1位との差はわずか0.24秒だっ
た。 


