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　2月4日から2月20日まで開催された「北京2022オリンピック」、そして3月4日から3月13日まで開催された
「北京2022パラリンピック」に出場した名古屋市出身選手をご紹介します。
　皆さまの益々のご活躍を祈念いたします。

北京2022オリンピック・パラリンピック競技大会 地元出場選手のご紹介

　令和4年3月11日（金）から13日（日）にかけて、今年
で11回目となる「マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知
2022」が開催されました。「女性だけのフルマラソン
大会参加者数世界一」としてギネスブックにも認定さ
れ、全国から注目を集める「名古屋ウィメンズマラソ
ン」と、同時開催の「名古屋シティマラソン」や「名古

屋ウィメンズホイールチェアマラソン」などが開催され、
合わせて1万6千人余のランナーが、早春の名古屋の
街を走り抜けました。
　各競技部門第1位の皆さんは次のとおりです。
　その他の記録は大会ＨＰ（http://marathon-festival.com/）
でご確認ください。

マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知2022

女子マラソン

ハーフマラソン

10km

ホイールチェア（競技用車いす）

総　合
男子総合
女子総合
男子総合
女子総合
総　合

ルース・チェプンゲティッチ
牛山　純一
河村　英理香
風見　尚

富田　奈乃香
土田　和歌子

2時間17分１８秒（大会記録）
１時間５分１２秒
１時間２０分３５秒
３１分０９秒
３６分２６秒
２１分３７秒

記　　録氏名（敬称略）部　　門

　1月15日（土）の「子どもスポーツフェスタ・冬」（主催：
市、市教育スポーツ協会、市教育委員会、市小中学校
体育連盟）と1月22日（土）の「第37回なごやカップミニ
駅伝大会2022」（主催：市、市教育スポーツ協会）は、新
型コロナウイルスの感染急拡大に伴い、皆様の健康及
び安全を最優先に考え、開催直前に中止いたしました。

　2年連続での中止となり、参加を楽しみにされていた
皆様及び開催に向けご尽力いただきました関係者の
皆様にとっては、大変残念な結果となりましたが、当協
会は今後もこれらのイベントを通じてスポーツの普及振
興に努めてまいります。

「子どもスポーツフェスタ・冬」・「なごやカップミニ駅伝大会2022」中止

令和元年度 ドッジボール大会の様子 令和元年度 ミニ駅伝大会の様子

宇野 昌磨

河辺 愛菜

氏　名

フィギュアスケート

フィギュアスケート

競　技　名

佐藤 圭一

小栗 大地

氏　名

バイアスロン
クロスカントリースキー

スノーボードクロス 5位入賞
スノーボードバンクドスラローム 7位入賞

競　技　名

【オリンピック】 【パラリンピック】

銅メダル獲得（個人・団体）

1

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、名古屋市で予定されていたものの、一昨年は延期、昨年は中止と
なった、競技団体主管で開催される「都市間交流スポーツ大会」が、今年は横浜市で開催されます。

　このたび、昨年夏に開催された東京2020オリンピック 
ソフトボール競技において金メダルを獲得した後藤希友
選手に、令和3年度体育功労者特別表彰の賞状及び
記念楯を授与いたしました。
　後藤選手は熱田区出身で、地元の日比野中学校から
東海学園高等学校に進学し、将来を嘱望される選手と
して活躍されました。
　高校卒業後は、トヨタレッドテリアーズに入団され、
所属チーム及び日本代表で着実に実績を積み重ねら
れています。昨夏の東京2020オリンピックでは、皆さんも
ご存じのとおり大活躍をされ、金メダル獲得に貢献
されました。
　また、中学校在籍時には当協会の競技力向上事業に
参加され、高等学校在籍時には当協会からオリンピック
ジュニアアスリート等活動支援事業の支援を受けられた
実績があります。
　このように、後藤選手の功績は、名古屋のジュニア
アスリートにとって模範となり、目標となるものだけでなく、
競技力向上事業などを実施する当協会にとっても大
変喜ばしいものであります。後藤選手の益々のご活躍を
祈念しております。

【情報】
　3月28日から、新しい女子ソフトボールリーグ「ニトリJD
リーグ」が始まります。
　愛知県でも多くの試合が予定されていますが、名古屋
では4月2日（土）・3日（日）にパロマ瑞穂野球場でトヨタ
レッドテリアーズの試合が開催されます。
　皆さんも会場に足を運んで、後藤選手を応援しましょう！

【後藤希友選手コメント】
　この度、特別表彰をいた
だきありがとうございます。
　名古屋市出身として、こ
のような素晴らしい賞をい
ただけて大変嬉しく思い
ます。
　皆さんの応援を力に変
えて今後も頑張りますの
で、どうぞよろしくお願いい
たします。

第18回都市間交流スポーツ横浜大会の開催について

令和3年度体育功労者特別表彰

大会名
主 催
共 催

主 管
開催地

参加都市
期 日
実施競技

１.
２.
３.

４.
５.

６.
７.
８.

第18回都市間交流スポーツ横浜大会
（公財）横浜市スポーツ協会
神戸市、京都市、大阪市、名古屋市の各
都市スポーツ（体育）協会、横浜市市民局
横浜市競技団体
横浜市

横浜市、神戸市、京都市、大阪市、名古屋市
令和４年６月１１日（土）から７月１０日（日） 
ソフトテニス、バスケットボール、軟式野球、
弓道、ソフトボール、テニス、ハンドボール、
ボウリング、空手道、ホッケー、
家庭婦人バレーボール

日程・会場 日　程 会　場
７月 ２日（土）・３日（日）
7月 ９日（土）・10日（日）
6月11日（土）・12日（日）
7月10日（日）
7月 ９日（土）・10日（日）
7月 ９日（土）・10日（日）
7月 ９日（土）
7月 ９日（土）・10日（日）
7月10日（日）
7月 ９日（土）・10日（日）
7月 ９日（土）・10日（日）

ソフトテニス
バスケットボール
軟式野球
弓道
ソフトボール
テニス
ハンドボール
ボウリング
空手道
ホッケー
家庭婦人バレーボール

種　目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

三ツ沢公園テニスコート
横浜武道館　アリーナ
俣野公園・横浜薬大スタジアム
シンコースポーツ神奈川県立武道館弓道場
神奈川県立保土ヶ谷公園軟式野球場
本牧市民公園テニスコート
横浜市平沼記念体育館
ハマボール
横浜武道館　武道場
横浜カントリー＆アスレティッククラブ（YC＆AC）
横浜市神奈川スポーツセンター

令和４年

※今回、相撲・バドミントンは実施しません。
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　スポーツ少年団は、「１人でも多くの青少年にスポー
ツの歓びを！」「スポーツを通じて青少年のからだとここ
ろを育てる組織を地域社会の中に！」と願い、昭和37
年に創設したものです。名古屋市においても（公財）
名古屋市教育スポーツ協会（名古屋市体育協会）の
中に名古屋市スポーツ少年団本部が置かれています。
　スポーツ少年団は、原則として登録する年の4月1日
現在3歳以上の子ども10名以上と成人の指導者2名
以上で構成された団体が所定の手続きを経て登録
申請し、日本スポーツ少年団の認定を受けることで加

入できます。本市におけるスポーツ少年団の登録
（新規・更新とも）は、毎年4月から7月末です。スポー
ツ少年団の結成、登録、加入などのご相談について
は、下記にお尋ねください。
【問い合わせ先】
名古屋市スポーツ少年団本部〔（公財）名古屋市教育
スポーツ協会（名古屋市体育協会）内〕
〒457-0833　名古屋市南区東又兵ヱ町5－1－16
（スポーツ振興会館内）
TEL（052）614-7100　FAX（052）614-7149

本部委員会関係会議　本部委員会の開催（年1回）

各種事業

名古屋市スポーツ少年団交歓大会
令和4年11月6日（日）

パロマ瑞穂アリーナ第1競技場

期　日

会　場

1
2

名古屋市スポーツ少年団指導者協議会との
共催事業、連携及び活動支援

各種スポーツ体験教室（期間及び会場は予定です）

運動適性テスト
年度内に随時

市内各所

登録単位団の団員

スポーツ少年団運動適性テストを単位団ごとに実施

期　日

会　場

8月6日（土）

日本ガイシアリーナ

1月初旬

日本ガイシアリーナ

期　間

会　場

対　象

内容等

弓道教室

スケート教室

その他　１～２教室開催予定

期　間

会　場

令和4年度 名古屋市スポーツ少年団の主な事業計画

令和4年度 名古屋市スポーツ少年団の登録について

3

　今年度市民スポーツ祭の締めくくりとなるスキー競技の大
会が岐阜県高山市飛騨ほおのき平スキー場で開催されま
した。スキー競技には、小学生からマスターズまで11部門に
74名が参加し、熱戦が繰り広げられました。

　各開催施設の皆様始め大会の企画や運営にご協力い
ただいた関係者の皆様には、大変お世話になりました。この
場をお借りして御礼申し上げます。ありがとうございました。

【スキー競技】
開催日：令和4年2月20日（日）
開催場所：飛騨ほおのき平スキー場
大会結果：http://www.nagoya-ski.org/
（名古屋市スキー協会ホームページ）

　名古屋バドミントンスポーツ少年団は、名古屋市中生涯
学習センターを拠点として活動している少年団です。昭和
６３年（1988）にスポーツ少年団として登録されました。現在
の団員数は小１～小６までの４０名で、週１回程度、土日を中
心に活動しています。過去の団員数は２０～４０名で推移し
ており、オリンピックで日本選手が活躍した時は増加する傾
向にあるとのことです。
　日頃の練習は、取材に応じてくださった湯浅指導主任と
光田さん、小椋さんが指導にあたっています。さらに、競技経
験のある団員の保護者も指導を補助しているそうです。

　湯浅指導主任が指導
する際に心がけていること
は、子どもたちの肉体的・精
神的な健全な成長を妨げ
ないよう、アスリートとして尊
重し、出来る限り平等に接
することだそうです。また、

子どもの成長を妨げないよう、筋力トレーニングは最低限とし、
ケガをせず競技に必要な動きを正しく素早くできるようにする
ためのトレーニングに重きをおいているとのことです。
　指導の目標は、バドミントン競技者になるために必要な基
本と基礎を身につけること、そして何より一番大切なことはバ
ドミントンを好きになってもらうことだそうです。苦労しているこ
とは練習場所の確保で、名古屋市内で確保できず、市外で
練習することもあるそうです。

　光田さんにもお話を伺いました。一番大切なのはバドミント
ンを楽しむこと、バドミントンをずっと好きでいて欲しい、生涯ス
ポーツとして続けて欲しいので嫌いにさせないことだと答え
てくださいました。
　団員の子どもたちに入団したきっかけを聞いたところ「お
ばあちゃんがやっていてやりたいと思った（瀧さん）」「小さい
頃からバドミントンが好きで、瀧さんとおばあちゃん同士が知
り合いだったから（内藤さん）」「両親がやっていたので気づ
いたら自分もやっていた（森さん）」と教えてくれました。
　バドミントンの好きなとこ
ろは「どんどん強くなってだ
んだん勝てるようになって
楽しくなった（瀧さん）」「打
てなかったショットが打てる
ようになる、上達して達成
感があるところ（内藤さ
ん）」「色んな人に勝てると嬉しいし楽しい。色んなことに挑
戦できるから（森さん）」とのことでした。
　また今後の夢や目標については、「県大会で上位に入り
たい（瀧さん）」「大会などで少しでも多く勝ちたい（内藤さ
ん）「中学生になっても少年団でバドミントンを続けて、県大
会でベスト１６に入りたい（森さん）」と話してくれました。そし
て、みんな口を揃えて、「先生はみんなとても優しく、練習は
楽しいです」と話してくれました。
　一人一人の個性を尊重し、その時々に必要で効果的な
指導をする、そして指導者が「バドミントンを好きになってもら
う」という共通の目標を持っている、そんな少年団だと感じま
した。名古屋バドミントンスポーツ少年団の今後の活躍が期
待されます。

●問合せ先
　名古屋バドミントンスポーツ少年団
　ホームページアドレス：http://maripo.sakura.ne.jp

名古屋バドミントン
スポーツ少年団第8回 スポーツ少年団だより第8回 スポーツ少年団だより

左から瀧さん、内藤さん、森さん

中部電力第63回なごや市民スポーツ祭（スキー競技）
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　スポーツ少年団は、「１人でも多くの青少年にスポー
ツの歓びを！」「スポーツを通じて青少年のからだとここ
ろを育てる組織を地域社会の中に！」と願い、昭和37
年に創設したものです。名古屋市においても（公財）
名古屋市教育スポーツ協会（名古屋市体育協会）の
中に名古屋市スポーツ少年団本部が置かれています。
　スポーツ少年団は、原則として登録する年の4月1日
現在3歳以上の子ども10名以上と成人の指導者2名
以上で構成された団体が所定の手続きを経て登録
申請し、日本スポーツ少年団の認定を受けることで加

入できます。本市におけるスポーツ少年団の登録
（新規・更新とも）は、毎年4月から7月末です。スポー
ツ少年団の結成、登録、加入などのご相談について
は、下記にお尋ねください。
【問い合わせ先】
名古屋市スポーツ少年団本部〔（公財）名古屋市教育
スポーツ協会（名古屋市体育協会）内〕
〒457-0833　名古屋市南区東又兵ヱ町5－1－16
（スポーツ振興会館内）
TEL（052）614-7100　FAX（052）614-7149

本部委員会関係会議　本部委員会の開催（年1回）
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表紙写真：中部電力第63回なごや市民スポーツ祭（スキー競技）
  久湊 菜々 選手
表紙題字：後藤　淳
 （財団法人名古屋市体育協会初代会長）この印刷物は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。

なごやのスポーツ（第129号）
令和4年3月25日発行
発行　公益財団法人 名古屋市教育スポーツ協会
 （名 古 屋 市 体 育 協 会）
編集責任者　広報委員長　尾野博之
〒457-0833　名古屋市南区東又兵ヱ町5丁目1番地の16

（スポーツ振興会館内）
TEL（052）614-7100　FAX（052）614-7149 

「なごやジュニアアスリート応援基金」のご案内
　（公財）名古屋市教育スポーツ協会では、令和8年（2026年）に愛知・名古屋で開催されるアジア競技大会に向け、名古屋から世界
に羽ばたく子どもたちを育成するため、市民の皆様よりご支援いただく「なごやジュニアアスリート応援基金」を創設しました。
　ぜひ皆様のサポートにより、ここ名古屋から世界の舞台で活躍するアスリートを育てましょう。
★寄附金の使い道
　アジア競技大会への出場を目指す、名古屋のジュニアアスリート（小・中・高・大学生）の育成にかかる経費（アスリートのコーチ代
や用具代、遠征費など）に使用します。
※1人年20万円を上限に支援します。支援するアスリートは、毎年公募し、当協会のアスリート選考委員会において選定します。
★寄附金額　1口　1,000円　※何口でも申し込みができます。
★寄附申込方法
　「なごやジュニアアスリート応援基金寄附申込書」をメール、FAX、郵送等により下記問合せ先まで送付後、寄附金を当協会
が指定する口座にお振込みいただきます。その際、誠に恐れ入りますが、振込手数料はご負担願います。なお、「寄附申込書」は、
当協会ホームページの応援基金ページ (https://www.nespa.or.jp/donation/)からダウンロードもしくは当協会が管理する
施設に設置のパンフレットをご活用ください。
★その他
●寄附金には、税制上の優遇措置があります。　●ご不明な点等は、下記問合せ先までお尋ねください。

＜問合せ先＞
名古屋市南区東又兵ヱ町5-1-16　スポーツ振興会館4階
公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会総務課
TEL：052-614-7502　FAX：052-614-7525　Mail：nja@nespa.or.jp

　（公財）名古屋市教育スポーツ協会（名古屋市
体育協会）は、名古屋市における体育・スポーツ
団体を統括し、アマチュアスポーツの普及振興と
市民のスポーツへの関心を高めるための様々な
事業を行っています。
　こうした事業を一層充実発展させ、市民の心身
の健全な発達に寄与できるよう、当協会では『賛助
会員の募集』をしております。
　皆様の暖かいご支援とご協力をお願いいたし
ます。
◆会費　年額 １口 20,000円（法人）
 １口 10,000円（個人）
 何口でもご加入いただけます。
◆賛助会員になられた方には、年3回（9月・12月・
3月）発行する当協会広報誌「なごやのスポー
ツ」を送付させていただきます。
◆照会・連絡先
（公財）名古屋市教育スポーツ協会（名古屋市
体育協会事務局）
名古屋市南区東又兵ヱ町5丁目1番地の16
（スポーツ振興会館内）
TEL：052-614-7100　FAX：052-614-7149

賛助会員加入のご案内

※ご連絡いただければ、折り返し『ご案内』及び
『振込用紙』等を送付いたします。

応援基金
QRコード
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Jr. Athlete

Jr. Athlete

Junior Athlete
No.9

久湊 菜々さん
ひさみなと　  

スピーディに
コートを駆け回り、
目指すは、金メダル！

（バドミントン・岡崎城西高校３年生）
プロフィール

●全国小学生バドミントン大会6年女子ダブルス優勝
●全国中学生バドミントン大会女子シングルス準優勝（3年次）
●全国高等学校体育大会バドミントン競技
　女子シングルス（1年次）ベスト8・（3年次）優勝　女子学校対抗ベスト8

なな

悔し涙も流した。震えるほどの喜びも味わった。すべてを明日へのチカラに変えて、
名古屋から全国へ世界へ、飛躍しようとしているジュニアアスリート達。

まさにいま青春ど真ん中。彼ら彼女らのスポーツにかける
熱き思いをお届けします。

 大府市のクラブチーム「はりーあっぷJr」で6歳よりバドミントンを始める。
各カテゴリーで常に全国大会で上位の成績を収めている。U-19ジュニアナショナル
メンバーに所属。名古屋市在住（取材時）。

―バドミントンを始めたきっかけは？
6歳上の兄がバドミントンのクラブチームに所属していて、そこに
ついて行っていました。楽しそうだな、と幼稚園の年長時に始めま
した。父と母がやっていたのも大きかったですね。
―今日までがんばってこられた原動力は何ですか？
負けず嫌いだったことでしょうか。クラブに入った当初は、初心者
ですから、負けてばかり。勝ちたい、負けたくないと、きつい練習も
乗り切れたのかな、と思います。
―バドミントンの魅力はどんなところですか？
相手と駆け引きをするところです。自分が良いショットを打ったと
しても、相手がそれを読んでいたら、逆に相手のチャンスになって
しまいます。どう読むか、どこを狙うかで勝敗が決まる、奥深さが一
番の魅力です。
―ではご自身のプレーの魅了、強みはどんなところですか？
身長が高くないですから、フットワークを活かしてコートを動き回
るスピードです。プレースタイルが似ている奥原希望選手が目標
であり、お手本としています。
―普段の練習で心がけていることはありますか？
私の強みであるスピードをどう活かすか、スピード一辺倒だけで
はなく、緩急をつける、動きの強弱をつけることを心がけています。
具体的には、動きが速い分、単調な球になりやすくて、スピードコ
ントロールを意識して練習しています。
―今日までバドミントンを続けてきたうれしかったことは？
絶対に優勝するんだ、という強い想いを持ってのぞんだ昨年の
インターハイの優勝です。富山で開催されたのですが、父の実家
がもともと富山でした。祖父もバドミントンをやっていて、私の
活躍を楽しみに、どの試合も見に来てくれていたのですが、小学
校1年生の時に亡くなりました。富山開催ということで、自分の中
で燃えていたので、特に……。
（藤井先生）そうだったんだ……。スピードを活かした攻めができ
ていましたね。

―逆に悔しかったことはありますか？
パッと思い浮かぶのは、高校1年生の時のJOC（ジュニアオリン
ピックカップ）の1回戦負けです。その1ヵ月前に行われたインター
ハイではベスト8、1年生では私だけでした。JOCは2年生までの
大会でしたから、良い成績を残して当然だと自分でプレッシャー
を感じてしまい、チグハグなプレーになってしまいました。
―それがあったから昨年のインターハイで優勝できたんで
しょうね。春からは実業団に所属が決まっているそうですね。
インターハイで優勝したおかげで、昨年末に開催された全日本総
合選手権に本戦から出場できました。結果は1回戦負け。社会人
との経験の差を痛感しました。次は予選から勝ち上がっていかな
ければなりません。ぜひ本戦出場を叶え、今年負けたベスト30以
上の成績を残したいと思っています。
―では最後に、将来の目標・夢を教えてください。
近い目標は、2年以内にB代表入り。そしてナショナルの代表に
なり、海外の大会に参加してポイントを稼いで、2026年のアジア
大会出場、最終的にはオリンピックで金メダルを手にすることが
目標であり夢です。
―藤井先生からもひと言お願いします。
（藤井先生）実業団へ行き、国際大会で勝利を重ねて行くのはや
はり過酷な道です。うれしい結果が出ることもあれば、そうでない
ことも……。それに負けずにがんばってほしい。なにより誰からも
応援される選手に
なってほしいですね。
―アジア大会で、
オリンピックで、表彰
台の真ん中に立つ姿
を楽しみにしていま
す。本日はありがとう
ございました。
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表紙写真：中部電力第63回なごや市民スポーツ祭（スキー競技）
  久湊 菜々 選手
表紙題字：後藤　淳
 （財団法人名古屋市体育協会初代会長）この印刷物は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。

なごやのスポーツ（第129号）
令和4年3月25日発行
発行　公益財団法人 名古屋市教育スポーツ協会
 （名 古 屋 市 体 育 協 会）
編集責任者　広報委員長　尾野博之
〒457-0833　名古屋市南区東又兵ヱ町5丁目1番地の16

（スポーツ振興会館内）
TEL（052）614-7100　FAX（052）614-7149 

「なごやジュニアアスリート応援基金」のご案内
　（公財）名古屋市教育スポーツ協会では、令和8年（2026年）に愛知・名古屋で開催されるアジア競技大会に向け、名古屋から世界
に羽ばたく子どもたちを育成するため、市民の皆様よりご支援いただく「なごやジュニアアスリート応援基金」を創設しました。
　ぜひ皆様のサポートにより、ここ名古屋から世界の舞台で活躍するアスリートを育てましょう。
★寄附金の使い道
　アジア競技大会への出場を目指す、名古屋のジュニアアスリート（小・中・高・大学生）の育成にかかる経費（アスリートのコーチ代
や用具代、遠征費など）に使用します。
※1人年20万円を上限に支援します。支援するアスリートは、毎年公募し、当協会のアスリート選考委員会において選定します。
★寄附金額　1口　1,000円　※何口でも申し込みができます。
★寄附申込方法
　「なごやジュニアアスリート応援基金寄附申込書」をメール、FAX、郵送等により下記問合せ先まで送付後、寄附金を当協会
が指定する口座にお振込みいただきます。その際、誠に恐れ入りますが、振込手数料はご負担願います。なお、「寄附申込書」は、
当協会ホームページの応援基金ページ (https://www.nespa.or.jp/donation/)からダウンロードもしくは当協会が管理する
施設に設置のパンフレットをご活用ください。
★その他
●寄附金には、税制上の優遇措置があります。　●ご不明な点等は、下記問合せ先までお尋ねください。

＜問合せ先＞
名古屋市南区東又兵ヱ町5-1-16　スポーツ振興会館4階
公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会総務課
TEL：052-614-7502　FAX：052-614-7525　Mail：nja@nespa.or.jp

　（公財）名古屋市教育スポーツ協会（名古屋市
体育協会）は、名古屋市における体育・スポーツ
団体を統括し、アマチュアスポーツの普及振興と
市民のスポーツへの関心を高めるための様々な
事業を行っています。
　こうした事業を一層充実発展させ、市民の心身
の健全な発達に寄与できるよう、当協会では『賛助
会員の募集』をしております。
　皆様の暖かいご支援とご協力をお願いいたし
ます。
◆会費　年額 １口 20,000円（法人）
 １口 10,000円（個人）
 何口でもご加入いただけます。
◆賛助会員になられた方には、年3回（9月・12月・
3月）発行する当協会広報誌「なごやのスポー
ツ」を送付させていただきます。
◆照会・連絡先
（公財）名古屋市教育スポーツ協会（名古屋市
体育協会事務局）
名古屋市南区東又兵ヱ町5丁目1番地の16
（スポーツ振興会館内）
TEL：052-614-7100　FAX：052-614-7149

賛助会員加入のご案内

※ご連絡いただければ、折り返し『ご案内』及び
『振込用紙』等を送付いたします。

応援基金
QRコード
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Jr. Athlete

Jr. Athlete

Junior Athlete
No.9

久湊 菜々さん
ひさみなと　  

スピーディに
コートを駆け回り、
目指すは、金メダル！

（バドミントン・岡崎城西高校３年生）
プロフィール

●全国小学生バドミントン大会6年女子ダブルス優勝
●全国中学生バドミントン大会女子シングルス準優勝（3年次）
●全国高等学校体育大会バドミントン競技
　女子シングルス（1年次）ベスト8・（3年次）優勝　女子学校対抗ベスト8

なな

悔し涙も流した。震えるほどの喜びも味わった。すべてを明日へのチカラに変えて、
名古屋から全国へ世界へ、飛躍しようとしているジュニアアスリート達。

まさにいま青春ど真ん中。彼ら彼女らのスポーツにかける
熱き思いをお届けします。

 大府市のクラブチーム「はりーあっぷJr」で6歳よりバドミントンを始める。
各カテゴリーで常に全国大会で上位の成績を収めている。U-19ジュニアナショナル
メンバーに所属。名古屋市在住（取材時）。

―バドミントンを始めたきっかけは？
6歳上の兄がバドミントンのクラブチームに所属していて、そこに
ついて行っていました。楽しそうだな、と幼稚園の年長時に始めま
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しても、相手がそれを読んでいたら、逆に相手のチャンスになって
しまいます。どう読むか、どこを狙うかで勝敗が決まる、奥深さが一
番の魅力です。
―ではご自身のプレーの魅了、強みはどんなところですか？
身長が高くないですから、フットワークを活かしてコートを動き回
るスピードです。プレースタイルが似ている奥原希望選手が目標
であり、お手本としています。
―普段の練習で心がけていることはありますか？
私の強みであるスピードをどう活かすか、スピード一辺倒だけで
はなく、緩急をつける、動きの強弱をつけることを心がけています。
具体的には、動きが速い分、単調な球になりやすくて、スピードコ
ントロールを意識して練習しています。
―今日までバドミントンを続けてきたうれしかったことは？
絶対に優勝するんだ、という強い想いを持ってのぞんだ昨年の
インターハイの優勝です。富山で開催されたのですが、父の実家
がもともと富山でした。祖父もバドミントンをやっていて、私の
活躍を楽しみに、どの試合も見に来てくれていたのですが、小学
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―逆に悔しかったことはありますか？
パッと思い浮かぶのは、高校1年生の時のJOC（ジュニアオリン
ピックカップ）の1回戦負けです。その1ヵ月前に行われたインター
ハイではベスト8、1年生では私だけでした。JOCは2年生までの
大会でしたから、良い成績を残して当然だと自分でプレッシャー
を感じてしまい、チグハグなプレーになってしまいました。
―それがあったから昨年のインターハイで優勝できたんで
しょうね。春からは実業団に所属が決まっているそうですね。
インターハイで優勝したおかげで、昨年末に開催された全日本総
合選手権に本戦から出場できました。結果は1回戦負け。社会人
との経験の差を痛感しました。次は予選から勝ち上がっていかな
ければなりません。ぜひ本戦出場を叶え、今年負けたベスト30以
上の成績を残したいと思っています。
―では最後に、将来の目標・夢を教えてください。
近い目標は、2年以内にB代表入り。そしてナショナルの代表に
なり、海外の大会に参加してポイントを稼いで、2026年のアジア
大会出場、最終的にはオリンピックで金メダルを手にすることが
目標であり夢です。
―藤井先生からもひと言お願いします。
（藤井先生）実業団へ行き、国際大会で勝利を重ねて行くのはや
はり過酷な道です。うれしい結果が出ることもあれば、そうでない
ことも……。それに負けずにがんばってほしい。なにより誰からも
応援される選手に
なってほしいですね。
―アジア大会で、
オリンピックで、表彰
台の真ん中に立つ姿
を楽しみにしていま
す。本日はありがとう
ございました。
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◀ジュニアアスリート（P.5）


