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エリートアカデミートピックス 

◆レスリング◆    

◆フェンシング◆ 全国少年フェンシング大会 
髙嶋選手 優勝！ 安部選手・緒方選手 ３位！ 

梅津選手 ５位入賞！  

◆卓球◆  アジアジュニア卓球選手権大会  
女子シングルス 谷岡選手 ３位！ 

男子ダブルス 酒井選手 ２位！ジュニア男子団体 ２位！ 

 
７月２０～２４日、アジアジュニア卓球選手権大会がインド・ニュー
デリー市にて開催され、アカデミーからは東君・村松君・酒井君・
硴塚君・宮﨑君・龍崎君・谷岡さん・森田さん・浜本さんの９名が 
出場しました。 
 ジュニア女子シングルスに出場した谷岡さんは得 
意のカットボールやバックハンドの攻撃で得点を重 
ね準決勝に進出。対戦相手は昨年の世界ジュニア 
２冠を達成した中国の選手となり１－４で敗れました 
が強豪国中国の選手が上位を独占する中、見事３ 
位入賞を果たしました。 
 ジュニア男子ダブルスに出場の酒井君は、得意の台上のレ
シーブで相手選手を揺るがし決勝へ進出。中国の選手とフル 
セットまで戦いましたが、ラストの第５ゲームを僅差で落とし２ 
－３で敗退。しかし堂々の２位入賞となりました。 
 ジュニア男子団体戦に出場した東君・酒井君・村松君は、準 
決勝で韓国を３－１で破り、２位入賞。 
ジュニア女子団体に出場の谷岡さんは 
韓国に１－３で敗れ３位となりました。 
  
主な結果は以下の通りです。 
 

結果は、以下のとおりです。 

 ７月８日～９日、アゼルバイジャン・バクー市にてゴールデングランプリ・ファイナル大会が開催
され、宮原さん・村田さんが出場しました。５１㎏級に出場の宮原さんは、１回戦からシニア欧州
チャンピオンのウクライナの強豪選手と対戦。積極的に攻めましたが、惜しくもポイントが取れ
ず１回戦敗退。しかし、試合内容は今後に向けて価値あるものとなりました。５５㎏級に出場し
た村田さんは、ルーマニアやカザフスタンの選手に快勝。準決勝では昨年の同階級世界第２位
のアゼルバイジャンの選手と対戦し、フォール勝ちで決勝進出。決勝では、シニア世界トップク
ラスのスウェーデンの選手との対戦となり、延長戦になる激しい戦いでしたが、惜しくも敗れ２位
となりました。２名とも、この悔しさをバネに次の大会で挽回したい、と力強く語っていました。 

ゴールデングランプリ・ファイナル大会 村田選手 ２位！ 

撮影／保高幸子様 

■中学男子フルーレ 

安部君  ３位 

西藤君 １５位 

野口君 ２８位 

■中学女子フルーレ 

緒方さん ３位 

梅津さん ５位 

森さん  ３６位 

■中学女子サーブル 

髙嶋さん １位 

向江さん ５位  

 

■ジュニア男子団体  東君・村松君・酒井君    ２位  

■ジュニア女子団体  谷岡さん           ３位 

■カデット女子団体   森田さん・浜本さん    ベスト８  

■ジュニア男子ダブルス  酒井君 ２位 、東君・村松君 ベスト８  

■ジュニア男子シングルス 村松君、酒井君   ベスト１６ 

■ジュニア女子シングルス 谷岡さん        ３位 

  

ジュニア世界レスリング選手権 村田選手 優勝！ 日本女子チーム 団体優勝！ 

 ７月２７日～２９日、ルーマニア・ブカレスト市にて４７か国が参加のジュニア世界レスリング選手権
大会が開催され、５５㎏級で村田さんが出場しました。初戦からドイツ・フランス・ギリシャの強豪選手
を撃破し、準決勝ではトルコの選手にフォール勝ちで決勝へ進みました。決勝戦は今年のアメリカシ
ニア世界選手権代表選手と対戦し、大接戦を繰り広げ２－１の僅差で逆転優勝を果たし、悲願の
ジュニア世界チャンピオンとなりました。また日本女子は５階級を制し団体優勝となり、村田さんも大
きく貢献しました。今後の村田さんの更なる飛躍に期待が高まります。 

 ７月２3～２４日、東京都・台東区リバーサイドスポーツセンター
にて、全国少年フェンシング大会が開催されました。 
 中学男子フルーレの部に出場した、野口君・安部君・西藤君は
勝ち進む中、アカデミー生同士の対戦となり、その中で競り勝っ
た安部君は３位入賞となりました。 
 中学女子フルーレの部に出場した、緒方さん・梅津さんは持ち
前の集中力を発揮し対戦相手の特徴を捉え、緒方さんは３位、
梅津さんは５位の結果を収めました。また森さんは怪我をおしな
がらの出場でしたが、その怪我から多くの事を学んだようです。 
 中学生女子サーブルの部に出場した髙嶋さん・向江さんも順 
当に勝ち進み、髙嶋さんは決勝戦にて昨年のカデ世界選手権 
日本代表選手に逆転勝利を収め、見事優勝。向江さんも５位入
賞を果たしました。 
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今月の予定 

稲付中学 職場体験 

【フェンシング】 
 ■大会名：全国高等学校総合体育大会 
 ■参加者：久良知・馬場・柳岡 
 ■日 程：７月２７日～８月３日 
 ■場 所：青森県・むつ市 
 
 ■合宿名：東京都 国体合宿 
 ■参加者：久良知・馬場・柳岡・緒方・森・梅津・野口・安部・西藤 
 ■日 程：８月１１日～８月１５日 
 ■場 所：長野県・菅平 
   

 ■大会名：国民体育大会 九州予選 
 ■参加者：野口 
 ■日 程：８月１８日～８月２３日 
 ■場 所：佐賀県・佐賀商業高等学校 
 

 ■大会名：国民体育大会 関東予選 
 ■参加者：久良知・柳岡・安部 
 ■日 程：８月１９日～８月２１日 
 ■場 所：茨城県・水戸市 
  

  
  

場 所 ：東京都・味の素ナショナルトレーニングセンター 

アスリートヴィレッジ 

【卓球】 
 ■大会名：ITTF香港 ジュニア＆カデットオープン 
 ■参加者：東・大塚・村松・酒井・硴塚・宮﨑・龍崎・緒方 
        佐藤・森田・石川・浜本・加藤 
 ■日 程 ：８月１日～８月８日 
 ■場 所 ：中国・香港 
    
 ■大会名：ITTFグアテマラ ジュニア＆カデットオープン 
 ■参加者：谷岡 
 ■日 程 ：８月３日～８月９日 
 ■場 所 ：グアテマラ共和国・グアテマラ市 
   
 ■大会名：ITTFプロツアー チリオープン 
 ■参加者：谷岡 
 ■日 程 ：８月１０日～８月１７日 
 ■場 所 ：チリ・サンティアゴ市 

  ■大会名：国民体育大会 東海地区予選会 
 ■参加者：佐藤 
 ■日 程 ：８月２０日～８月２２日 
 ■場 所 ：三重県・サンアリーナ 
 

 ■大会名：ITTF韓国 ジュニア＆カデットオープン 
 ■参加者：東・大塚・村松・酒井・硴塚・宮﨑・龍崎・緒方・森田・石川・加藤 
 ■日 程 ：８月２２日～８月２８日 
 ■場 所 ：韓国・青陽市 
  

 ■大会名：ITTFプロツアー 中国オープン 
 ■参加者：佐藤・浜本 
 ■日 程 ：８月２３日～８月２９日 
 ■場 所 ：中国・蘇州市 
 
 ■大会名：国民体育大会 四国地区予選会 
 ■参加者：谷岡 
 ■日 程 ：８月２７日～８月２８日 
 ■場 所 ：愛媛県・松山市コミュニティセンター 
 
 【レスリング】 

 ■大会名：全国高等学校総合体育大会 
 ■参加者：白井 
 ■日 程 ：８月２日～８月４日 
 ■場 所 ：岩手県・八幡平市 
 
 ■合宿名：全日本強化合宿 
 ■参加者：宮原・花田・村田・古市・向田 
 ■日 程 ：８月６日～８月１０日 
 ■場 所 ：新潟県・十日町市 
 
 ■大会名：全国高校女子選手権大会 
 ■参加者：宮原・花田・村田 
 ■日 程 ：８月１６日～８月１７日 
 ■場 所 ：大阪府・堺市金岡公園体育館 
   

 

 ■大会名：世界カデット選手権 
 ■参加者：宮原・古市・乙黒（圭） 
 ■日 程 ：８月１９日～８月２８日 
 ■場 所 ：ハンガリー共和国・ゾンバトヘイ市 
     
 ■合宿名：強化練習会 
 ■参加者：白井・梅林・阿部・乙黒（拓） 
 ■日 程 ：８月２７日～８月２８日 
 ■場 所 ：東京都・大森学園高校 
 

  ■大会名：東京都シニア・ジュニア・カデフェンシング個人選手権大会 

 ■参加者：久良知・馬場・柳岡・緒方・森・梅津・野口・安部・西藤 
 ■日 程：８月２７日～８月２日 
 ■場 所：東京都・世田谷区立大蔵第二運動場体育館 
  
 ■大会名：全国サーブルチャレンジカップ大会 
 ■参加者：髙嶋・向江 
 ■日 程：８月２５日～８月２７日 
 ■場 所：北海道・札幌市厚別区体育館 

 
 
 

 稲付中学校２年生による職場体験
学習が６月２７日～７月１日に実施さ
れ、８名のアカデミー生は今年、アス
リートヴィレッジで行い、２班に分か
れハウスキーピングと厨房業務を体
験しました。数百食もの昼食の提供 
や、時間内での部屋の清掃などに
真剣に取り組む様子が見られました。
この経験により、日常の生活が様々
な方に支えらえている事を知ったと
共に、働く事の大切さや、困難・喜び
を学び、刺激になったようです。 

 ７月２３日～２４日、卓球のアカデミー生
は、岩手県・陸前高田市の復興祈念 卓
球フェスティバルに参加し、地元や近隣
の市の約100名の小・中学生の皆さんと
卓球交流をしてきました。街並みには震
災の大きな傷跡が残っていますが、地元
の皆さんのたくまし 
さに心が打たれたり 
卓球を通じて明るく 
元気になる様子に、 
スポーツが出来る 
支援や大事さを学び 
ました。 

岩手県陸前高田 復興祈念卓球 


