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第４４回沼尻直杯全国中学生選手権が６月１０・１１日の２日間、

青柳公園水戸市民体育館（茨城県）で開催され、高橋君と今

年度入校したガレダギ君、菅野君、坂本さんが出場しました。

ガレダギ君はベスト８、菅野君はベスト１６で敗れましたが、男子５

３kg級に出場した高橋君は決勝までの７試合すべて第1ピリオド

でテクニカルフォール勝ちし、無失点の素晴らしい内容で勝ち

抜いて、昨年度の４７㎏級に続き２連覇を達成しました。

<卓球>ジャパンオープン荻村杯

【写真：日本卓球協会HPより】

２０１８ITTFワールドツアージャパン

オープン荻村杯が６月６日から１０日

までの５日間の日程で、市制５５周年

を記念し北九州市（福岡県）で開催

されました。

この大会は国際卓球連盟（ITTF）

主催のワールドツアーとなっており、

世界の卓球界の発展に貢献した故・

荻村伊智朗氏の功績を讃え、１９９５

年大会より「荻村杯」の称号が付与されています。エリートアカデ

ミーからは宇田君、張本君、長﨑さん、木原さん、小塩さんの５

名が出場しました。

宇田君と小塩さんは予選トーナメントで敗れましたが、長﨑さん

と木原さんは勝ち上がって決勝トーナメントに進出しました。しか

し、２人は決勝トーナメント１回戦で惜しくも敗退しました。

一方、決勝トーナメントからの出場となった張本君は順調に勝

ち進み、準々決勝でリオオリンピック２冠の馬龍（中国）を４対２で

破ると、決勝でもロンドンオリンピック男子シングルス優勝の張継

科（中国）にゲームカウント２対３から逆転し、４対３で破り初優勝

を果たしました。

張本君の優勝は大会史上最年少であり、また中国のエース級

の２人を破ったことは、日本卓球界にとっては歴史的な快挙です。

今後、２０２０年に向けて更に勢いを増していくことでしょう。

<レスリング>全国中学生選手権

<アーチェリー>
全日本小学生・

中学生アーチェリー選手権
６月１６・１７日の２日間、山中湖交流プラザ（山梨県）第１３回全

日本小学生・中学生アーチェリー選手権大会が全国から選ば

れた９６名が参加して開催されました。

第１日目の予選ラウンドは、霧雨が降る肌寒い中、指先が冷え

る最悪のコンディションで行われましたが、伊藤君が６８７点とい

う大会新記録で第１位、野田君は、６４６点で第２位として通過し

ました。特に野田君にとっては、中学生になってから初めて、か

つ、１番大きな試合であり、さらに初めての長い距離（60m）の試

合となりました。そのような状況下でも、日頃の練習通りに試合を

運べたことは大変大きな収穫でした。

第２日目の決勝ラウンド、伊藤君、野田君は１、２位通過で指

導権を獲得し、決勝まで顔を合わせることがなく「決勝で会いま

しょう」と約束をして、試合に臨みました。

野田君は惜しくも準決勝で敗退しましたが、気持ちを切り替え、

３位決定戦で勝つことができました。一方、伊藤君は最後まで安

定したパフォーマンスを発揮し、昨年に続いての優勝を果たし

ました。決勝ラウンドの試合方式は、選手が1対1で対戦する方

式で行われるため、技術以外の部分も多く求められることとなり

ます。

２日間の試合を通して学ぶことが本当に数多くあり、今後の競

技者人生においての大きな財産となりました。

日本レスリング協会のホームページでも「『強いな～』と高橋が

登場する度に、周囲から漏れるため息。体格に加えて身のこな

しは、会場に一人だけ高校生がいるような存在感があった。」と

その強さを讃えていました。１１１選手がエントリーした激戦階級の

全試合の、そのパーフェクトな戦いぶりが評価され、最優秀選

手に贈られる沼尻杯を受賞しました。

また、女子４４㎏級に出場した坂本さんも決勝はきわどい試合

となりましたが、接戦を勝利し、初優勝を飾りました。その結果、

優秀選手として茨城県協会会長賞の2つを受賞しました。

【写真：日本レスリング協会ＨＰより】

【伊藤君（左）、ｷﾑｺｰﾁ（中央）、野田君（右）】



関東高等学校アーチェリー大会が6月9・10日、茨城県つくば

市久木崎運動公園で開催され、髙見姉妹と渡邉さんの3名が

出場しました。

初日に行われた個人戦は、予選ラウンドで渡邉さんが６３２点

で１位、髙見（愛）さんが６１９点で第２位、高見（朋）さんが５８６点

で４位につけました。この結果、3名の総得点で争う団体戦予選

も１８３７点で１位通過となりました。なお、この点数は男子団体の

トップよりも高い得点でした。午後の個人決勝トーナメントは、渡

邉選手が決勝まで安定したシュ―ティングを見せ、完勝といっ

てもよい結果で優勝しました。勝因は「絶対に優勝する！」という

強い気持ちを持ち続けたことでした。

2日目の団体戦の決勝トーナメントは、強風でベストコンディ

ションではありませんでしたが、２回戦から決勝戦まで圧倒的な

実力差で優勝を果たしました。初出場で個人戦・団体戦優勝と

２冠に輝くことができたことは大きな自信となりました。その勝因

は、勝つという目的のために、毎日の練習の中で「絶対に勝つ」

と思い続ける気持ちと自分の力量を分析し目的達成のための

手段がきちんと考えられて実行されているかが勝負の分かれ目

となるということです。これをインターハイ、ナショナルチーム選

考会でも実行できるようにさらなる精進を続けて行きます。

ＪＯＣエリートアカデミーだよりは
以下のＨＰでもご覧いただけます。
http://www.joc.or.jp/training/ntc/eliteacademy

公益財団法人 日本オリンピック委員会
JOCエリートアカデミー事業

〒115-0056 東京都北区西が丘3-15-1
味の素ナショナルトレーニングセンター

TEL：03（5963）0355/FAX：03（5963）0356

２０１８年度日本室内選手権飛込競技大会（翼ジャパンダイビ

ングカップ）が６月１５日から１７日まで東京辰巳国際水泳場で開

催されました。今シーズン開幕となる大会であり、各選手にとっ

てはシーズンオフの成果を占う重要な位置づけの大会でもあり

ます。

安田さんは３ｍ飛板飛込と高飛込の２種目に出場し、３ｍ飛板

飛込で予選は８位でしたが、決勝では安定した入水で３位となり

ました。安田さんは７月の世界ジュニア選手権（キエフ：ウクライ

ナ）への出場が決定しており、それに向けた大きな自信となりま

した。今後は高難度の演技を完成させるための筋力づくりが課

題となっています。

遠藤君は、３ｍ飛板飛込と１ｍ飛板飛込の２種目に出場しまし

た。ケガのため万全な体調ではない中で試合終盤まで冷静に

競技に臨めたことは大きな成果でした。

<飛込>日本室内選手権

６月に開催された、２つの大きな大会において、修了生が大活

躍しました。

【全日本選抜レスリング選手権大会兼世界選手権選考会】

・乙黒 拓斗（山梨学院大2年） 男子ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ６５kg 優勝

・乙黒 圭祐（山梨学院大4年） 男子ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ７０kg 2位

・白井 勝太（日本大大学院1年） 男子ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ８６kg 優勝

・須﨑 優衣（早稲田大1年） 女子５０kg 優勝

・宮原 優（博報堂DY） 女子５３kg 2位

・向田 真優（至学館大3年） 女子５５kg 優勝

・南條 早映（至学館大1年） 女子５７kg ３位

・古市 雅子（日本大4年） 女子７２kg ３位

※白井君と向田さんは世界選手権（10月：ﾊﾝｶﾞﾘｰ）代表内定

【日本室内選手権飛込競技大会】

・伊藤 洸輝（日本大1年） 男子３m飛板飛込 優勝

<修了生の活躍>

<教育プログラムスタート>
エリートアカデミーでは①目指すアスリートとなるために資質の

向上を図ること、②エリートアカデミーの一員としての自覚を高め

ることを目的として、年間を通じて様々な教育プログラムを実施し

ています。

教育プログラムは、知識や技能の定着を目指し定期的・継続的

に実施するプログラム（継続型）と、アスリートとしての心構えや

チームエリートアカデミーの一員としての意識を高めるために実

施するプログラム（単発型）で構成されています。

６月から継続型プログラムが始まり、次の表のような日程で2月ま

で実施して行く予定です。なお、言語教育と言語技術教育は月

に2回（年間16回）、英会話は毎週2回（年間60回）の実施です。

また、学習会は学校の定期テストに向けては、集中講義を別に

実施する予定です。

【安田さん（右）】

<アーチェリー>関東選手権
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詳細

				科目 カモク		対象 タイショウ		曜日 ヨウビ		時間帯 ジカン タイ		クラス分け ワ						中1 チュウ		中2 チュウ		中3 チュウ		高１ コウ		高２ コウ		高３ コウ		計 ケイ

				英会話 エイカイワ		全員 ゼンイン		水・土 ミズ ツチ		20:00～21:00		３クラス(中学、高校1･２年、3年)
※Sｸﾗｽは土曜日実施 チュウガク コウコウ ネン ネン ドヨウビ ジッシ				男子 ダンシ		1		0		7		4		2		6		20

				言語技術 ゲ				月 ゲツ		19:00～21:00		２クラス(高校1・2年、３年) コウコウ ネン ネン				女子 ジョシ		0		1		3		3		5		6		18

				学習会
(言語教育) ガクシュウ カイ ゲンゴ キョウイク				月 ゲツ		20:00～21:00		１クラス(中学生) チュウガク セイ				計 ケイ		1		1		10		7		7		12		38

				学習会 ガクシュウ カイ		全員 ゼンイン		火・金 ヒ キン		20:00～22:00												12						26





















一覧

				平成28年度　JOCエリートアカデミー教育プログラム　一覧 ヘイセイ ネンド キョウイク イチラン

				区分 クブン		プログラム		目　　　　　　　　　的 メ マト		対象 タイショウ		実施日 ジッシビ		回数
(年間) カイスウ ネンカン		備考 ビコウ

				継続型 ケイゾクガタ		言　語　教　育 ゲン ゴ キョウ イク		・言葉を理解する（読む、書く、話す、聞く）
      ※言語技術教育の前段階として実施 コトバ リカイ ヨ カ ハナ キ		中学生 チュウガク セイ		月1回 ツキ カイ		8回 カイ		言語技術教育の
前段階として実施

						言語技術教育		・論理的な思考や表現を身につける		高校生 コウコウ セイ		月1回 ツキ カイ		8回 カイ

						英会話教育		・英会話を通じてコミュニケーションスキルを身につける
・国際感覚を養う エイカイワ ツウ ミ コクサイ カンカク ヤシナ		全員 ゼンイン		週1回 シュウ カイ		30回 カイ

						学　習　指　導		・基礎学力の定着を図る キソ ガクリョク テイチャク ハカ		全員 ゼンイン		年間 ネンカン		随時 ズイジ

				単発型 タンパツガタ		講   　演 　  会		・トップアスリートとなるための意識を養う イシキ ヤシナ		全員 ゼンイン		随時 ズイジ		2回 カイ

						キャリア教育		・キャリアを形成していくために必要な能力や態度を身に付ける ミ ツ		中学3年
高校3年 チュウガク ネン コウコウ ネン		12月 ガツ		各5回 カク カイ

						ｱﾝﾁﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ教育		・フェアプレイの精神を養う
・アンチドーピングについて理解を深める セイシン ヤシナ リカイ フカ		全員 ゼンイン		随時 ズイジ		１回 カイ

						オリンピック教育		・オリンピック精神について理解を深める セイシン リカイ フカ		全員 ゼンイン		随時 ズイジ		１回 カイ

						社会体験活動		・JOCエリートアカデミーへの帰属意識を高める
・社会の仕組みや変化などを理解する キゾク イシキ タカ		全員 ゼンイン		随時 ズイジ		2回 カイ







&D




NF希望

						競　技 セリ ワザ		月 ゲツ		火 ヒ		水		木		金		土		日 ヒ

						ﾚｽﾘﾝｸﾞ		○										○

						卓　球 タク タマ						○		○				○

						ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ		○		○		○		○

						水泳/飛込 スイエイ トビコ		○				○						○

						ﾗｲﾌﾙ射撃 シャゲキ		○										○		○





予定

								時間 ジカン				月 ゲツ				火		水		木		金		土		日

								19:00

												言語技術教育 ゲン ゴ ワザ ジュツ キョウイク																		科目 カモク		対象 タイショウ		曜日 ヨウビ		ｸﾗｽ分け ワ

								19:30																						英会話 エイカイワ		全員 ゼンイン		水・土 ミズ ツチ		2クラス(中学生・高校生) チュウガク セイ コウコウ セイ

														言語教育 ゲン ゴ キョウ イク

								20:00

																		学習会① ガクシュウ カイ		英会話① エイカイワ		学習会② ガクシュウ カイ		英会話② エイカイワ

								20:30



								21:00



								21:30



								22:00
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