
１０月６日から１８日までブエノスアイレス（アルゼンチン）で開催

された第３回ユースオリンピック競技大会に、ＪＯＣエリートアカ

デミーから鏡優翔さんと尾﨑野乃香さん（レスリング）、張本智和

君（卓球）、高木葵さん（ライフル射撃）が日本代表選手団の一

員として出場しました。この４名以外に、２０１７年度修了生の平

野美宇さん（卓球）が出場しました。

大会に先立って日本で行われた結団式で張本君が主将とし

て日本選手団を代表して決意表明を行い、「私たちは第3回

ユースオリンピック競技大会の日本代表選手団に選ばれたこと

を誇りとし、チームジャパンとしての自覚と責任を持ち、大会に

臨みます。競技でベストを尽くすだけでなく、参加各国・地域の

選手と交流し、国際親善に努めます。また、2020年に開催され

る東京オリンピックのホスト国代表選手として、行動規範を遵守

いたします。そして、日々支えてくださる方々への感謝の気持ち

を胸に、ひとりひとりが日ごろの努力を存分に発揮し、全力で今

大会に挑むことを誓います」と力強く宣誓しました。

大会の開会式では、日本選手団の旗手として鏡さんが日章旗

を掲げて行進しました。

ＪＯＣエリートアカデミーだより
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【卓球】
張本君は、男子シングルス予選リーグを全勝で勝ち進み、決

勝トーナメントへ進みました。準決勝ではゲームカウント３対１か

ら連取されて３対３となりましたが、最後のゲームを１１対６で取り、

決勝に進出しました。決勝は、昨年の世界選手権の対戦で勝

利を収めている中国の王楚欽選手との１戦となりました。第１

ゲームを取られ、第２ゲームは取り返しましたが、その後は押し

切られてゲームカウント４対１となり、優勝はなりませんでした。

団体戦は３２チームがそれぞれ４チームに分かれてリーグ戦を

行い、各リーグ上位２チームによる決勝トーナメントという形式で

実施されました。日本チームは予選リーグを３戦全勝で勝ち上

がり、その後も順当に勝ち進んで決勝に進出しました。決勝は男

女シングルス同様、中国チームとの対戦となりました。女子シン

グルスで平野さんがあと１ポイントというところまで孫穎莎選手を

追い詰めましたが、勝ちきれず２対３で惜敗しました。続く張本君

は、男子シングルス決勝で敗れた王楚欽選手に３対１で勝利し、

男子シングルスの借りを返す形となりました。最終戦の混合ダブ

ルスが勝敗の行方を決める形となりましたが、ゲームカウント１対

３で惜しくも敗れ、目標の金メダル獲得はなりませんでした。

【主将の張本君（左）と旗手を務める鏡さん（右）】

第3回ユースオリンピック
【レスリング】
鏡さんは７３㎏級に出場し、予選リーグの初戦で、パンアメリカ

ン・カデット選手権で優勝した、リーチの長いミライミス・M・ポトリ

イェ選手（キューバ）と戦いました。第１ピリオドは１－０とリードしま

したが、第２ピリオドに逆転され１－４で敗れました。しかし、３位

決定戦では世界カデット選手権で勝利を収めているクセニヤ・

ジブク選手（ベラルーシ）との対戦して勝利、銅メダルを獲得し

ました。

５７㎏級に出場した尾﨑さんは２０１７年世界カデット選手権５６

kg級３位のブライバス・アナスタシア選手（ドイツ）にも勝利し、４

戦全勝で決勝を迎えました。決勝は世界カデット選手権決勝の

再戦となり、スゼル・A・ヘラ選手（ハンガリー）に１０－０のテクニ

カルフォールで勝ち、金メダルを獲得しました。

【鏡さん（左：銅メダル）と尾﨑さん（右：金メダル）】

競　技 期 出場者 種　目 順位

9期生 鏡　優翔 女子73kg級 3位

11期生 尾﨑　野乃香 女子57kg級 優　勝

女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 2位

混合団体 2位

男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 2位

混合団体 2位

女子10mｴｱﾗｲﾌﾙ 15位

混合団体 11位

6期生

高木　　葵ﾗｲﾌﾙ射撃

平野　美宇

9期生 張本　智和

ﾚｽﾘﾝｸﾞ

11期生

卓　球

【競技成績】
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						ユースオリンピック競技大会　成績一覧 キョウギ タイカイ セイセキ イチラン



						年 トシ		開催地 カイサイチ		競　技 セリ ワザ		期 キ		出場者 シュツジョウシャ		種　目 シュ メ		順位 ジュンイ

						第3回
（2018） ダイ カイ		ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽ
（ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ）		ﾚｽﾘﾝｸﾞ		9期生 キセイ		鏡　優翔 カガミ ユウカ		女子73kg級		3位 イ

												11期生 キセイ		尾﨑　野乃香 オザキ ノノカ		女子57kg級		優　勝 ユウ マサル

										卓　球 スグル タマ		6期生 キセイ		平野　美宇 ヒラノ ミ ウ		女子ｼﾝｸﾞﾙｽ		2位 イ

																混合団体		2位 イ

												9期生 キセイ		張本　智和 ハリモト トモカズ		男子ｼﾝｸﾞﾙｽ		2位 イ

																混合団体		2位 イ

										ﾗｲﾌﾙ射撃 シャゲキ		11期生		高木　　葵 タカ　ギ アオイ		女子10mｴｱﾗｲﾌﾙ ジョシ		15位 イ

																混合団体		11位 イ

						《過去の大会の結果》 カコ タイカイ ケッカ

						年 トシ		開催地 カイサイチ		競　技 セリ ワザ		期 キ		出場者 シュツジョウシャ		種　目 シュ メ		順位 ジュンイ

						第1回
（2010） ダイ カイ		ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ		ﾚｽﾘﾝｸﾞ		1期生 キセイ		宮原　　優 ミヤハラ ユウ		女子46kg級		優　勝 ユウ マサル

										卓　球 スグル タマ		1期生 キセイ		谷岡　あゆか タニオカ		女子ｼﾝｸﾞﾙｽ		ﾍﾞｽﾄ8

																混合団体		優　勝 ユウ マサル

						第2回
（2014） ダイ カイ		南　京
（中国） ミナミ キョウ チュウゴク		ﾚｽﾘﾝｸﾞ		3期生 キセイ		向田　真優 ムカイダ マ ユウ		女子52kg級		優　勝 ユウ マサル

										卓　球 スグル タマ		2期生 キセイ		村松　雄斗		男子ｼﾝｸﾞﾙｽ		2位 イ

																混合団体		2位 イ

												5期生 キセイ		加藤　美優		女子ｼﾝｸﾞﾙｽ		4位 イ

																混合団体		2位 イ

										ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ		7期生 キセイ		江村　美咲		女子ｻｰﾌﾞﾙ個人		4位 イ

																大陸別団体		優　勝 ユウ マサル



						《これまでのメダル獲得数》 カクトクスウ

						〇金メダル：５個 キン コ

						〇銀メダル：５個 ギン コ

						〇銅メダル：１個 ドウ コ













ユースオリンピックは、ＪＯＣエリートアカデミー年代で経験でき

る唯一の総合競技大会であり、実際のオリンピックを疑似体験

できる場でもあります。その意味でＪＯＣエリートアカデミーにとっ

て最も重要な大会です。出場したアカデミー生も口々に「この経

験をオリンピックに活かしたい」と話していました。主将を務めた

張本君と旗手を務めた鏡さんにとって、プレッシャーは予想以上

であったとのことでした。目標であった金メダル獲得にはなりませ

んでしたが、次への大きな飛躍につながることを期待しています。

また、参加したアカデミー生は教育プログラムへの参加や選

手村での生活を通じて様々な面で貴重な経験をすることができ

ました。これを競技生活だけでなく、その後の人生の中でも宝物

として活かしていって欲しいと思います。

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

第73回国民体育大会（福井しあわせ国体）が9月下旬から10月

上旬にかけて福井県で開催され、ＪＯＣエリートアカデミーから

は5競技13名が出場しました。主な競技成績は次のとおりです。

【ライフル射撃】
エアライフル１０m個人に高木さんが出場しましたが、国際大会

の経験の少ない高木さんにとっては、予想以上のプレッシャー

の中での競技となり、予選１５位（６１２点）で決勝進出を逃しまし

た。

一方、混合団体ではドイツの男子選手とペアを組んで出場し、

予選を出場２０チーム中７位で通過しました。１６チームによる決

勝トーナメント１回戦ではメキシコと対戦し、後半にリードされ１０

対７で敗退し、ベスト８進出はなりませんでした。

国民体育大会

【混合団体決勝トーナメント１回戦での選手紹介】

競技 種目 氏　　名 出場都県 競技成績

ﾚｽﾘﾝｸﾞ 少年男子70㎏級 佐藤　匡記 東京都 ２位

少年男子団体 宇田　幸矢 東京都 ５位

少年女子団体 長﨑　美柚 神奈川県 ５位

水泳/飛込 少年男子高飛込 遠藤　拓人 宮城県 ４位

少年男子ｴｱﾗｲﾌﾙ 大塩　勇斗 福井県 ３位

少年女子ｴｱﾗｲﾌﾙ 井浦　一希 福岡県 ６位

少年女子ﾋﾞｰﾑﾋﾟｽﾄﾙ 佐藤　琳 山形県 ２位

少年男子団体 伊藤　魁晟 広島県 優勝

少年女子団体 渡邉　麻央 静岡県 ２位

卓　球

ﾗｲﾌﾙ射撃

ｱｰﾁｪﾘｰ

稲付中学校合唱コンクール

１０月２７日、第４１回稲付中合唱コンクールが「史上最響（しじょ

うさいきょう）」をスローガンに赤羽会館で開催されました。それ

ぞれのクラスが、課題曲と自由曲を合唱しました。どのクラスも

それまでの練習などを思い出しながら懸命に歌っている姿は立

派でした。金賞を受賞したクラスは次のとおりです。

・１年の部 １組（ガレダギ君、小塩さん）

・２年の部 ２組

・３年の部 １組

合唱コンクールで金賞を受賞した1年生2名の感想は以下のと

おりです。

〇小塩遥菜さん

「この合唱コンクールを通して思ったことは、団結力と朝・昼・放

課後の練習で積み上げた努力はすごい大きな実になるんだと

いうことです。この成果を自分の競技にも結び付け、大会で優

勝できるよう頑張っていきます。」

〇ガレダギ敬一君

「合唱コンクールを通して、一人一人がベストを尽くしてみんな

の心が1つにまとまるときに初めて感動を与えることができるのだ

と知りました。来年も全員が心を1つにできるように僕も協力し、

金賞を取りたいです。」

世界レスリング選手権大会
１０月２０日から２８日までの９日間、ブダペスト（ブダペスト）で開催

された２０１８年世界レスリング選手権大会に、修了生５名出場し３個

の金メダルを獲得しました。今回大会、日本選手が獲得した金メダ

ルの内の６０％に当たる快挙です。

【金メダル獲得者】

〇乙黒 拓斗（山梨学院大2年） 男子フルースタイル65㎏級

※ 日本人史上最年少（19歳10か月）優勝

〇須崎 優衣（早稲田大1年）女子50㎏級

※ 昨年に続いての二連覇

〇向田 真優（至学館大3年）女子55㎏級

※ 一昨年の53㎏級に続いての優勝

http://www.joc.or.jp/training/ntc/eliteacademy

主な成績



				2018年度　国民体育大会　出場選手一覧 ネンド コクミン タイイク タイカイ シュツジョウ センシュ イチラン



				競技 キョウギ		種目 シュモク		氏　　名		学　校 ガク コウ		出場都県 シュツジョウ トケン		競技成績 キョウギ セイセキ

				ﾚｽﾘﾝｸﾞ		少年男子70㎏級 ショウネン ダンシ キュウ		佐藤　匡記 サトウ マサキ		帝京高 テイキョウ コウ		東京都 トウキョウト		２位 イ

				卓　球 スグル タマ		少年男子団体 ショウネン ダンシ ダンタイ		宇田　幸矢 ウダ ユキ ヤ		大原学園高 オオハラ ガクエン コウ		東京都 トウキョウト		５位 イ

						少年女子団体 ショウネン ジョシ ダンタイ		長﨑　美柚 ナガ サキ ミユウ		大原学園高 オオハラ ガクエン コウ		神奈川県 カナガワケン		５位 イ

				水泳/飛込 スイエイ トビ コミ		少年男子高飛込 ショウネン ダンシ タカ トビコミ		遠藤　拓人 エンドウ タク ト		帝京高 テイキョウ コウ		宮城県 ミヤギケン		４位 イ

				ﾗｲﾌﾙ射撃 シャゲキ		少年男子ｴｱﾗｲﾌﾙ ショウネン ダンシ		大塩　勇斗 オオシオ ハヤト		足立新田高 アダチ シンデン コウ		福井県 フクイケン		３位 イ

						少年女子ｴｱﾗｲﾌﾙ ショウネン ジョシ		井浦　一希 イウラ イツキ		足立新田高 アダチ シンデン コウ		福岡県 フクオカ ケン		６位 イ

						少年女子ﾋﾞｰﾑﾋﾟｽﾄﾙ ショウネン ジョシ		佐藤　琳 サトウ リン		成立学園高 セイリツ ガクエン コウ		山形県 ヤマガタケン		２位 イ

				ｱｰﾁｪﾘｰ		少年男子団体 ショウネン ダンシ ダンタイ		伊藤　魁晟 イトウ カイセイ		稲付中 イナツケチュウ		広島県 ヒロシマケン		優勝 ユウショウ

						少年女子団体 ショウネン ジョシ ダンタイ		渡邉　麻央 ワタナベ マオ		足立新田高 アダチ シンデン コウ		静岡県 シズオカ ケン		２位 イ

























































































































名簿マスター



				2018年度　国民体育大会　出場選手一覧 ネンド コクミン タイイク タイカイ シュツジョウ センシュ イチラン



				競技 キョウギ		種目 シュモク		氏　　名		学校 ガッコウ		出身地 シュッシン チ		競技結果 キョウギ ケッカ

				ﾚｽﾘﾝｸﾞ		少年男子70㎏級 ショウネン ダンシ キュウ		佐藤　匡記 サトウ マサキ		帝京高 テイキョウ コウ		東京都 トウキョウト		２位 イ

				卓　球 スグル タマ		少年男子団体 ショウネン ダンシ ダンタイ		宇田　幸矢 ウダ ユキ ヤ		大原学園高 オオハラ ガクエン コウ		東京都 トウキョウト		５位 イ

						少年男子団体 ショウネン ダンシ ダンタイ		柏　竹琉 カシワ タケ リュウ		帝京高 テイキョウ コウ		岡山県 オカヤマケン		体調不良の為、欠場 タイチョウフリョウ タメ ケツジョウ

						少年女子団体 ショウネン ジョシ ダンタイ		長﨑　美柚 ナガ サキ ミユウ		大原学園高 オオハラ ガクエン コウ		神奈川県 カナガワケン		５位 イ

				水泳/飛込 スイエイ トビ コミ		少年男子高飛込 ショウネン ダンシ タカ トビコミ		遠藤　拓人 エンドウ タク ト		帝京高 テイキョウ コウ		宮城県 ミヤギケン		４位 イ

						少年男子高飛込 ショウネン ダンシ タカ トビコミ		安田　舞 ヤスダ マイ		帝京高 テイキョウ コウ		鳥取県 トットリケン		体調不良の為、棄権 タイチョウフリョウ タメ キケン

				ﾗｲﾌﾙ射撃 シャゲキ		少年男子ｴｱﾗｲﾌﾙ ショウネン ダンシ		大塩　勇斗 オオシオ ハヤト		足立新田高 アダチ シンデン コウ		福井県 フクイケン		３位 イ

						少年女子ｴｱﾗｲﾌﾙ ショウネン ジョシ		井浦　一希 イウラ イツキ		足立新田高 アダチ シンデン コウ		福岡県 フクオカ ケン		６位 イ

						少年女子ﾋﾞｰﾑﾋﾟｽﾄﾙ ショウネン ジョシ		佐藤　琳 サトウ リン		成立学園高 セイリツ ガクエン コウ		山形県 ヤマガタケン		３位 イ

				ｱｰﾁｪﾘｰ		少年男子団体 ショウネン ダンシ ダンタイ		伊藤　魁晟 イトウ カイセイ		稲付中 イナツケチュウ		広島県 ヒロシマケン		優勝 ユウショウ

						少年女子団体 ショウネン ジョシ ダンタイ		渡邉　麻央 ワタナベ マオ		足立新田高 アダチ シンデン コウ		静岡県 シズオカ ケン		２位 イ

						少年女子団体 ショウネン ジョシ ダンタイ		髙見　愛佳 タカ ミ アイ カ		足立新田高 アダチ シンデン コウ		長崎県 ナガサキケン		予選敗退 ヨセン ハイタイ

						少年女子団体 ショウネン ジョシ ダンタイ		園田　稚 ソノダ ワカ		足立新田高 アダチ シンデン コウ		大分県 オオイタケン		決勝トーナメント1回戦敗退 ケッショウ カイセン ハイタイ
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