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技法をやったからみんな同じような状態にな

す︒しかしながら︑人の心というものは︑この

よい心の状 態を作り出す︶アプローチ法で
からそれぞれの視点でアドバイスをいただき

ーツカウンセラー︑心療内科医︑臨床心理士

ッフであるメンタルトレーニング指導士︑スポ

を考慮することができ︑メンタルトレーニン
個別心理サポートは﹁関係性﹂と﹁お互いの聴

ながら︑客観的な視点で自分の行っているサ

グの技法やスキルを学習・強化しつつも︑そ
く︵学ぶ︶姿勢﹂により成り立つ

ポートを見直し︑それらをうまく取り入れ︑

なり︑太田雄貴選手との北京オリンピックま
れらを選手がどのように感じながらやってい

るといった単純なものではなく︑その過程で

での個別心理サポートが始まりました︒
るのかということを確認しながら進めていく

は個人差の影響が多分に見られます︒個別に

心理サポートは関わる者のスタンスによ

姿勢をもって接してくれたことが挙げられま

要因として︑太田選手が真摯に聴く︵学ぶ︶

サポート内容を充実させていきました︒

り︑そのアプローチ法は若干異なってきます︒
の選手理解を深めたり︑選手が何を求めてい

ことができます︒そこでの対話は︑こちら側

行うメンタルトレーニングでは︑その個人差

グループの一員として︑太田雄貴選手の個別
現状のところ︑アプローチ法は大きく２つに
す︒われわれ心理の専門家の基本的な姿勢と
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心理サポートに関わらせていただきました︒
分かれ︑﹁メンタルトレーニング﹂と﹁スポー
して﹁傾聴﹂というものがあります︒選手と

心理

北 京オリンピックでの結果は︑ご承 知の通

けに対して選手が自分で考え︑自分の言葉で

るのかを理解すると同時に︑こちらの問いか

北京オリンピックにおいて︑

り︑彼自身が持っている最高のパフォーマンス
でも︑認定メンタルトレーニング指

ツ カ ウ ン セ リ ン グ ﹂に 分 類 さ れ ま す ︒

げてくれました︒これも太田選手が真摯に謙
答えるといったやり取りは︑選手自身の気づ
対話する際は︑選手が話していること︑感じ

今回の心理サポートがうまくいった大きな

を発揮し︑銀メダル獲得という快挙を成し遂
虚に自分自身と向き合った賜物であると思わ

係性が築かれ︑メンタルトレーニングが最大

うなお互いの聴く︵学ぶ︶姿勢により︑良い関

と思われるメンタルトレーニング技法を行っ
チも聴く︵学ぶ︶姿勢を持って私の話を真摯

ョン媒介も行いました︒その際に︑オレグコー

断されたため︑選手とコーチのコミュニケーシ

う心掛けています︒今回のケースではそのよ

今回の太田選手のメンタルトレーニングに
限彼の心に作用したと私は捉えています︒ま

ていることをできる限り純粋に受け止めるよ

おいても︑目標設定︑リラクセーション︑集中
た今回の心理サポートでは︑必要であると判

キルを学習・強化していくアプローチです︒
がら︑それらを彼がどのように感じているの

ていきましたが︑それぞれの技法を指導しな

作業となります︒

含む が)︑それぞれの専門性を活かしながら連
携をとり︑選手の心理サポートを行っていま
力︑セルフトーク︑パフォーマンスルーティン

きにつながり︑自己理解を深める大切な心の

す︒２つのアプローチを簡単に説明すると︑
など︑彼の訴えてくる要望に合わせて必要だ

導士 並(びに指導士補 ︑)認定スポーツカウン
セラー︑臨床心理士 心(療内科医との連携も

前者は︑選手の要望を聴きながら︑競技力向

ではないのですが︑太田雄 貴 選 手に関して
話を通じて選手の心理的問題・課題に対する

また︑後者はカウンセリングをベースとし︑会
に受け取ってくださり︑選手・コーチ・メンタ

向けて行われた太田雄貴選手の個別心理サポ
はどのようなものなのか紹介させていただき

ートの概要を追いつつ︑個別心理サポートと

上に関する心理技法を指導・教育し心理的ス

れます︒以下に︑今回の北京オリンピックに

高いため︑一般的には公の場で公表するもの

ます︒
︵個人の心理に関する事象は守秘性が

は︑本人の了承を得た上で公表しています︶

ルトレーナー︵私︶の３者関係が非常に効果
的に働いたケースであったと感じています︒

がら対話を繰り返したことが︑彼自身の自己
気づき・自己理解を深め︑最終的にパフォー

かということを大切にし︑共に試行錯誤しな

マンスにつながったと思われます︒

援助を行い︑人格的成熟を促し︑パフォーマ
す︒私はメンタルトレーニングのアプローチ法

ンス向 上につな げるといった立場 をとりま

今回の個別心理サポートは︑オレグコーチ
を用いて︑選手の自己実現を支えるといった

心理サポートとしてのメンタルトレーニング
へトータルサポートの要請があ

り︑心理個別サポートの紹介をしたところ︑
立場でサポートを行っているため︑メンタルト
その中で選手の気づきを促すような問いかけ

いることに対して適切な技法を提供したり︑

また︑選手の話を聴き︑その選手が求めて
弱い選手が行うものではなく︑誰しもが抱え

個人的な意見ですが︑心理サポートは心の

から
太田選手自身の意志で︑メンタルのサポート
ている長所を最大限引き出し︑それをパフォ

レーニングの様々な技法を用いて︑彼の持っ

す︒なぜなら︑自分自身の心と向き合う作業
きました︒一般的にメンタルトレーニングでは

ーマンスにつなげる作業を彼と共に行ってい

理サポートにおいても︑直接選手と関わった

環境をもつことが必須となります︒今回の心

研鑽し︑多分野の助言を受けることができる

をするためには︑専門家として日常から自己

のような視点での示唆を多分に示してくれた

思っています︒今回の太田選手のケースは︑こ

向き合う覚悟のある選手が行うものであると

ている心の弱さをしっかりと見つめ︑それに
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個別心理サポートは自発来談を原則としま
はとてもしんどい作業であり︑自分自身の心
化・学習していく︵例えば︑リラクセーション

心理的スキルという 心に関するスキルを強
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を受けたいと申し出があり来談されました︒

が︑その後のサポートの効果や継続に大きな

ケースであると私は感じています︒

の課題を強 化・改 善したいという 動 機づけ
心理グループのスタ

のは私ですが︑
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取っていただいてありがとうございます︒北京オリン

笠原 本日はスケジュールが立て込んでいる中︑時間を

ではないのかなとさえ思いますね︒

をうけていました︒菅原先輩がオリンピックでベスト

女で別なんです︒でもいつも菅原先輩の努力に刺激

笠原 仲間もまた菅原さんが頑張ってくれることで自

なぐことができました︒

われることで一人でもなんとか頑張ろうと気持ちをつ

なかったメンバーから︑先輩頑張ってくださいって言

分たちがやった合宿の成果にもなるという気持ちも

８に入っていなければ︑メダルというのもなかったの
笠原 しっかり先輩を立てていますね 笑( ︒
)
太田 慣れてきてからは︑本当に毎日があっという間に

あったのかなと思います︒太田選手は︑どうですか︒

ピックでは菅原選手が入賞︑太田選手が銀メダル獲得

太田 いやいや︑本心です︒面と向かって言うと恥ずか

と︑めざましい活躍をされました︒改めておめでとう
ございますと言わせてください︒まずは北京の活躍の
しいので︒

た︒フェンシングは１日で全部試合が終わってしまう

菅原

形で成果があったと︒その後︑フェンシングが国民に

笠原 そういうお互いに相乗効果があって︑いろいろな

ような日も何日もありましたが︑練習は本当にスト

過ぎました︒家とＪＩＳＳ︑１２時間ずついるという

はい︒大会が始まって３日目に試合がありまし

状況を菅原さんの方から一言お願いします︒

ので︑悔いのない試合をしよう︑目の前の１試合１試合
うことが僕にとってはすごく辛かったですね︒でもオ
リンピックでメダルを取るという目標がそれを支え

レスもなくできました︒ただ初めての一人暮らしとい

たと思います︒北京オリンピックでは男子フルーレは

関心を持ってもらうことができました︒これは︑お二

団体戦が開催されませんでした︒個人戦の出場枠を

を自分なりに精一杯やろうという気持ちで試合に臨み

景には︑５００日合宿がありました︒お二人にとって

人の活躍の成果だと思いますけど︒メディアにも取り

５００日合宿の印象というのはどうですか︒

上げられましたが︑オリンピックで成果を収めた背

入ったとか全然分からなかったのですけど︑無我夢中

グ８位以内に入らなければいけなかったので︑そうい

最大の２枠まで上げるためには︑誰かが世界ランキン

全部出そうという思いも強かったですね︒ベスト８に
で試合をしたらそういう結果がついてきたという感じ
菅原 ５００日合宿って聞いて︑本当に５００日もでき

ました︒また︑ＪＩＳＳでやった５００日合宿の成果を

です︒でも本当はメダルが欲しかったですね︒今は取れ
きるのかなって思ってたんですけれども︑自分一人で

るのかなって自分では不安でした︒本当に最後までで

のかなって思います︒

ートがあって︑それによって乗り越えることができた

ています︒あと︑このＪＩＳＳのスタッフの方々のサポ

なかったですよね︒

いうことですね︒それは︑あまりみんなに知られてい

手にとってプレッシャーになっていた部分があったと

スト８に入らなくてはならないということが太田選

笠原 オリンピックに出る以前に世界ランキングでベ

太田 そうですね︒彼と僕は︑
非常に似ている部分が多

いなかったという話も聞いていますが︑その辺は︒

太田選手は最初オレグコーチとは︑スムーズにいって

非常に効果もあったんだろうと思いますけど︒ただ︑

フルーレには︑オレグコーチがついていました︒これも

ング協会ではフルーレが重点種目でしたね︒そして︑

うプレッシャーもありました︒でも頑張れたのは本当

得して全部力を出せた試合だったので︑すっきりした

なくて悔しい気持ちもあるんですけど︑自分なりに納

者も大変喜んでいました︒その時のエピソードをあと

笠原 女子の場合には︑団体の合宿が最初にスタート
太田 ベスト８というのが当たり前の感じだったのでそれ

くて︑意見がよく対立するんですよね︒オレグは︑最近

本当に５００日は長いようで短かったです︒

で聞きましたが︑菅原さんが入賞した後︑なんか太田

しました︒途中で団体の出場枠がなくなったので︑合
が逆にプレッシャーになりました︒ただ︑自分の中でも

に素晴らしいチームメイトに支えられたからですね︒

選手が 先｢輩の記録はすぐ消えますよ︑私がメダル取
りますから と｣言ったという話ですけど︒
菅原 はい︒そうですね︒２日後にもうなくなりますよ
宿に参加しているのは菅原さん一人になってしまいま
オリンピックでメダルを取るのであれば︑世界ランキン
をストレスに思っている部分がありました︒
一緒にいる期

それが気持ち良いとか言うんですけど︑僕自身は︑
それ

団のみんなの支えとか刺激とかがあってできたと思っ

というのを言われたので︒
菅原 ４人で一つのものをなんとかやり遂げようって言

したが︑その辺の所はどうですか︒
グベスト８以内には入っていないときついかなと思ってい

はなくて︑同じチームメイトですとか同じ日本の選手

笠原 太田選手はよっぽど自信を持って試合に臨まれ

ました︒ですからプレッシャーもあったんですけど︑
オリ

間が短期間だと良いんですけど︑長期間になるとしん

笠原 日本では個人種目で初の入賞ということで関係

たか︑それか自分にプレッシャーをかけたのか︒その
なったときに何をしていいのか分からなくなった時期

って励まし合いながら合宿を積んでいたので︑
一人に
ンピックで勝つための最低条件と思って気持ちを切り

というか︑頑張ったなって思っています︒

太田 そうですね︒でも︑あと２日ですよという話は︑

辺も含めて聞きたいですね︒
もありました︒でも一緒に行け
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JISS 笠原センター長が、フェンシングの

太田雄貴選手、菅原智恵子選手 に聞く

笠原 ５００日合宿が始まる前には︑色々あったけど︑

者と指導者に生まれる自然な衝突だったと思います︒
５００日合宿に入ってきたらお互いに尊敬し合って今

がで きていた
信になりまし

というのが 自

太田 ４年後は︑どうなるか分からないですけど︵笑︶︒

フェンシング場のピストとは全然違うので︒

回の成果に結びついた︒

笠原 あれは滑るでしょ︒

笠原 フェンシ

種目間だけで

太田 はい︒あの練習場でしか練習せずにオリンピック

た︒

なく他競技の

に行っていたら︑グリップの感覚をつかむことなく終わ
けどオリンピックでは普段の練習通りできたんです︒

っていたと思います︒菅原選手もわかると思うんです

流を持つとい
う企画をして

選手たちと交

みてはどうで

笠原 いろいろなメディアに太田選手は出ていますが︑

その理由の一つは設備のおかげだと思います︒
専門的なので︑このことはなかなか喋らないですよね︒

しょうか？ジ
やってるみた

ュニア層 では

太田 そうですね︒

笠原 ＪＩＳＳが２００１年にでき︑ナショナルトレー

手は︑これからどうするんですか？

京オリンピックから４か月経ちましたけれど︑菅原選

してもらえるのは我々としても嬉しく思います︒北

笠原 ＪＩＳＳで取り組んだ成果をそういう形で評価

いなんですけ

ニングセンターが２００８年にできました︒これによ

リップがよく効くんです︒前の

あのピストは特 徴 があって︑グ

であったのが良かったですね︒

京オリンピックのピストと同じ

用意していただいたピストが北

ただき︑本 当に助かりました︒

太田 急ぎでピストを用意してい

としての運用が始まりました︒

を借り上げて急遽フェンシング場

するわけですが︑その前にピスト

ました︒これから本格的に整備を

ングの要請により練習場を移動し

空き部屋になった︒ここにフェンシ

場がＪＩＳＳからＮＴＣに移動し︑

きたことによってレスリング練習

場は狭い部屋でした︒ＮＴＣがで

ましたが︑ＪＩＳＳのフェンシング

最高の環境という評価をいただき

笠原 練習環境の話に戻りますが︑

太田 そうですね︒

気持ちが醸成されていく︒

ている﹁ＴｅａｍＪａｐａｎ﹂という

そしてまさに日本の選手団が言っ

ってきた部分もあると思います︒

と交流が自然に行われるようにな

でしょうか︑他の競技の選手たち

って太田選手が言ってくれたような︑異種目というの

ど︑トップの選手でも面白いかなと思います︒
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本人には言ってないと思いますけど︒ただ︑あ

優勝してから彼への尊敬というのが︑僕の中でもしっか

どかったです︒ただ︑２００６年のドーハアジア大会で

倒して︑トレーニングも自分の満足するものをして︑メ

めたことは︑数回しかありませんでした︒それは︑競技

替えました︒オ

ンタル部分も最高のサポートを受けたと思う︒後は︑

り生まれました︒その結果︑
５００日合宿の中で彼とも

リンピックでは

宿の拠点でもありましたが︑いろいろなサポート︑支
フェンシング技術をどう出せるか︑その三つの上にフェ

最低 条件はク

れは自分の決意の表れだと思います︒菅

援を受けることができたと思います︒サポート︑支援

かったですね︒試合の映像は見

で役に立ったことがあればご紹介ください︒押し売り

では︑ＪＩＳＳのサポートの結集として︑日本史上初め

ンシングが乗ってると思うので︑本当に︑そういった点

に乗っていますよということを言ってくれましたが︑

リアす ること

原先輩がベスト８に入ってくれ
たということは︑日本チ
ームにとって頑張れる
原動力になりました︒
菅原先輩には︑いつも
冗 談っぽく言いますけど︑
本当に刺激されました︒同じ種
目ですけど︑練習は男

笠原 ２００８年１月

にナショナルトレーニン
グセンター︵以下︑ＮＴＣ︶が開所しまし
た︒北京オリンピックで活躍した競技の
多くはこのＮＴＣやＪＩＳＳを
活用したわけですが︑特にフ
ェンシングはＪＩＳＳの中に
ました︒太田選手は︑こちらで

トレーニングセンターがあり
練習して︑メダルはその成果だと言ってく

菅原 私は今までフェンシング以外のトレーニングをし

ＪＩＳＳにこういう部分を変えてもらえたら良いとい

てのフェンシングのメダルを僕がとれたことは︑本当に

った︑注文とか要望はありますか？

たことがありませんでした︒年齢も３０歳を過ぎて

回のオリンピックで試合の最後まで疲労を感じるこ

トレーニングの指導を受け始めました︒この結果︑今

菅原 いや︑本当に最高の施設だと思うのでずっと継

笠原 ＪＩＳＳのサポートがあって太田選手がその上

とがありませんでした︒あと食事について︑７階の食

続していただけたらいいなと思います︒

幸せなことだと思います︒

堂で栄養グループのスタッフからいろいろ栄養のこと

笠原 いいですよ︑今日は思いっきり自分が気になった

最近体力の低下というのを感じていたので︑トレーニ

を指導受けました︒例えば︑海外遠征では食べるも

ところとか言ってもらったほうが良いので︒
太田 本当に施設のほうには文句のつけようがない

えていただきました︒こういったサポートを受けて試
合に臨むことができたのは良かったなって思います︒

なく事務運営側のスタッフの方にも助けてもらい

と思います︒人的な部分では研究スタッフだけで

す︒あというなら︑選手間の交流を促進するよう

ました︒こういった部分では本当に感謝していま

太田 ぼくは︑自分がＪＩＳＳを一番フル活用したオリン

くて︑やりたかったらおいでというスタンスだった︒こ

なプログラムを検討していただけたらと思います︒

になった選手が世界で活躍しているのを見て非常

れが僕のスタンスとマッチしていたと思います︒僕はウ

に刺激を受けて︑自分はもっと練習しないといけな

刺激を受けるんですね︒ほかのアスリートや友達

いと思うこともあります︒ＪＩＳＳには各競技のす

ほかのアスリートと交流を持つことで僕はすごい

合宿の２００日切った辺りから本格的に始めました︒

ら好きだったんですけど︑メンタルサポートは５００日

ごい選手が多く集まっているんですけど︑なかなか

ていました︒ウェイトトレーニングに関しては僕が昔か

映像に関しては︑１００日切ったぐらいから僕が情報

交流を持つということは難しいので︑イベントでは
ないですけど︑軽く触れ合う機会などを設けて︑

ました︒だから︑オリンピックでは何一つとして︑あれを
すれば良かったな︑がなかったですね︒全く後悔は無

のスタッフの方に無理矢理お願いしてサポートを受け

ェイトトレーニング︑メンタル︑映像のサポートを受け

トをしてくださる方々は︑押し付けるわけでは絶対な

ピック選手だと自分で思っています︒ＪＩＳＳでサポー

のは限られてくるのでそのようなときの対処法を教

ング体育館でトレーニング指導員の方からウェイト

みたいな感じになりますけど︵笑︶︒

れるので我々も非常に喜んでいます︒ＪＩＳＳは合

太田雄貴選手
笠原センター長
菅原智恵子選手

うと思っています︒また︑今までやってきた自分の経験

菅原 はい︒体の動くうちは︑
フェンシングを続けていこ

ンドンを目指す後輩たちに伝えたい

る立場になってくると思いますが︑ロ

にやってもらいたいですね︒

ックに向けては非常によくしてもらったので︑継続的

撮影とフィードバックがあるといいですね︒オリンピ

っても切れない関係にあります︒練習の中でも映像

笠原 体操の内村選手は︑オリンピック前の３ヶ月︑Ｎ

菅原 いままで注目されてなかった

フェンシングがこうやって世界の舞
りません︑と話していましたが︑お二人はＪＩＳＳに

ＴＣに入り浸りの猛練習だったので︑いい思い出があ

ことはありますか？

台でメダルを獲得できることを太

思います︒
一緒にやりながらどんどんといろいろなこと

田選手が証明してくれました︒や
太田 ５００日合宿の前はＪＩＳＳに３日いるとご飯

対してどのような想いがありますか？

とか試合の感覚とかを︑次の世代に伝えていきたいと

笠原

ればできるという希望を与えてく

を教えていけたらいいなと思っています︒
勝した選手は︑３大会連続で出ていて年齢も相当高
れたと思います︒この太田君以上の

代の子たちを教えていこうという気持ちが強いです

菅原 そうですね︒でも今の自分の気持ちでは︑次の世

お手伝いをしたいと思います︒

私は私ができることの中で精一杯の

結果を目指してほしいと思います︒
ＳＳのご飯が家のご飯になりました︒だからたまに

ましたが︑５００日合宿では２週間たった頃からＪＩ

に飽きて早く家のご飯を食べたいな︑なんて思ってい

今回のオリンピックにおいてフルーレ女子で優

どうですか︒

いと聞いています︒まだまだという感じもありますが

ね︒もしかすると︑また︑ロンドンの直前になったら自
実家に帰ってもＪＩＳＳのご飯が食べたいな︑なんて
く居心地がいいですね︒また︑スタッフの人が本当に

考えるようになりました︒ですから僕にとってはすご
選手のことを考えてくださる︑選手の強化を一番に考

笠原 フェンシングは年をとっても活

何とかしたいという想いを持ってこれまで続けてきた
しても選手としても活躍されることを期待していま

躍されている先生もいらっしゃいますので︑指導者と

笠原 私がいろいろなところでする話の中で︑
アテネと

ので︑オリンピック後に色々な人にフェンシングがか
えてくださる︑ここがぶれないので正直にはなせるパ

分が出たいという気持ちになるのかなって思います︒
北京で連覇した選手が多くなっている︑ということと
持っていますか？
笠原 ２０１２年のロンドンでは北京で開催されなか

ートナーですね︒

す︒太田選手はロンドンに向けてどのようなプランを
太田 僕がメダルを取ったことで︑自分たちもできると

しいです︒ですから今後もこういう活動は続けていき
いうことを後輩たちも強く思ったと思います︒遠かっ
った男子のフルーレ団体があると聞いていますがこれ

っこいいとかやりたいとか言われるだけでも本当に嬉

すけれど︑いろいろな地方に行って子供たちにフェン

たいです︒また︑菅原先輩はもうやっておられるんで
たオリンピックでのメダルがぐっと近くなったと思い

女子の活躍が多くなったということがあります︒ぜひ︑

みんな入賞して人気が上がったと言ってますけど︒

ですね︒オリンピックで変わったところはありますか︒
シングを教えたり︑夢を与えられるような活動もし

菅原選手にはさらに上を目指して頑張ってもらいたい

菅原 自分の気持ちの中では︑今までやり切った感と
太田 フルーレ男子団体は本当に念願ですね︒ロンドン

について一言お願いします︒

ます︒一緒にオリンピックに行きたいと思っている先

では団体で金メダルをとりたいな︑と心から思ってい

ます︒練習で僕に勝つことができればオリンピックで
うのが彼らにもわかると思います︒太田選手はメダリ

メダルをとることができるレベルに近づいているとい
ストだからというそういった目ではなく︑同じ人間な
笠原 我々としても精一杯お手伝いしていきたいですね︒

輩たちもいます︒

ピックという目標があります︒ロンドンオリンピック
思います︒ロンドンに向けて気持ち良く再出発迎え

で自分の競技のキャリアはある一つの節目を迎えると
んだ︑倒してやろうという強い気持ちを持ってほしい

ていきたいですね︒競技者としては︑ロンドンオリン

られるように︑今は気持ちをリセットしたいですね︒
近づくことができると思います︒でもあきらめたらそ

と思います︒人間は強く思えば思うほどイメージに

やって試合を終えるとこんなにすっきりするんだって
というか︑そういう気持ちです︒

ことを実感しています︒自分の気持ちが晴々している

笠原 ニート剣士などといわれていましたが森永製菓

いうのがなかったんですけれども︑本当にやることを

笠原

に就職が決まったわけですが︑これについてはいか

のを伝えてくれたということで我々もうれしく思って
太田 非常に良い会社です︒うちの会社は︑
フェンシン

がですか？
とが大事だと思います︒２０１２年は僕はもちろん

の瞬間すべてが終わると思います︒挑戦し続けるこ

対象になったわけですが他に︑
エペ︑サーブルという種

太田 今回︑選択と集中ということでフルーレが強化の

フェンシング協会に対して何か意見はありますか︒

太田選手は︑北京が終わった後︑毎日マスコミに

選手の受け答えがスポーツの良さや自分の思いという

囲まれているような感じがしますね︒その中での太田

います︒このような太田選手のフェンシングに対する

育成というのもどんどんやっていかないと世界の歩ん

目もあります︒この２種目に対する強化︑また発掘︑
でいくスピードに追いつかないと思います︒また︑
コー

金メダルを目指したいと思いますし︑菅原先輩にもメ

チのオレグに頼り切っているところもあるので︑オレグ

グ競技に対して理解があるので本当に満足していま

のノウハウを日本に取り入れてスタッフも含めて強い

真摯な姿勢にフェンシングファンが増えたかなという

ようになると思います︒それは喜びでもあるだろう

笠原 今後︑国民もフェンシングを期待する目で見る

し︑プレッシャーでもあると思います︒そのようなな

ダルを目指してほしいですね︒

うので︑今までみたいに勝っても負けても自分のせい

なくてはなりません︒また︑結果も問われてくると思
というわけに行かなくなると思います︒責任ある行動

笠原 これから益々のお二人のご活躍とフェンシング協

日本を目指していく必要があると思います︒

す︒これからは一社会人としても責任ある行動をとら

た人生だと思うんですけれど︑この４ヶ月はダッシュ
かで今後︑ＪＩＳＳにこんなことをしてほしいという

会の活躍を期待したいと思います︒本日はどうもあり

太田 そうですね︒今までもずっと駆け足で生きてき

で来たという感じです︒本当に忙しくさせてもらって
をとっていけば結果もついてくると思います︒
太田 オフの時間に他競技との交流をもてればいいで

事はありますか？

気がするんですけど︒太田選手その辺いかがですか︒

いますし︑でもこれは嬉しいことなんですよね︒僕と
笠原 挑戦者だったのが挑戦を受ける立場になった︒

菅原先輩は︑フェンシングが全然注目されていない時
またご自分はロンドンに向けて挑戦をするわけです

も味わっているので︒遠征費も全て自己負担︒強くな

がとうございました︒

ね︒菅原さんはロンドンを目指す選手たちを指導す

常駐のドクターに定期的なメディカルチェ
手の状態のアドバイスしてもらいながら︑強度の調
整を行いました︒大切なオリンピックの前にトレー

ック・血液検査をお願いして︑医学的な観点から選

ん︒このように︑ナショナルチームの

なく︑自信を持ってオリンピックに挑めたのではな

ニングを計画的に実施できたことで体力的な不安は

ため︑海外での各選手権大会︑ワール

年間を通して試合が続くため︑試合

選手は国内の大会を含めると︑ほぼ

ドカップに参加しなければなりませ

のためには重要になってきます︒その

すね︒あと︑ビデオ判定などフェンシングと映像は切

ればなるほどお金がかかる競技でした︒その競技を

トレーニング体育館における
北京オリンピックに向けたトレーニングサポート
トレーニング指導員 岡野 憲一

シング協会がメダル獲得の為に立ちあげたプロジェ
い移動や剣を突く

力︑前後への素早

き続けられる持久

た試合へむけてコンディションを合わ

にトレーニングを実施していくか︑ま

した︒限られた期間の中で︑どのよう

トレーニングは非常に困難な状態で

ニングサポートを受けるようになってきました︒今

手︑フルーレ以外︵エペ・サーブル︶の選手もトレー

以外にも︑高校生や大学生などジュニア世代の選

す︒今回銀メダルを獲得した男子フルーレ太田選手

リンピックにむけて既にサポートが開始されていま

トレーニング体育館においても︑次のロンドンオ

いかと推測しています︒

クトである５００日合宿開始と合わせて男女フルー

せていくかということが非常に大き

ん︑時期によっては計画的・継続的な

へむけたコンディショニングはもちろ

レ選手を対象にトレーニングサポートを開始しまし
際の瞬発力︑剣を

的制約などを受けずトレーニングに取り組むことが

ェンシング専用練習場で練習していたことで︑時間
柔軟性や敏捷性

な課題となります︒そこで︑コーチ・

施していきたいと考えています︒

後は今回のサポートを再度検証し︑より多くの選手

した︒

が国際舞台で活躍できるようなサポートを継続︑実

構えの向きは常に

選手と三者でスケジューリングを行い

一定で︑剣 を 扱う

ながら︑トレーニングも進めていきま

あまり類を見ず︑他の競技に先んじた強化体制でし

を参考にし︑綿密に計画を立てていきまし

は︑これまで試行錯誤を繰り返してきた経験

などが求められま

た︒主に男子を私が︑女子を福田崇指導員が中心と

腕も踏み込む脚も常に一定という片側的な競技特性

す︒また競 技 中︑

なってプログラムを作成し︑実際の指導の際はそれ

れました︒選手やコーチ︑

のため︑筋力の左右差が大きい選手も多く見受けら

う内容となるプログラムの作成に努めました︒

見交換をしながら︑その選手の課題克服や戦術に沿

これまで遠征が続き低下した体力を戻すた

ンピックを２ヶ月前に控えた大切な期間に︑

た︒コーチ︑選手との話し合いの中で︑オリ

強化の取り組みおよび北京オリンピックに向けての

て︑それまでサポート事例も少なく︑まずは競技特

フェンシング競 技はトレーニング体 育 館におい

ながりました︒また︑測定結果について検討し︑何

ことが可能となり︑モチベーションの維持・向上につ

測定を行うことで︑トレーニングの効果を確認する

また︑トレーニング体育館においても︑定期的な

の限られた期間の中で︑目的を果たすために

ーニングのみ実施することを決めました︒こ

グの練習をまったく行わず︑フィジカルトレ

ークを持っていくために︑２週間フェンシン

め︑またオリンピックにコンディションのピ

はギリギリのところまで追い込んだトレーニ

か問題が見つかれば︑トレーニングの内容︵種目・負
荷・回数など︶を見直すようにしました︒年間を通

ングを行う必要がありました︒ウエイトトレ

像から競技分析︑練習場に足を運んで心拍数を計測
することなどから︑トレーニングプログラムを作成

ーニングはもちろん︑

陸上競技場のト

たが︑遠征や試合期間中の体力を把握することによ

じて試合が続き︑測定が行いにくい時期もありまし

科学部研究員に様々な角度から分析し

きちんと説明をしたうえで︑試合期においてもトレ

も実施しました︒しかし︑オリンピックを間

ラックを使ってのランニングプログラムなど

ングを行って懸念されるのがオーバートレー

近に控えた大切な時期に︑高強度なトレーニ

りコンディションの指標にもなることから︑選手に
ーニングの一環として測定を定期的に取り入れるよ

ニングです︒これまでは︑経験や選手の主観

よって︑的を絞ったトレーニングプログラムを提供

フェンシングの国際大会はポイントランキング制

に 頼 る と こ ろ が 大 き かっ た の で す が ︑

うにしました︒

い動き・華麗なフットワークと細かい剣さばきによ
るテクニックが要求される競技です︒その中で９分

になっており︑このランキングもオリンピック出場

することが可能となりました︒フェンシングは素早

よび各選手個人の特徴・課題を明確化にすることに

を
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てもらい︑フェンシング選手の特徴的な体力要素お
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しました︒また︑

チェックで得られたデータ

性を検証することからスタートしました︒試合の映

サポート活動について紹介します︒

した太田選手へのトレーニング体育館における体力
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北京オリンピックに際して

以外の指導員にも協力してもらいサポートにあたり

研究員と常に意

ました︒今回は北京オリンピックで銀メダルを獲得

が利用しますが︑フェンシングのような強化体制は
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できました︒トレーニング体育館は様々な競技団体

た︒選手は大会期間を除くほぼ毎日︑
巧みに扱う上肢の

間の試合時間を動
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内フ

トレーニング体育館においても︑フェン
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