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第７１回国民体育大会冬季競技　成績一覧
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 第７１回国民体育大会冬季大会「2016 希望郷 いわて国体」が、岩手県にて開催されました。チーム大分の

先陣として、スケート競技とスキー競技の２競技に１１名の選手が出場しました。厳しい練習環境に負けるこ

となく「チーム大分」の想いを胸に戦った選手たちの様子をお伝えします。 

 <スケート競技> 岩手県立県北青少年の家スケート場 1 月 27 日（水）～31 日（日） 

 スケート競技ショートトラック種目成年男子５００ｍ・１０００ｍに佐藤陽太郎選手（福岡大学２年）が初

出場しました。佐藤選手は、大学入学後にスケート部に入部し、本格的にスケート

競技に取り組んでいます。昨年１２月に、国体参加資格であるバッジテストＢ級を

取得し、今回の出場に至りました。結果に

ついては、初日の１０００ｍ、２日目の５

００ｍともに完走を果たしましたが、いず

れも予選通過とはなりませんでした。しか

しながら、最後まであきらめずに滑りきっ

た姿に「チーム大分」の一員としての責任

と誇りを感じました。これからの活躍を期

待しています！ 

  <スキー競技> 岩手県 安比高原スキー場2月 20日（土）～23日（火）  

 スキー競技は、ジャイアントスラローム（大回転）種目に成年男子Ａ

（18 歳以上 26歳未満）３名、成年男子Ｂ（26 歳以上 34 歳未満）１名、

成年男子Ｃ（34 歳以上）３名、成年女子Ａ（18 歳以上 24 歳未満）１名、

少年男子１名、少年女子１名、計１０名の選手が出場しました。雪不足

に加え湿った雪の降りしきる悪コンディションの中、各選手ともチーム

大分の代表として精一杯の滑りをみせてくれました。 

 監督兼選手として奮闘した板井元博選手（大

分東警察署）は、「アクシデントもあったが、

選手は全員全力で頑張ってくれた。家族や会社

をはじめ、多くの方々に支えられた１週間であ

ることを忘れずに、また明日から来年の国体に

向けて新たな一歩を踏み出します。」と力強く語

ってくれました。 

 冬季大会選手団の熱い想いを受け継ぎ、今

年こそ天皇杯順位１０位台へ！！ 

「がんばれ！チーム大分！」 

 

 

 

 

 

 

 

大分県競技力向上対策本部だより 

「がんばれ!チーム大分」 
事務局 〒870-8503 大分市府内町３丁目１０番 1号     

大分県教育庁体育保健課内   

TEL097-506-5642/FAX097-506-1812      

平成 27 年度 第 6号 平成 28 年 3月 16 日発行

スタートする佐藤選手（右から２番目） 
佐藤選手（上） 
小関選手（下） 

スキー競技の県代表団 



株式会社山愛 
ｷｬﾘｱｻﾎﾟｰﾄ事業部 神田義輝部長 

講師とセミナーに集まったジュニア選手 

 

 

 

 平成 28 年 3 月 12 日（土）レンブラントホテル大分  

          地下１階「ｼﾞｬﾙﾃﾞｨｰﾉ ﾌｫﾝﾀｰﾅ」 
 次代の「チーム大分」を担うジュニアトップアスリートのキャリアデザイ

ンの重要性についての理解と競技力向上を目的としたキャリアアップサポー

トセミナーを昨年に引き続き開催しました。 

 本年度は、サッカーJリーグの選手向けにキャリア教育を行っている株式会

社山愛の神田義輝氏から、「競技力を向上させるためのキャリアデザイン」と

題して、御指導していただきました。トップ選手に必要な資質として、技術

だけでなく心の部分、「人間力」を身につけることが重要である。その人間力

とは、知的なものやコミュニケーション力のことであると

様々な実例を基に、分かりやすく教えてくださいました。 

フェンシング競技 大石
 おおいし 

栞
 か ん

菜
な  

 選手

Ｑ今年の目標について 

 目標としてきたリオ五輪の出場

は叶わなかったものの、2020 年の東

京五輪出場に向け、まずは国内で優

勝できる選手になること。そして世

界でも自信をもって戦える選手に

なることです。 

Ｑ普段の練習で意識していること

や生活のなかで競技力をあげるた

めにやっていることや意識していることは？ 

 練習ではメリハリをつけ、短時間集中して行うこと

を心がけています。また最近では、練習で満足してし

まわない、ということを意識して日常の中でもフェン

シングについて考えています。 
Ｑ集中力の高め方は？ 

 そのときにお気に入りの音楽を聴くことです。最近 
のお気に入りは UNISON SQUARE GARDEN の 

 

「シュガーソングとビターステップ」をエンドレスで

聴いています。 
Ｑピンチや苦しいときに考えることは？ 

 フェンシングは対人競技なので、流れによっては

「あ、やばいな」と頭が真っ白になることがあります。

そういう時は、敢えてセットポジションにつく前に相

手選手ではなく、他のところを見てリセットして構え

るようにしています。また、少し余裕のある時は会社

のロゴを入れているグローブを見て応援してくれる

人のためにと考えています。 
Ｑチーム大分の皆さんに一言 

 和歌山国体で、フェンシング競技はチーム大分にあま

り貢献することができませんでした。この悔しさをバネ

にして今年の国体では総合優勝に返り咲けるように全力

で頑張ります！フェンシングの優勝が他競技の選手にも

良い刺激を与

えられたら良

いなと思って

います。「天皇

杯順位１０位

台」に向け、チ

ーム大分が一

丸となって頑

張 り ま し ょ

う！ 
 

～ 大分県競技力向上対策本部 事務局より ～ 

○「がんばれ！チーム大分」Facebook ページを開設しました！ぜひ、ご覧ください。 

(https://www.facebook.com/team.ooita)    

・「チーム大分」の活躍の様子や競技力向上に向けた取組を発信しています 

○大分県教育委員会ホームページ（http://kyouiku.oita-ed.jp/sports.html）  

Facebook ﾍﾟｰｼﾞ 
QR コード↓ 

大石栞菜（フェンシング競技） 
所属：現在 山九株式会社 
   大学 法政大学法学部法律学科 
   高校 大分県立大分豊府高等学校 
主な大会成績 
2015 年 第 68 回全日本フェンシング選手権大会５位 
        第 28 回ユニバーシアード競技大会出場 
        ワールドカップイタリア大会出場 


