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［巻頭特集］Wao！Clubと同い年！15歳になる中学３年生

強い心で勝利をつかむ

空手女子形競技で全国大会に出場した江口悠紗さんと、
大垣市立北中学校の東海大会バドミントン女子団体優勝メンバーである木下美結さん。
Wao!Clubエリアで活躍する中学３年生です。今年15周年を迎えたWao!Clubでは、
２人の同級生を取材しました。
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平成

年度全国中学生空手道選抜大会出場

﹇揖斐川町立北和中学校３年生﹈

１人で練習をしています︒現在は週

に専念すると決意しました︒中学校
り替えて練習の成果を発揮︒先輩か

ましたが︑２回戦からは気持ちを切

戦は緊張からふらつきがでてしまい

なった﹂と声をかけてもらえたと笑

らは﹁すごくよかった︒本当にうまく

の武道場を使用する許可を取得し︑

活動として︑山本邦彦館長のもと拳

のイメージトレーニングが役立ちまし

気持ちの切り替えには︑普段から

顔で話します︒

３日以上の活動で認められる校外部
真館道場で週５日の稽古に取り組ん
月の岐阜県空手道

選抜大会では３位に入賞し︑全国中

でいます︒昨年
た︒全国優勝を目標に掲げる悠紗さ
んですが︑以前は﹁負けるかも﹂と弱

学生空手道選抜大会への出場権を手
にしました︒
こで︑両親の教えで﹁勝つ︑勝てる﹂

気になる試合が多かったそうです︒そ

苦手の克服に着手し
目標に向かって突き進む
思い描くようになりました︒効果は

と口に出して︑毎日勝利のイメージを
てきめんで︑徐々に試合でも気持ち

悠紗さんの武器は︑緩急を利用し
た技の力強さ︒空手の形競技は採点
﹁全国大会で勝ち抜けるようにが

が安定するようになったといいます︒

台で力強い形を披露してくれるに違

んばります﹂と悠紗さん︒全国の舞

方式︑優位な方に旗を上げる勝ち抜
断で勝敗が決まります︒
﹁基本をしっ

き方式があり︑どちらも第３者の判
かり守りながら︑どれだけ人を引き
課題はスピードです︒下半身が弱

は空手部がなく︑初めは別の部活に

進学した揖斐川町立北和中学校に
認してもらいながら練習をしました︒

ある﹁抜塞大 ﹂は︑先輩に何度も確

選手権大会で３位に入賞するほどの
昨年９月に部活動を退部し︑空手

まで上り詰めました︒１回

回全国中学生空手道選抜大会では︑

アオリンピックカップ彩の国杯第
ベスト

生の東海大 会です︒あと一歩のとこ

です︒試合前は積極的

自分を信じきれない点

美結さんの課題は︑

大会への出場権を逃し︑くやしさを

に会話をする︑入念に

ろで全国小学生バドミントン選手権

ます︒

付けられるかが勝負です﹂と悠紗さん︒ いありません︒
く︑速さを意識すると足元がふらつ
ｍの 坂 道 ダッ

いてしまいます︒体幹を鍛えるため︑
３㎞の 走 り 込 み と
シュを毎朝実施︒悠紗さんの父親が
考えたメニューで︑練習前には筋力ト
レーニングも取り入れています︒

悠紗さんは姉の影響を受け︑拳和

ばっさい だい

回転技が多く︑苦手な形の一つで
会拳真館に入会︒小学１年生から空

江口悠紗
全国で勝ち抜くため
校外部活として空手に集中
焦点を合わせるなど︑細かな部分を
形といえるようになりました︒

一つひとつ修正︒現在では１番得意な

下半身強化以外にも︑回転時に目の

流し︑３位決定戦でも負けて全中選

退︒くやしさをこらえきれずに涙を

所属していました︒その年の岐阜県

道選手権大会で優勝︒勝ちを強く意

中学生空手道選抜大会は準決勝で敗

識して︑より練習に打ち込むように

熱を出しながら出場した拳和会空手

合いの声が響く︒床を踏みしめ︑技
抜大会への出場権を逃してしまいま

手を始めました︒小学２年生のとき︑

を繰り出す力強い音も加わり︑道場
なりました︒小学６年生のころには︑
す︒
﹁泣いていいのは︑それだけの努

すのが︑揖斐川町立北和中学校３年
実力をつけます︒

今年３月に出場したＪＯＣジュニ

には張り詰めた空気が漂います︒黒
大阪府で行われた第 回全国空手道

生の江口悠紗さんです︒

回東海中学校総合体育大会バドミントン競技団体優勝

﹇大垣市立北中学校３年生﹈

味わいます︒
﹁もっと強くなりたい﹂

をほぐすなどの対策を

アップをして強張る体

と︑校区外ながらバドミントンの強
豪校である北中学校に進学を決めま

手を目の前にすると︑

していますが︑いざ相

した︒
年度岐阜県 中学 校 総 合

現在では団体メンバーとして以外

信じきれず︑力を出し

積み重ねてきたものを

にも平成

準優勝︑第 回ジュニアバドミントン

体育大会バドミントン大会ダブルス

た︑大垣市立北中学校の団体出場メ

ドミントン競技で団体優勝を果たし

いという気持ちが強かった︒今でも

﹁見ているのも楽しいですが︑やりた

り込んでいきました︒美 結さんは︑

少年団に所属︒バドミントンにのめ

スやシングルスではライバルになるバ

団体で一緒に戦った選手が︑ダブル

活躍しています︒

ア新人女子５位など︑多くの大会で

選手権大会岐阜県選手選考会ジュニ

ムをまとめる中で自信

キャプテンとしてチー

実力を発揮できるよう

切 れません︒﹁ 試 合で

回 東 海 中 学 校 総 合 体 育 大 会バ

ンバーです︒当時の団体メンバーの中

は︑決勝戦で部員同士がネットを挟

をつけて欲しいと︑美
３年生になって掲げた目標は︑団

結さんの成長を見守っています︒

輩は卒業し︑最高学年としてチーム

体での全国出場︒頼りにしていた先

参加します︒北中学校でもコーチを
務める大橋奈麻輝さんが指導︒少年
団のころから 美 結 さんを 知る 大 橋
を 惜 しまない真 面 目 さが 強 さの原

コーチは︑美結さんについて︑
﹁努力
点︒一つひとつ︑着実に練習を積み重
ねています ﹂と話します︒２度同じ
点を何度も反復︒体に叩き込んでい

がかかります︒

結さん︒全国大会出場に向けて期待

勝ち抜いていきます﹂と意気込む美

に変わりはありません︒支えあって

を引っ張る立場です︒
﹁仲間がいるの

西濃大会で勝てたのがうれしかった

ん︒
﹁普段ダブルスで勝てないペアに︑

んで向かい合うのも珍しくありませ

ける ﹂と大 橋コーチ ︒

になればもっと上に行

目が追い付かないほどのスピード

当初は楽しく体を動かしていた美

ドミントン︒強豪校である北中学校

結さん︒転機となったのは︑小学６年

ずうずしてきます﹂と話します︒

美結さんは体力づくりのため︑小

他の人のプレーを見ていると体がう

学１年生から大垣市北バドミントン

（左）
先輩のていねいな指導が強さに結びついたと語る悠紗さん。全国大会に向け、準備を怠りま
せん
（右）
大野町民武道館で十数人が一緒に練習。お互いに助言をしあい、
自分では気付けない
部分を修正していきます

です︒仲間と切磋琢磨できる環境が︑
強さに繋がっています﹂と美結さん
は笑顔です︒

弱さに打ち勝ち
全国大会出場をめざす
部活の後は︑ 時から 時まで周
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辺地域から優秀選手を集めた練習に
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た様子で打ち返すのは︑中学３年生

としてチームを引っ張ります︒

仲間と切磋琢磨しながら
数々の大会で活躍
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では唯一の２年生︒今年はキャプテン
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木下美結

力をした人だけ﹂と悠紗さん︒

帯を締め︑黙々と空手の形を繰り返

小中学生とは思えない迫力ある気
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ケットで風を切りながら︑落ち着い
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の木下美結さん︒２０１７年︑８月の

で
『フリモAR』
を検索
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でネットの上を飛び交うシャトル︒ラ
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注意をされないように︑指摘された

デザイン／Beanstalk白石純也
写真／D-studio
文／編集室

まるで本当に敵と戦っているような、気迫あふれる形を披露します。形は自分と向き合いながら極めていくものです
が、見られる競技であると意識して一挙一動に気を配ります
第39回東海中学校総合体育大会では、優秀
選手賞を受賞しました
全国をめざす選手が集まり練習。めまぐるしくネットの上を飛び交うシャトルを追いながら、
大橋コーチ
の指示が飛ぶとすぐに対応します

※AppleおよびAppleロゴは米国その他で登録されたApple Inc. の商標です。
App Store ®はApp Inc. のサービスマークです
※Google Play および Google Play ロゴは Google Inc. の商標です

キャプテンとして
チームをまとめる
美 結さん 。団 体
優 勝に貢 献した
いと、練習に励ん
でいます
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フリモAR
アプリを
ダウンロード

30

で悠紗さんの
「抜塞大
（ばっさいだい）
」が
見られます
で
美結さんの試合の
様子をチェック！

