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岡崎朋 美さんのトリノオリ
ンピッ ク出場までの道のり
崎朋美さん は︑札弦町 第３で酪
農を営んで いる岡崎 元さん︑
イセ ノさんの次女 として生ま れ︑日本
百名 山供斜里岳僑 の麓で︑幼 少の頃は
大自 然と多くの動 物に囲まれ て育ちま
した ︒
ス ケートを始め たのは︑地 元の光岳
小学 校の４年生の とき︒町内 でも特に
活 発に 子ど も
た ちの スケ ー
ト を指 導し て
い る光 岳ス ケ
ート 少年団で︑
寒 い中 でも 毎

学時代 は一度も全国 大会に出場す るこ
とがで きなく︑スケ ートの名門で ある
釧路星 園高校時代で も︑インター ハイ

で最高 ４位と︑特に 注目されるよ うな
選手で はありません でした︒
これ まで無名だっ た岡崎朋美さ んが
開花し たのは︑女子 スピードスケ ート

界でト ップにいる橋 本聖子さんが 所属
する供 富士急僑への 入社と︑名指 導者
である 長田監督との 出逢いです︒
世界 クラスの選手 との練習に︑ 持ち

前の努 力と根性でつ いていき︑入 社３
年後に 初のＷ杯へ出 場︒翌 年の リレ
ハンメ ル冬季五輪で ｍに出場し ︑オ
リンピ ック初出場の 緊張感を力に 替え

に女子 短距離界のエ ースへと急成 長し
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て︑自 己ベストを更 新するタイム で
位の成 績を収めると ︑ 年のＷ杯 で初
優勝︑ 日本新記録の 樹立︑全日本 スプ
リント の初制覇を成 し遂げ︑名実 とも
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岡

晩 のよ うに 練
習す る努力家︒
そ れ でも 中

岡崎朋美さんも滑っていた光岳小の
スケートリンク

４度連続のオリンピック出場という快挙と実績で
日本代表選手団の主将に
月 日か らイタリア・トリ
ノで行わ れる冬季オリンピ
ックのス ピードスケート日
本代表選手に︑清 里町出身の岡崎朋
美さんが選ばれま した︒
岡崎朋美さんは ︑ 年リレハンメ
ル冬季五輪に初出 場し︑ 年長野冬
季五輪 ｍでは日 本新記録のタイム
で見事３位入賞︒ 年ソルトレーク
冬季五輪でも日本 記録を更新して︑
日本人最高の６位 入賞を果たしてい
ます︒
特に長野五輪で は︑女子短距離で
初となる銅メダル 獲得の快挙を成し
遂げ︑表彰台での 笑顔は﹁朋美スマ
イル﹂と呼ばれ国 民的アイドルにな
りました︒
そして 年トリ ノ冬季五輪の出場
に当たっては︑日 本代表選手団の主
将に選ばれるなど ︑その活躍に期待
が高まります︒
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トリノオリンピック出場
日本代表﹁岡崎朋美﹂選手

イタリア・トリノ／オヴァル・リンゴット競技場

ック出 場を果たせた のは地元の 応援が
あった からこそ︒次 のオリンピ ックに
向け一 層努力する︒ ﹂と力強い 言葉を
残しま した︒

ました ︒
リレ ハンメル五輪 後に帰町し て行わ
れた帰 国報告会では ︑﹁念願のオ リンピ

の強さ に驚かされ︑ 表彰台で見せ てく
れた最 高の供朋美ス マイル僑は︑ 多く
の人々 の心に印象づ けられました ︒
この 銅メダルの獲 得に︑多くの 町民

として 臨んだ大舞台 で供銅メダル 僑を
獲得︒ しかも日本新 記録を樹立し ての
快挙と ︑大舞台で力 を発揮する精 神力

した︒
しか し２年後︑

らも 期待 に応え
られ るよ う頑張
り ます﹂と 力強
く語 って くれま

れ まし た︒この
とき も岡 崎朋美
さ んは﹁こ れか
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が集ま っての凱旋パ レードや祝賀 会が
行われ ︑清里町から 町民栄誉賞が 贈ら
98

０２ソ ルト レイ クシテ ィー

写真提供：富士急行株式会社

長野五輪後の凱旋パレード

順位
１４位
３位
３位
３位
７位
７位
６位
６位

種目
タイム
５００ｍ
４０秒５５
５００ｍ
３８秒５５
５００ｍ
３８秒５５
２回合計
７７秒１０
１０００ｍ １分１８秒２７
５００ｍ
３７秒７７
５００ｍ
３７秒８６
２回合計
７５秒６４

過去のオリンピック結果
大会名
９４リレハンメル
９８長野

して日本中を 沸かせた 年の長
野五輪︒４年 間の努力の 集大成

そ

オリンピック冬季競技会（２００６／トリノ）
第２０回

選手

岡崎朋美
清里町出身

祝！４度目のオリンピック出場

２００６／２／１０〜２６ スピードスケート女子５００ｍ／１０００ｍ

イタリア・トリノ／オヴァル・リンゴット競技場

べき腰 痛に悩まされ ︑腰のヘル ニア手
術を行 いました︒
供術 後 に完 全 復帰 で きた 選 手 はい な
い僑と いわれる状況 のなか︑持 ち前の

スピー ドスケート選 手の宿命と も言う

け まし たが︑
幼 少の頃 から
培 ってき た根
性 で頑張 りま

を 果たし ての
帰町祝 賀会で︑
ヘ ルニア の手
術 で心配 をか

が 見事に 復活
﹁

ソルトレーク五輪後の祝賀会

行われた 世界スプリン ト選手権大会
に出場し ︑五百メート ルを９位と

位︒千メ ートルを 位 と 位で終え
ています が︑特に得意 のスタートで

はトップ 選手より早い タイムでクリ
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な練習 と試練︑そし て怪我への不 安に

今後もオリ ンピック本 番まで調整

が行われると ともに︑日 本代表選手

団の主将とし ても忙しい 日々を送ら
れると思いま す︒全力を 出し切るこ

とができるベ ストの体調 で︑４年間

の努力の成果 を期待して います︒
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立ち向 かって克服で きたのも︑持 ち前
の努力 と精神力なの かもしれませ ん︒
そし て今年︑斜里 岳の麓︑大自 然の
なかで 生まれ育ち︑ 大舞台での大 きな

プレッ シャーを力に かえることが でき
る 歳 のベテランは ︑日本代表選 手団
の主将 という重責を 担い︑日本中 の期
待を背 負って４度目 のオリンピッ クに

臨みま す︒

34

として最終調 整が順調に 進んでいる
ように思われ ます︒

イタリア・トリノは、人口約９０
万人で、ローマ、ミラノ、ナポリ
に次ぐ人口第４位の都市です。
フランスの国境に接したアルプス
山脈の南麓、北緯４５度付近に位
置し、日本でいうと最北端の稚内
と同じくらいの緯度になります。
街はヨーロッパの城塞都市によく
ある放射線状に発達したつくりで
はなく、１７世紀の都市計画によ
り、格子状で整然とした街並みが
広がっています。

した︒ ﹂と話してく れました︒
ポー ツ選手の栄 光の陰には 必ず
怪我 との戦いも あります︒ 過酷

22

12

アするな ど︑トリノ五 輪前の前哨戦

12

努力と 精神力で自分 の身体を一 から鍛
え直し ︑自身３度目 のオリンピ ックと
なるソ ルトレーク五 輪でも︑ ｍで自
己ベス トの更新と同 時にまたも や日本
新記録 を樹立し︑６ 位入賞を果 たして
います ︒
怪我 に泣いたシー ズンもあり ました

21

岡崎朋 美さんは︑日 本代表に選ば
れた後︑１ 月 日・ 日 にオランダで

トリノ冬季オリンピックが行われる
イタリア・トリノはどの様な場所？

ス

写真提供：富士急行株式会社
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祝！４度目のオリンピック出場

清里町出身

岡崎朋美

選手

トリノオリンピック
「スピードスケート」
競技日程 女子 ５００ｍ ２月１４日(火)午後４時〜〔日本時間 ２月１５日(水)午前０時〜〕
女子 １０００ｍ ２月１９日(日)午後５時〜〔日本時間 ２月２０日(月)午前１時〜〕

オリンピック後援会からのお知らせ
岡崎朋美選手の
「町民応援会」を行います
プラネット97のスクリーンに映像を映しての応援観戦を行い、
清里町民の応援の熱気をイタリア・トリノへ伝えます。ぜひ
ご参加ください。
■観戦日程
日

時

種

目

２月１５日（水）午前０時

女子

５００ｍ

２月２０日（月）午前１時

女子１０００ｍ

場

所

プラネット'97
小ホール

後援会会員を募集しています
清里町オリンピックスピードスケート選手後援会では、清里町出身者のオリンピック出場を支
援するため、会員を募集しています。
多くの皆さんにご理解いただき、ご協力をお願いします。
■後援会会費
１口１，０００円（何口でも可）
■入会申込先
プラネット'97・札弦センター・緑センター
※後援会の会費は、全て、選手と家族の支援に活用します。

応援看板や応援ポスターを設置
岡崎朋美選手を応援するため、町内の公共施設や商店街に
応援看板や応援ポスターを設置しました。

オリンピック応援団が出発します
岡崎朋美選手の応援団がイタリア・トリノに向けて出発し
ます。
■出発式
日時 ２月１２日(日)午前１０時
場所 役場庁舎前
清里町オリンピックスピードスケート選手後援会
（事 務 局：生 涯教 育課 社 会体 育 係 電話 ２５― ２００ ５）
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