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さん

●プロフィール

落合知也

ろは、 分で１試合が終わって
しまうので、攻守の入れ替えや
体のぶつかり合いが激しいとこ
ろです。また、 点取れば、そ
こで試合が終わるので、スピー
ディーでスリリングな試合が展
開されます。
さん

●プロフィール

松山恭助

区の人から応援されるとうれ
しいです。
コロ ナ 禍 に お け る オ リ ン
ピックへの思い
１年延期されたことで、モチベ
ーションを維持するのが大変で
した。コロナ禍で選手は、非常
にデリケートな状況に置かれて

いますし、オリンピック開催に
・１９９６年生まれ
・出身地 東京都台東区（徳風 関してはいろいろな声があると
幼稚園・金竜小学校・駒形中 思います。そのような状況でも
自分は、オリンピックだからと
学校 卒）
いってあまり気負いすぎずに自
・身長／体重
／ ㎏
・出場種目 フェンシング男子 然体で、自分ができるベストを
尽くしたいです。
フルーレ
※フルーレは、フェンシングの
東京２０２０大会への思い
中でも胴体への突きのみが有
効な種目です。
また、「優先権」 この度男子フルーレオリンピ
があり、お互いが同時に有効 ック日本代表に内定した松山
面を攻撃したら、
「優先権」 恭助です。台東区の皆さんの
を持っている選手の得点にな 応援は常に僕にとって特別な
ものです。今回のオリンピッ
るという特徴があります。
クは僕にとって初めての大舞
台です。自分が出せる最大限
競技を始めたきっかけ
をだして、メダル獲得につな
がればいいなと思っています。
皆様からの熱い声援を待って
います。応援よろしくお願い
します。
兄と母にフェンシングクラブ
に連れて行ってもらったこと
がきっかけです。また、個人
競技の方がのびのびやれて良
いのではないかという母のす
すめもありました。フェンシ
ングをやっている兄の影響も
大きいです。

代表に内定した時の思い

●プロフィール

宮本リオン

さん

・１９８３年生まれ
・出身地 千葉県
／ ㎏
・身長／体重
・出場種目 パラアーチェリー
男子コンパウンド
※コンパウンド部門では、上下
の先端に滑車がついた弓を使
の的を
い、 ｍ先の直径
狙います。

70

野球のクラブチームでプレーし
ていた 歳の時に髄膜脳炎を発
症し、下半身に麻痺が残りまし
た。懸命にリハビリに励んでい
広報「た
た最中、 歳のときに、
いとう」で「アーチェリー初心
者スポーツ教室」の記事を見ま
した。家族や医者のすすめもあ
って、リハビリを兼ねて、参加
したことが始まりです。

競技を始めたきっかけ

48

・１９８７年生まれ
・出身地 東京都
・身長／体重
／ ㎏
・出場種目 ３ ３（スリーエ
ックススリー）男子
※ 人制バスケットボールの約
台東区でバスケットボール
半分のコートを使い、 人対
クリニックを開催していま
人でひとつのゴールに向か
すが、子供達に伝えたいこ
ってボールをリングに入れる
とは何ですか
ことを競う。
子供たちには、自分が「３ ３」
に出会って、人生が変わったこ
競技を始めたきっかけ
とや、プロに入ってからの怪我
小学校３年生から大学卒業まで、 （右膝前十字靭帯断裂）からの
５人制のバスケットボールをや
復活など、「アンダードッグ（下
ってきました。大学卒業時にい
剋上）
」
、何事もあきらめないで、
くつかプロチームから話があっ
常に挑戦心を持ってほしいとい
たのですが、その時はモチベー
うことを伝えていきたいです。
ションが下がっていて、一旦バ
クリニックを通して、夢を持つ
スケットボールから離れ、姉が
ようになったとか、何かのター
やっていた芸能（モデル・俳優） ニングポイントになってくれれ
を目指しました。そんな中、知
ばいいと思います。
人から台東区を本拠地とする３
東京２０２０大会への思い
人制のストリートバスケットボ
ールチーム「アンダードッグ」
に誘われました。そして２０１
２年に
（ 国際バスケ
ットボール連盟）
が主催する
「３
３」の世界大会に参加したこ
とが始まりです。
出場するからには、メダルを取
りたいです。結果を出すことに
よって、注目され、今後さらに、
「３ ３」の普及活動に力を入
れていきたいです。台東区の皆
さんの応援が日本チームの後押
しになります。東京２０２０大
会をきっかけに「３ ３」を好
きになってください！

アーチェリーを続けた理由

代表に内定した時の思い

複雑な心境でした。個人的には、
選考会はやりたくないですね。
同じように頑張っている仲間と
争うので。勝ったからといって
相手の気持ちを考えずに、喜ぶ
のは失礼かなと思う。コロナ禍
で１年延期になって、環境が整
わず、準備が出来ない選手もい
たので。簡単に喜べるような状
況ではなかったです。

延期となった１年間、どの
ように過ごしたか

射場が使えない期間もあったの
で、普段できなかった弓のセッ
ティングや体づくりのためのト
レーニングをやりました。その
成果もあって、２０２１年２月
に日本記録を更新（ 点／満点
点）することができました。

点出したいです。 点出した
ら上位に食い込めると思います。
しっかり準備して、どんな状況
でもベストを尽くせるように頑
張ります。

東京２０２０大会への思い
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▽競技日程 パラアーチェリ
ー男子コンパウンド ８
月 日㈯・ 日㈫
▽会場 夢の島公園アーチェ
リー場
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173

野球で、ずっとピッチャーだっ
たので、狙って投げるのが好き
なのかもしれないです。１番大
きい理由は、台東区アーチェリ
ー協会の皆さんが本当に良くし
てくれたことです。いろんな世
代の方がいて、話しをするだけ
でも、すごく楽しかった。協会
がなければ、今の僕はないです
ね。
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内定発表前は緊張しましたが、
冷静でした。内定できなかっ
た選手のことを考えると、う
れしい瞬間・悔しい瞬間を一
緒に味わった身としては、一
緒に戦えず残念です。代表に
なり、これからステップアッ
▽競技日程 フェンシング男
プしていく中でさまざまな人
子フルーレ 個人７月
が応援してくれます。その中
日㈪、団体８月１日㈰
でも、地元の人・友人・母校
▽会場 幕張メッセ
は特別感がありますね。台東
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▽競技日程 ３ ３バスケッ
トボール ７月 日㈯〜
日㈬
▽会場 青海アーバンスポー
ツパーク

28
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「３ ３」の魅力と見どころ
「３ ３」の魅力は、５人制の
バスケットボールよりも「個」
がフォーカスされます。
「個」
の責任が増し、自分のプレーで
観客がリアクションするなど、
バスケットボールの新たな刺激
と、面白さがあります。見どこ
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第 1281 号
広報

台東区ゆかりの
オリンピック・パラリンピック選手を紹介します
区ゆかりのオリンピック・パラリンピック出場選手にインタビューを行いました。インタビューを行った選手は、落合知也選手（3x3男子）
、松山恭助
選手（フェンシング男子フルーレ）
、宮本リオン選手（パラアーチェリー男子コンパウンド）の3人です。応援をよろしくお願いします（競技日程順）
。

【たいとうパープルほっとダイヤル（予約不要）
】 パートナーとの関係で悩んでいませんか。DVは身体的暴力だけではありません。ひとりで悩まずにご相談く
ださい。 ▷日時 月～土曜日（第1・3・5月曜日〈祝休日の場合は翌日〉を除く）午前9時～午後5時〈相談専用電話 TEL 3847－3611〉

