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リオデジャネイロオリンピック
カヌー・スラローム カナディアンシングル３位

豊田市長

羽 根 田 卓 也 × 太 田稔 彦
サッカーＵ－19日本代表選手

パラ陸上400㍍日本記録保持者

ハンドボールジュニア五輪杯県選抜選手

小 島亨介 さ ん 池 田 樹 生 さ ん 藤 井 ひ か る さん

夢を追い続けた人生
昨年の夏、世界中を沸かせたリオ
デジャネイロオリンピック。豊田市
出身の羽根田卓也さんがカヌー・ス
ラローム男子カナディアンシングル
競技で日本人初となるメダルを獲得
しました。情熱を胸に夢を追い続け

日本人初のメダル獲得

市長 改めてリオデジャネイロオ
リンピックでの銅メダル獲得、お
めでとうございます。歴史的な快
挙でしたね。
羽根田 ありがとうございます。
市長 メダル獲得の瞬間は涙を流
され、多くの外国人選手に祝福さ
れていましたね。今でも覚えてい
ますか。
羽根田 はい。電光掲示板に自分
の名前が表示されたときは、やっ
た、というより信じられない気持
ちでした。そしてすぐに今までの
長い道のりや様々な決断が思い起
こされ、思わず涙が出てしまいま
した。外国人選手は自分の苦労を
よく知ってくれていました。
市長 大学から単身スロバキアで
年過ごされたと聞いています。
羽根田 高校３年生の夏に決めま
した。オリンピックを意識し始め
たのもその頃です。
市長 何かきっかけがあったので
すか。
羽根田 表彰台を目指してプレジ
ュニア世界選手権に出場しました
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てきた羽根田さんの思いを太田市長
が伺いました。

２人の前に置かれているのは、羽根田さんが
リオデジャネイロオリンピックで実際に使用したカヌー

が、６位に終わり悔し涙を流しま
した。「このままではだめだ。もっ
とやりたい」と思い、カヌーの練
習環境が整っているスロバキアに
渡航し、大学に通いながら練習す
ることを決心しました。
市長 家族は驚きませんでしたか。
羽根田 試合直後、父に手紙を書
いてお願いしました。父は私の練
習の姿や結果を見てくれていたの
で、賛成したのだと思います。
市長 そうなんですね、息子に寄
り添ったり、決断する息子を後押
したり、素敵な親子関係ですね。
羽根田 父とは、普段はあまり話
さず、カヌーのアドバイスを受け
ることもありませんが、いつも私
の気持ちをわかってくれ、遠くか
ら支えてくれている存在です。初
めて自分の気持ちをぶつけたのは、
その時の手紙でした。
市長 お父さんは羽根田さんの気
持ちを尊重しながらサポートを続
けられたんですね。
羽根田 はい。カヌーを始めた小
学校の頃は無理やり川に連れて行
かれたこともありましたが（笑）
。
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高校3 年夏の 決 断

父 へ宛てた手紙

「もしスロバキアに行かせてくれたら、一生懸命練
習するし、絶対無駄にはしません。…（略）…金メダ
ルを取ったら絶対に父ちゃんに一番にかけてあげた
いと思います」（抜粋）

お父さんが長年大切に保管していた手紙

父・邦彦さんは「突然の手紙に驚きました。日本の
大学に進学してほしいと思っていましたが、うれし
かった。応援することにしました。」と語りました。
２人にとってこの手紙は、メダルに向けた10年越し
の親子の約束となりました。

市長 練習は豊田市内でしたか？
羽根田 広瀬や小原の矢作川でよ
く練習していました。
市長 豊田市の好きな所はありま
すか。
羽根田 自然とまちが共存してい
る所が好きです。これまでいろい
ろなヨーロッパの都市に行きまし
たが、自然のきれいさ、住みやす
さ、人のあたたかさを感じる豊田
市が一番リラックスできます。

夢は“行動すれば”かなう

市長 今回の活躍で羽根田さんに
憧れをもった子どもたちがたくさ
んいるのではないでしょうか。子
どもたちに伝えたいことなどはあ
りますか。
羽根田 まずはオリンピック選手
として子どもたちと触れ合い、夢
を与えたいです。
今回メダルを手にして、頑張れ
ば夢はかなうと改めて思いました
が、反面その厳しさを感じました。

たくや

さん

羽根田卓也

1987年、小川町生まれ。
朝日丘中学校、杜若高校
卒業。スロバキアコメニ
ウス国立大学に進学。
2012ロンドン五輪７位、
2014アジア競技大会優勝、
2016カヌースラロームワ
ールドカップ３位、2016
リオデジャネイロ五輪３
位

夢をかなえるためには行動や決断
が伴わなければいけない、という
ことを伝えたいです。
市長 スロバキア行きの決断やそ
の後の厳しい鍛錬によって、当時
の悔し涙が 年越しのうれし涙に
変わったんですね。カヌースラロ
ーム競技は、どれだけ多く練習し
ても、本番に一度でもゲートに触
れてしまうと失敗という所が、厳
しい競技ですね。
羽根田 確かにそうですが、逆に
言うと本番に一瞬でもゲートに触
れないために、練習で何万回もゲ
ートをくぐっています。
市長 ３年後はいよいよ日本でオ
リンピックが開催されますね。羽
根田選手の活躍をぜひ見たいです。
羽根田 今後３年間は、競技選手
としてピーク年齢を迎える時期だ
と思っているので、今回よりもさ
らに上を目指していきます。
市長 期待しています。ありがと
うございました。

はねだ
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上位４チームにＦＩＦＡ Ｕ―
Ｗ杯２０１７の出場権が与えら
れる今大会。過去４大会では、惜
しくも準々決勝で敗退し、出場を
逃してきただけに、今年こそと期
待が高まる中での幕開けでした。
「なんとしてでも自分たちの代
で出場権をとってやるんだ」
強い気持ちを胸に、迎えた準々
決勝。ここまで無失点で勝ち上が
ってきた日本は、タジキスタン相
手にも４―０で快勝し、見事５大
会ぶりとなるＷ杯出場権を手にし
ました。勢いに乗った日本は、続
く準決勝でも３―０でベトナムを

強い気持ちでつかんだ
５大会ぶりのＷ杯出場

昨年 月 日、ＡＦＣ Ｕ―
選手権バーレーン２０１６・決勝
が行われ、Ｕ― 日本代表が悲願
の大会初優勝を飾りました。日本
代表の正ゴールキーパーとして出
場し、全試合無失点でチームを初
優勝へと導いたのは、豊田市出身
の小島亨介さんです。

ラグビーＷ杯や東京オリンピ
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続く、期待の若手アスリート
が続々と登場して

います。それぞ
れの夢に向かう
期待の選手を紹
介します。

今や世界を相手に活躍する小島
さんとサッカーの出会いは、小学
１年生のとき。日韓ワールドカッ
プを見て興味を持ったのをきっか
けに、地元のサッカークラブ「下
山ＦＣ」へ入団しました。
「すぐにやめちゃうんじゃない
か」
。そんな家族の心配を横目に、
雨の日も雪の日も楽しそうに練習

「サッカー選手になりたい」
夢があるから頑張れた

破り、決勝戦へと駒を進めました。
初優勝を目指して挑んだサウジ
アラビアとの決勝戦。開始早々、
強烈なミドルシュートを指先では
じく好セーブで試合を引き締めた
小島さんは、その後も強力攻撃陣
相手に１点も許すことなく、両チ
ーム無失点のままＰＫ戦を迎えま
した。
「絶対に止めてやる」という
気迫と、的確なコースの読みで、
相手のミスを誘発した小島さん。
最後まで集中力を欠くことのなか
った日本がＰＫ戦を制し、念願の
アジア制覇を達成しました。

ックなど次々にひかえる世界
的なスポーツ大会。豊田市で
は、リオオリンピックで銅メ
ダルを獲得した羽根田さんに
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期待の若手アスリートたち

©アフロ

羽根田 卓也さん

たくや
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トップアスリートから「夢を持つこと」
の大切さを学ぶ

夢の教室
小島さんの話にもあったように、子どもたちにと
って「夢を持つこと」はとても大事なこと。市では
「ＪＦＡこころのプロジェクトＭＩＲＡＩへつなぐ
「夢の教室」ⅰｎ豊田」として、市内をはじめ国内の
トップアスリートなどを講師に招き、小学５年生を
対象に夢の大切さを学ぶ授業を行っています。授業
では一緒に身体を動かしたり、話合いなどの交流を
通して「夢を持つことの素晴らしさ、それに向かっ
て努力することの大切さ」や「仲間と助け合うこと
の大切さ、相手を思いやるこころ」を伝えています。
昨年５月には、2011年世界フィギュアスケート選
手権で銀メダルを獲得
した小塚崇彦さんが飯
野小学校に訪れ、実体
験を通して夢や仲間の
大切さを語りました。
児童たちは小塚さんの
話を聞き、夢について
考えてみようと決意を
新たにした様子でした。

小島 亨介さん（19）

■経歴
●小学生
●中学生
●高校生
●大学生

下山FＣ、グランパス岡崎スクール
グランパス三好FＣ
名古屋グランパスＵ－15
名古屋グランパスＵ－18
名古屋グランパス
（２種登録）
早稲田大学ア式蹴球部

■代表経歴
●2012年
●2014年
●2015年
●2016年

U－16日本代表
U－17日本代表
U－18日本代表
U－19日本代表、全日本大学選抜

りょうすけ

見て、支えてきたのは「家族」
。毎
に向かいました。やめたいと思っ
日のように練習場へ送迎する中で、
たことは一度もないと言います。
父・弘一さんの原動力となったの
「毎日サッカーに行くのが楽し
は、毎回かけてくれる息子の「あ
くて仕方がなかった。つらいと感
りがとう」の言葉でした。厳しい
じた時期もあったけど、乗り越え
練習に励みながらも、家族への感
た先の達成感や喜びを考えると、
謝の気持ちを忘れることはありま
努力も楽しいと思えた」
せん。そんな息子の活躍を弘一さ
サッカーを始めてすぐ「サッカ
んは誰よりも強く願っています。
ー選手になる」という夢を抱いた
「サッカー選手になるという夢
小島さん。夢があったから、上手
に向かって頑張る姿をずっと見て
になりたいという気持ちを持ち続
きた。いつかかなえてほしい」
け、それに向かって努力し成長す
家族の思いを胸に
「夢」
に向かっ
ることができたと振り返りました。
てまっしぐらに突き進む小島さん。
いつか夢をかなえてほしい
Ｕ― Ｗ杯や、３年後の東京オリ
支え励ましてきた家族の願い
ンピックでは、どんな活躍を見せ
てくれるのでしょうか。

1997年１月30日、小松野町生
まれ。巴ケ丘小・下山中学校
卒業。現在Ｕ－19日本代表の
正ゴールキーパーを務める早
稲田大学２年生。小学６年生
まではフィールドプレーヤー
だったが、当時のコーチに勧
められ、中学生からゴールキ
ーパーに転身。

小島 亨介 さん
小島さんの活躍を、１番近くで

ＰＲＯＦＩＬＥ

Ｕ－19日本代表 正ゴールキーパー
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陸上が夢を与 え て く れ た

右脚と右腕に義足・義手を着
さっそう
け、颯爽とトラックを駆ける池
田樹生さん。昨年６月に行われ
た「２０１６ジャパンパラ陸上
競技大会」の ㍍部門で日本新
記録を樹立しました。

みきお

自己ベストを２秒以上縮める
自身の走りに、「夢のような時間
でした」と笑顔で語る池田さん。
ずっと背中を追ってきた、中京
大学出身の義足のランナーで、
リオパラリンピック銅メダリス
トの佐藤圭太さんに近づけたと
実感できた瞬間でした。
スポーツ一家で育ち、スポー
ツが大好き。先天性の障がいで
幼い頃から義足の生活でしたが、
少年野球、サッカー部、バスケ
ットボール部と、様々なスポー
ツに親しんできました。そんな
池田さんが陸上と出会ったのは

中学３年生の時。壊れた義足を修
高い打点からスピードのあるシ
理するため訪れた義肢製作所に飾
ュートを放つ藤井ひかるさん。昨
られた１枚の写真がきっかけでし
年８月にＪＯＣ（ジュニアオリン
た。それは、義足の選手・山本篤
ピックカップ）県選抜選手に選ば
さんが走り幅跳びをしている姿。
れました。
「それまで、ただ走るだけとか、
全国で８人のうちの１人
投げるだけという競技に縁を感じ

ＰＲＯＦＩＬＥ

たことがなかったんですけど、そ
藤井さんは、全国で 人ほどが
の写真を見て、あ、義足でも走れ
選出されるＮＴＳ（ナショナルト
るんだと思って」
。体に電流が走る
レーニングシステム）中学生の部
ような衝撃を受けました。そして
にも愛知県から唯一、選出されて
この陸上との出会いが「僕に夢を
います。ＮＴＳは、若い選手を発
与えてくれた。人生の中で一番大
掘し、世界で活躍する日本代表選
きな出会い」だと言います。
手に育てる制度で、２年連続の選
出となりました。昨年度、中学２
満員の国立競技場で走りたい
年生で選出されたのは８人。全国
池田さんの夢は、パラリンピッ
でも期待される選手です。
クで金メダルを獲ること。昨年は
県選抜チームで担う司令塔
リオパラリンピックへの出場権を
逃し、とても悔しい思いをしまし
ハンドボールを始めたのは小学
た。だからこそ３年後、 歳で迎
５年生。当時、既にハンドボール
える東京パラリンピック出場が夢
をしていた３つ歳上の姉に影響を
へのスタートと位置づけています。 受けたのがきっかけでした。「シュ
そのために筋力アップはもちろん
ートを決めることや家族の応援が
のこと、競技用の義足を新調した
うれしかった」と話し、いつの間
り、普段の歩き方を見直したりと、 にか夢中になっていたそうです。
多角的に強化を図っています。
小学生の時に所属していた「豊
３年後の東京パラリンピックで
田市ハンドボールスクールミニ」
は「国立競技場が満員になって、
では、男子が多い中、レギュラー
そこで走るのが自分の中の目標で
を勝ち取り、東海大会に出場。前
あり夢」と語る池田さん。その目
林中学校ハンドボール部では、県
には、夢を叶える自分の姿が確か
大会３位入賞を果たしました。
に見えているようでした。
得意なプレーは、「１対１で相手

2001年前林町生まれ、
前林中学校３年生。
「ハンドボールの感
覚が優れているチー
ムのエース」と県選
抜チームの監督が太
鼓判を押す実力の持
ち主。現在、持ち前
の得点力に加え、ゲ
ームメイクをする力
に磨きをかけている
最中で、全国でも注目を集める選手の一人。

感謝の気持ちを忘れない

を抜くこととロングシュート」と
話す藤井さん。ＪＯＣ県選抜チー
ムでは、司令塔となるセンターを
務め、試合では持ち前の攻撃力で
得点を重ねました。

ＰＲＯＦＩＬＥ

実は藤井さんの姉も高校生の県
選抜選手。ポジションはキーパー
で、キーパーの視点からアドバイ
スをしてくれるそうです。たくさ
んの刺激を与えてくれる姉のこと
を
「尊敬している」とうれしそうに
話していました。自身の活躍は
「支えてくれた家族や共に励んだ
友達のおかげ」と藤井さん。また、
豊田市にはすばらしい指導者が多
く、技術面や精神面など様々な面
で成長できたと言います。
「目標は全国大会で活躍するこ
と。将来はオリンピックに出場し
たい」と語り、今後も感謝の気持
ちを忘れず、夢に向かいます。

藤井 ひかる さん

ハンドボールジュニア五輪杯県選抜選手

1996年12月16日、金
谷町生まれ。根川小・
朝日丘中学校卒業、
中京大学２年生。
「ア
ジアユースパラ競技
大会マレーシア2013」
100㍍・200㍍優勝。
「2016ジャパンパラ
陸上競技大会」400㍍
で日本記録を樹立。
暗算検定１級。市内のスポーツクラブでイ
ンストラクターのアルバイトをしている。

400

池田 樹生 さん
パラ陸上400㍍日本記録保持者
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子どものスポーツを支える

ＴＯＰＩＣＳ

豊田市スポーツ少年団
「いろんなスポーツを経験したからこそ、今の自
分がある」と話す池田さん。小さい頃から少年野球
など、様々な競技に挑戦してきたそうです。市では、
幼児から中学生までの子どもたちのスポーツ振興と
体力増進を目的としたスポーツ少年団事業に取り組
んでいます。平成27年度現在、同少年団には、18競
技157チーム、6,350人の子どもたちが登録。指導者
も1,381人が登録し、子どもたちは多くの人に支え
られながら、練習を重ねて大会に臨んでいます。ま
た、同少年団以外にも小中学校の部活動はもちろん、
地域スポーツクラブや子ども会など、多くの場所で
スポーツに取り組むことができます。
「部活動以外に
も練習できる機会
が多い」と話す藤
井さん。市の恵ま
れているスポーツ
環境のおかげもあ
り、上手くなるこ
とができたと感謝
していました。
多くの子どもたちがスポーツに熱中する

今回の特集では、夢を追いかける市民アスリート
の皆さんにエピソードを聞き、力を分けてもらいま
した。最後に、これからも夢や目標を持って歩み続
ける市民の皆さんを応援するため、羽根田さんに頂
いたサイン色紙をプレゼントします。
１ 月 １ 日 号 記 念

羽根田卓也さんが高校３年生の夏、渡航を決断
した国名は、「○○○○○」です。○に入る５文字
ヒント：スから始まります。
は何でしょうか。
賞品

正解者の中から抽選で３人に、羽根田卓也さんのサイン
色紙を差し上げます（当選通知は、プレゼントの発送をも
って代えさせていただきます）。

応募方法

１月16日（月）までに、①問題の答え ②〒住所 ③氏名
（ふりがな） ④年齢・性別 ⑤広報とよた１月１日号の感
想を、ハガキかＥメールで市政発信課（〒471・8501、西
町３－60、shisei@city.toyota.aichi.jp）
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