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︱監督やコーチからはアドバイスがありま
したか
国士舘大学の監督はエクアドルまではつい
てこられないので︑行く前に監督と︑
コーチか
ら一言ずついただきました︒今回付いたコーチ
は練習時からずっと声をかけてくれました︒
やっぱり経 験されている方 なので︑その場に
あった言葉をいただきすごく助かりました︒
︱今後の目標はなんですか
まず︑
自分はまだ日本一になっていないので︑
個人タイトル日本一をとって︑
最終的な目標は
五輪︑
金メダルです︒

５試合中４試合を一本勝ちで決め、
優勝しました。

中村太樹 選手
優勝おめでとう!!

︱目標にしている選手は
憧れは野村忠弘選手です︒
当時五輪の時の
動画配信も見させてもらっています︒
小さい頃
は憧れで見ていたけれど︑
今は学ばせてもらっ
ています︒

小学校までは楽しくやって︑中学校から専
門的に練習するにつれ︑
やっぱり柔道は奥が
深いなって思ってどんどんのめりこんでいきま
した︒
小さい頃からの夢だった五輪金メダルを
本気で意識するようになったのもその頃だと
思います︒

世界ジュニア選手権決勝では、
前回大会で優勝した選手を足技で破り一本勝ち。

︱寮生活は
中 学から寮に入 り寂しい時もあ りました
が︑親のありがたみを感じることができまし
た︒
中・高校の時は︑
ほとんど休みはなく︑
一週
間毎日練習をしていました︒ 朝トレーニング
して学校へ行き︑終われば部活へ直行︒寮に戻
るのは 時 頃でした︒それから食 事トレ︑点
呼︑風呂︑寝るという毎日でした︒辛くても寂
しくても一緒に支えあえる友達がいることで
乗り越えられたんだと思います︒﹁一つ屋根の
下﹂ずっと一緒にいるとケンカもしますが家族
みたいに仲良くしています︒

︱柔道を始めたのはいつですか
３歳から兄の影響です︒最初は兄の練習に
ついていき︑
兄がかっこよくて︑
それで柔道を始
めました︒
それから今に至ります︒
︱世界ジュニア大会までの練習はどうされ
てましたか
世界ジュニアのメンバーと合宿をしたりしま
した︒試合前などはいつも通りの試合の調整
をして試合に臨みました︒
いつもは ・５キロ
ありますが︑自分の階級は キロ級なので減
量を 日程前から行い︑体調を万全に整えま
した︒ キロ級は動きが速いのでキレのある柔
道を心がけました︒

▼ご両親から
毎回どの試合もドキドキハラハラしながら
観戦しています︒太樹は長男の影響で柔道を
始めました︒
やると決めた以上︑
途中で辞める
のは許さないと約束しました︒
でも一度も辞め
たいと言ったことはなかったです︒
体は小さく
て で
…も負けん気だけは強くて︒試合で負け
ると畳の上で顔をくしゃくしゃにしながら目
にいっぱい涙を浮かべて泣いていました︒
中学から寮生活をして柔道がしたいと言い
出したのも長男の影響です︒
まだまだ体は小
さかったので︑
国士舘なんて行って大丈夫だろ
うかと心配でした︒高三の春︑世の中がコロナ
禍で選手権もインターハイも中止となり︑
悔し
くて泣いて電話してきたことが忘れられませ
ん︒﹁太樹が結果を出すのは今じゃない︒
大学に
行ってから必ずチャンスはあるはずだから﹂
と一
緒に泣きながら伝えました︒
よく挫けず︑
前を
向いてまた歩き始めたと思います︒

︱好きな食事は
好きな食事は馬刺し︑
それからお母さんの
豚汁です︒
馬刺しは兄弟みんな大好きです︒
東
京じゃあまり食べれないので︑帰ってきて家族
が揃うといつも柳橋の馬刺しを用意してくれ
ます︒
甘いものも大好きです︒
普段体重はあま
り意識しないで何でも食べます︒
中央市にあるかめやさんにも行きます︒好
きな料理は︑
お刺身！チーズのカリカリした
揚げ物︑
串焼きも美味しいです︒

︱世界一になった瞬間は
勝った瞬間は寒気と鳥肌がすごくて本当に
優 勝したんだという実 感がわきませんでし
た︒夢への第一歩︒世界一という結果を夢見て
やってきたので︑
いままで味わったことの無い

︱振り返っていかがですか
日本代表として結果なしで戻るわけにはい
かないので︑常にプレッシャーはありましたが
変に緊張しないように自分の好きな柔道をや
るんだと自分自身に言い聞かせて平常心を心
がけ試合に臨みました︒
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出身

︱柔道の魅力とは
最 初はお兄ちゃんの柔 道 をしている 姿が
かっこよくて︑投げたりとか押さえこんだり︑
そういう姿を見て自分もやってみたいと思って
始めました︒

国士舘中学校、
国士舘高等学校を経て国士舘大学に進みました。

︱山梨に帰省したときは
前 回はお正 月で今 回は半 年ぶりの帰 省で
す︒帰ってくると地元の友達と出かけたり家
族で過ごす時間も大切にしています︒
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山梨市

やったぜ優勝!!

感じで︑
すごく興奮しました︒

︱やる気をだす方法は
いつも身近に同級生がいることかな・・・︒
楽
しい事も辛い事も分かち合い︑同じ目標に向
かっている仲間がいつもそばにいることで
﹁負
けてられないな﹂
という気持ちになります︒

︱柔道を学ぶ子どもたちへ
目標をもって欲しい︒辛くなっちゃうとやっ
ぱ人間てやる気がなくなっちゃったりすると
思うから︑
しっかり目標をもって︑
その目標に
向かって楽しむことが大事かなと思います︒

▼弟の元樹︵げんき︶選手から
自分の憧れのお兄ちゃんなんで︒
お兄ちゃん
をこえられるように頑張ります！

今回は世界大会というなかなかできない経
験をさせてもらいました︒日本代表という重
圧がかかるのは当然の話ですが︑親としては
﹁大好きな柔道を思いきり楽しんできなさい﹂
と言って送り出しました︒勝負の世界は勝つ
ときもあれば負けるときもある︑大切なのは
自分の目標に向かってブレずに続けるその過
程だということを長男に気付かされました︒
柔道というスポーツに出会い︑
たくさんの試練
を乗り越え学ばせていだたいているこの経験
こそが自分の人生の基盤となっていくのだと
思います︒
本当に柔道に感謝︒
太樹を支えてく
ださっている仲間や監督︑
先生方に感謝です︒

︱緊張については
あえて無理矢理のリラックスです︒
緊張する
と自分の動きが出なくなってしまうので︒試
合直前は誰でも緊張すると思います︒なるべ
く平常心でいられるように自分に言い聞かせ
ています︒

︱海外への移動中は
移動時間が結構あって飛行機の中でも試合
前の減量中で食べたいものも食べれなかったの
でちょっとしたストレスもありました︒
そんな
時は一緒に行く友達と話したり︑家族とも連
絡をとったりして気を紛らわしていました︒

︱一番印象に残った試合はありますか
やっぱり決勝です︒
外国人の柔道スタイルを
研究して技を練習し︑今回の試合に臨みまし
た︒試 合 相 手が決まると︑
お互い相 手の得 意
技の研究をするのでたぶん自分は寝技を警戒
されていたと思います︒
なので練習していた立
ち技で一本とれてすごく嬉しかったです︒
日本
人は綺 麗 な柔 道 をしますが︑外 国 人はおお
ざっぱ︒
だいぶ日本人とは柔道スタイルが違う
と感じました︒

2022年夏、
家族旅行

︱ピグレ読者の皆さんにメッセージ
五輪目指して頑張ります︒応援よろしくお願
いします︒
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中村太樹（なかむらたいき）
出身地：山梨市
生年月日：2002年7月14日
身長162cm 階級：60kg級
組み手：右組・得意技：背負投
3歳から柔道を始め、
日下部小学校、
国士舘中学校、
国士舘高等学校、
国士舘大学2年

60 10

山梨市長に
優勝を報告

とっても仲の良いにこやかなご家族からは
愛情を沢山感じました︒
中学生から親元を離
れての生活︑寮生活での仲間との生活︑家族
との絆︑
一生懸命夢に向かって︑
世界ジュニア選
手権で夢への第一歩を掴んだ太樹選手︒今後
の活躍も期待しています！応援しています

!!

戦績
2017年 全国中学校柔道大会 5位
2021年 学生体重別 3位
2021年 全日本ジュニア 2位
2022年 グランプリ・オディヴェーラス 3位
2022年 世界ジュニア 優勝
小学時代の恩師

ルでの
エクアド 顔!!
笑
最高の
三兄弟

P
Profile
中学時代の
恩師

中村太樹選手
平成23年
山梨県
柔道選手権

「かめや」の
好きな料理

中村太樹選手は日下部小学校時代に、
敷島スポーツ少年団に所属。
20

World Judo Juniors Championships

柔道世界ジュニア選手権大会2022

中央市「かめや」にて、
友人・家族とおめでとう会

