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熱い戦いの先に、
    思いやりが生まれる。
熱い戦いの先に、
    思いやりが生まれる。

みんなに支えられたから、強くなれた
廣瀬順子(視覚障害者柔道)

小さい頃から柔道だけは続けてき
て、私の自信になっていたのですが、
19歳で突然目を患ってしまい、や
めてしまいました。みんなの支えも
あって、前向きな気持ちを取り戻す
と、私にとって大切な柔道をもう一
度やろうと決心したのです。復帰し
て感じたのが人の温かさ。監督や
コーチは仕事が忙しくても、指導し

てくれます 。多くの
方々が協力して、練習を支
えてくれます。そういったことをほ
んとうに実感したからでしょうか、
高校時代は大事な試合で弱気に
なって負けてしまうこともあったの
ですが、パラリンピックの舞台では
力を出し切り、銅メダルを獲得する
ことができました。

1990年生まれ。小学5年から柔道を始め、高校時代はインターハイ出場を果たす。大学時代に病気が原因で視覚に障害を
かかえ柔道から離れる。2012年に視覚障害者柔道を始め、リオデジャネイロパラリンピックで銅メダルに輝く。

※日本体育協会の広報誌「スポーツジャパン11・12月号」に詳しい記事を掲載しています。

足技の攻防が炸裂!

華麗な飛び回し蹴り

蹴り技のかっこよさに惹かれて、4歳の頃
からテコンドーを始めた松井選手。華麗
な技を身につけるために、地道な練習を
コツコツと積み重ね、今年2月の全国大会でついに優勝
を勝ち取りました。ずっと目指していた目標を叶えたので
すが、他の選手から目標にされる立場になり、そのプレッ
シャーはとても大きいとのこと。だからこそ、これまで以上
に頑張らなければと語ってくれました。フェア
プレイについて尋ねると、熱く激しく戦い
あった相手にも、試合後には「大丈夫?」と声を

かけるそうです。試合が
終われば対戦相手も
同じ競技をする仲間。
格闘技こそフェアプ

レイの精神が必
要なのかもし
れませんね。
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わたしのフェアプレイ

他 の 国 や 選 手 に 敬 意 を
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