
平昌のメダル 



冬のスポーツは馴染が薄い 
有名選手も知らない 



雪か氷が必須―北国のスポーツ 



 日本の競技人口が非常に少ない 
 
① アイスホッケー  １５，４７４人   世界最多はカナダで８万 
 
② アルペンスキー  ４，９６８人 
 
③ フィギュアスケート ３，５００人 
 
④ カーリング      ２，６００人 
 
⑤ スピードスケート  ２，５００人 
 
⑥ フリースタイルスキー ７２６人   ８割、約５８０人がモーグル 
 
⑦ バイアスロン     ４００人  世界レベル男女合わせても30人 
 
⑧ボブスレー・スケルトン/リュージュ   ３０人 
 
番外編 スキージャンプ女子        ４３人 
 





スキー 
アルペンスキー 
回転 
大回転 
スーパー大回転 
滑降 
複合 
混合団体 
  
クロスカントリースキー 
スプリント 
パシュート（男３０㎞、女１５㎞） 
クラシカル（男１５㎞、女１０㎞） 
フリー  （男５０㎞、女３０㎞）  
チームスプリント 
リレー  （男子4×10km、女子4×5km） 
  
スキージャンプ 
ノーマルヒル 
ラージヒル 
ラージヒル団体 

  

ノルディック複合（男子のみ） 
個人ノーマルヒル 
個人ラージヒル 
団体 
  
バイアスロン 
スプリント（男子10km、女子7.5km） 
個人  （男子20km、女子15km） 
パシュート（男子12.5km、女子10km） 
リレー  （男子4×7.5km、女子4×6km） 
マススタート （男子15km、女子12.5km） 
混合リレー 
  
フリースタイルスキー 
モーグル  
エアリアル 
ハーフパイプ  
スキークロス 
スロープスタイル 
  
スノーボード 
ハーフパイプ  
パラレル大回転 
スノーボードクロス 
スロープスタイル  



スケート 
スピードスケート 
500m 
1000m 
1500m 
男子5000m 
女子3000m 
男子10000m 
女子5000m 
マススタート 
団体パシュート（3人チーム） 
ビッグエア  
  
ショートトラックスピードスケート 
500m 
1000m 
1500m 
リレー （男子5000m、女子3000m） 
  
フィギュアスケート 
シングル 
ペア 
アイスダンス 
団体戦 
  

ソリ 
ボブスレー （2人乗り、4人乗り） 
リュージュ （１人乗り、男子2人乗り） 
チームリレー 
スケルトン 
  
その他 
カーリング 
アイスホッケー  







 
パイオニアは猪谷千春 

１９５６年コルチナ・ダンペッツオ回転２位 

 



１９７２年札幌の金銀銅独占 
日の丸飛行隊と謳われた 



１９９２年アルベールビル1,500ｍ銅 
1995～現在自民党参院議員４期 





今回のメダルラッシュは中味も濃い 



男子フィギュア・羽生結弦の２連覇 
４８、５２年ディック・バトン（米国）以来６６年ぶり 



小平奈緒・スピード500ｍ 
スピードスケート日本女子初の金 



平野歩夢・スノーボード・ハーフパイプ 
ソチに続く２大会連続の銀メダル 

15歳74日のメダル冬季オリンピック日本人史上最年少記録 

 



渡部暁斗・ノルディック・ノーマルヒル 
ソチに続く２大会連続銀 



宇野翔麿・男子フィギュア銀 
ＳＰ最初のジャンプで転倒はしたけれど・・・ 



原大智・男子モーグル 
 



高梨沙羅・女子ジャンプ・ノーマルヒル 
ＷＣ５３勝の女王も渇望したオリンピックメダル 



女子カーリング日本初のメダル 
準決勝、３位決定戦いずれも勝敗は敵の最後の一投で 



姉妹で５ヶ（実質４）のメダル！！ 
姉は金２、妹は金・銀・銅 



高木菜那・パシュート、マススタート 
１人で一大会２個の金は日本五輪史上初 



女子パシュート 

今大会最も輝いた金メダル 



高木美帆 

 

 



高木菜那 



佐藤綾乃 



菊池彩花 



押切美沙紀 

 

 

チームには５番目の選手
も居た。 



個人種目ではオランダが圧勝した 



オランダは３人ともメダリスト 



ベストタイム比較でも個の力の差は歴然 



２０１４年ソチの惨敗 
スピードスケートで日本のメダルゼロ 

          オランダは２３ 



ソチのオランダは無敵の勢いだった 



平昌に向けナショナルチーム結成 



ヨハン・デヴィット コーチ招聘 



金メダルを明確に目指した！ 



年間３００日以上の合宿訓練 



トレーニング効果は歴然 
高木美帆は世界一流となった 



歩幅は大きくなり 



カーブの姿勢も進化 



チーム隊列を揃えて体力を温存 



隊列の間隔を更に縮める 



高速先頭交替の巧みさ 



一糸乱れぬ隊列を創り上げた 



日本とオランダの差はここだ 



トップとラストにエースを配置 



高木美帆のエネルギーを使い尽くす 



準決勝・決勝戦でメンバーチェンジ 
全員のラップも２８秒台 





チームのラップタイムは高木を越えた 



コーチは更に２秒短縮を求めた 



前哨戦で世界新を連発！ 



既にオランダとの差は明白だった 



高地とは言え世界新の３連発 



両軍共に必勝の構えで臨んだが 



準々決勝は危なげなく２位通過 



決戦・2018-2-21 午後８時～ 



準決勝カナダ戦は余裕の勝利 



スタートでこんなハプニングもあったが 
チームの連携は全く崩れなかった 



そして決勝は宿敵オランダに完勝 



コーチの作戦通りの快勝だった 



途中オランダが僅かにリードしたが 



織り込み済みの逆転勝利！ 



コーチ予言通りのオリンピック新記録 



これは必然の金だ 



４年に一度だけのオリンピックフィーヴァー 





日本電産・永守重信社長は太っ腹 

• ＪＯＣ報奨金 
  500万円×２＝1,000万円 
 
• スケート協会報奨金 
  500万円×２＝1,000万円 
 
• 日本電産報奨金 
  2,000万円×２＝4,000万円 
  （会社からと社長のポケットから 
  半々とのこと） 
 
 

合計  ６，０００万円 
 
 

   



カーリング協会には褒章制度無し 
全農から米１００俵が贈られる 



こちらは桁が違う！ 
日本実業団陸上競技連合は日本新記録に１億円 

• 東京マラソン（２５日、東京都
庁前－東京駅前）で設楽悠太
（２６）＝ホンダ＝が２時間６分
１１秒で１６年ぶりに日本記録
を更新。 
 
設楽は高岡寿成（現カネボウ
陸上競技部監督）が２００２年
のシカゴマラソンでマークした
２時間６分１６秒を 

 ５秒更新 
• 因みに世界記録はケニアの
デニス・キプルト・キメットが２
０１４年９月２８日ベルリンで出
した２時間０２分５７秒 



追記：2018-3-11 
世界オールラウンドスピードスケート選手権優勝 

500,1500,3000,5000の４種目総合 



世界スピードスケート・オールラウンド選手権 
2018-3-10～11、於アムステルダム 

 
01. 166.905     高木美帆 Miho Takagi [JPN] 
02. 167.758 +0.86 Ireen Wust [NED] 
03. 169.840 +2.94 Annouk van der Weijden [NED] 
04. 170.016 +3.12 Antoinette de Jong [NED] 
05. 170.181 +3.28 Francesca Lollobrigida [ITA] 
06. 170.965 +4.06 Martina Sablikova [CZE] 
07. 172.042 +5.14 菊池彩花 Ayaka Kikuchi [JPN] 

500メートル      39.01 (39.010ポイント・1位) 
3000メートル 3:57.09（43.296ポイント・2位） 
1500メートル 1:58.82（39.606ポイント・1位） 
5000メートル 7:29.93（44.993ポイント・4位） 
 

総合ポイント数 166.905  最終順位 1位 



「平昌のメダル―女子パシュートの金」関連動画 
 
 
パシュートの準決勝・決勝 
https://www.youtube.com/watch?v=LhwajDwOe-E 
 
ＮＨＫスペシャル「金メダルへ挑む」女子パシュート 
https://www.youtube.com/watch?v=LA0XdWa02XQ 
 
高木美帆 
https://youtu.be/SCfqehaYmG4 
 
高木の４年間 
https://www.youtube.com/watch?v=dwMjqVH5CiA 
 
平昌オリンピックマススタート―ＮＨＫ 
http://www.nhk-ondemand.jp/goods/G2018085576SA000/ 


