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【中学生パリ・キャンプ及び 2017 マラソンフルーレ報告書】 

報告者：頼藤 俊夫、田中 由美子 

1．派 遣 先 フランス国パリ市 

2．派遣期間 平成 2017 年 1 月 29 日（日）～2 月 7 日（火） 

3．キャンプ  期 日：2017 年 2 月 1 日（水）・2 日（木） 

会 場：Halle Carpentier 

     指導者：青木雄介氏 

4．参加大会 ChallengeCEP マラソンフルーレ 2017 

     期 日：2017 年 2 月 3 日（金）～5 日（日） 

     会 場：Halle Carpentier 

     参加国：約 20 か国 

     種 別：U-14 男子（360 名参加） 

         U-14 女子（172 名参加） 

         U-17 男子（310 名参加） 

         U-17 女子（182 名参加） 

5．派遣選手名（2016 全国中学生大会選抜選手） 

◎ 男 子               ◎ 女 子 

ﾋﾞｭｰﾜﾆｯｸ ﾀﾞｸﾞﾗｽ 三島ﾌｪﾝｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 森多 舞 柳井エスクリム 

森 大翔 和北ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 東 佑夏 京都キッズ 

新井 謙信 立教新座中学校 巾下 栞奈 和北ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 

藤澤 将匡 本吉町ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ協会 細野 麗 DFA 

水野 怜央名 三田ﾌｪﾝｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 岡田 芽生 養老ﾌｪﾝｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 

吉弘 航平 松山 Jr ﾌｪﾝｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 竹澤 志緒里 京都キッズ 

大竹 諒 姫路ハクチョウFC 重藤 美紀 東京OHME ﾌｪﾝｼﾝｸﾞC 

馬場 俊介 大垣ジュニア FC 竹山 柚葉 大坂読売千里 FC 

◎引 率 

 （団 長）頼藤 俊夫 （審判・総務）田中 由美子  

（コーチ）森 敦久  （コーチ）川村 聡 

6．日 程 

月 日 時 間 内 容 

1.29（日） 

 

8:30 

10:50 

16:00 

～ 

17:00 

19:00 

羽田空港集合  

羽田空港出発 

シャルルドゴール空港着（風の為予定より 30 分遅れた） 

大型タクシー4 台でホテルに向かう（荷物が多くぎりぎり） 

ホテル到着 

トルコ料理店で夕食 
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1.30（月） 7:00 

9:00 

～15:00 

17:00 

～20:00 

20:30 

起床・朝食 

【文化視察】エッフェル塔、凱旋門、ｼｬﾝｾﾞﾘｾﾞ通りを視察   

帰りにスーパーで買い出し 

試合会場のアネックス体育館で地元クラブと合同練習 

 

ホテルに戻り各自夕食 

1.31（火） 7:30 

9:30 

~14:30 

16:40 

~19:00 

朝食 コインランドリーで洗濯、スーパーで買い出しをする。 

【文化視察】ノートルダム寺院を見学。ホテル近くの駅から地下

鉄で一本なので大変便利だった。パリの発祥の地とのこと。 

昨日と同じアネックス体育館において地元クラブと合同練習を

行った。 

2.1（水） 

 

 

 

6:30 

9:00 

~ 

16:30 

17:30 

朝食 

試合会場においてキャンプ約 100 名参加。 

講師は、青木雄介氏。午前中は、ウォーミングアップの指導、試

合の時の心構えなど。午後は、フリーファイティング。 

練習後に会場近くのチャイナレストランで夕食。 

2.2（木） 

 

 

 

 

 

6:30 

9:00 

~16:30 

18:00 

20:00 

 

朝食 

昨日と同じくキャンプ約 100 名参加。午前中は、フットワーク

の指導など。午後は、フリーファイティング。 

ホテル近くのｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ･ｾﾝﾀｰ OKABE で食料品等を買い出し。 

夕食後に剣のチェック及び調整。不備の剣が、多数あったが、 

森・川村コーチの協力によりスムーズに行えた。 

2.3（金） 6:30 

13:30 

14:00 

～ 

17:00 

19:00 

19:30 

朝食 午前中は、各自洗濯等を行った。 

会場に移動 

フランスと以外の国の選手を分けて受付しその後用具検査項目

は、マスク、メタル J、グローブ、ボディーコード（ﾏｽｸｺｰﾄﾞ含

む）コーチの ID カード作成（1.5€）選手は、ID リストバンド 

OKABE において全員で夕食（１F スパゲティー店）10€/1 名 

審判会議（田中由美子審判員参加） 

2.4（土） 6:00 

6:30 

7:20 

11:30 

14:00 

19:00 

朝食 

U-17girls/U-14boys 開場 

同試合開始 

U-17boys/U-14girls 開場 

同試合開始 

終了 

2.5（日） 6:00 朝食 



3 

 

 7:00 

8:00 

18:00 

19:00 

開場 

試合開始 

大会終了 

ホテル近くのイタリアンレストランにおいて全員で夕食 

2.6（月） 7:00 

9:30 

~14:30 

15:00 

16:00 

19:00 

朝食 荷物をまとめチェックアウトの準備。 

荷物を預け【文化視察】ルーブル美術館 

（ホテル近くから地下鉄一本で移動） 

ホテル出発シャルルドゴールへ移動（タクシー4 台） 

シャルルドゴール着 

JL-46 便出発 

2.7（火） 14:55 

16:00 

羽田到着 

到着ロビーにおいて解散。 

国内便乗継便まで時間が少なく半数は、駆け足で移動した。 

 

7．競技成績 

◎ 男 子               ◎ 女 子 

ﾋﾞｭｰﾜﾆｯｸ ﾀﾞｸﾞﾗｽ U-17 1 回戦ﾌﾟｰﾙ

怪我により棄権 

森多 舞 U-17 20 位 

森 大翔 U-17 56 位 東 佑夏 U-17 39 位 

新井 謙信 U-17 30 位 巾下 栞奈 U-17 26 位 

藤澤 将匡 U-17  92 位 細野 麗 U-17 14 位 

水野 怜央名 U-17 137 位 岡田 芽生 U-17 78 位 

吉弘 航平 U-17 114 位 竹澤 志緒里 U-17 50 位 

大竹 諒 U-17  141 位 重藤 美紀 U-14  29 位 

馬場 俊介 U-17  25 位 竹山 柚葉 U-14  3 位 

 

8．キャンプについて 

  ◎大会主催のキャンプで青木雄介コーチによる指導で行われた。  

参加者は、約１００名。フランス選手が、主だが、エジプト選手や中国選手なども 

見受けられた。試合会場で行われたので広さは十分だったが、マイクの準備がないた 

め話が聞き取りにくかった。 

折角の機会だったが、日本選手は、遠慮気味で後ろにいることが多くもっと積極的な 

姿勢で臨んでほしいと感じた。 

午後のフリーファイティングは、いろいろな選手と対戦できた。 

◎地元クラブと合同練習 

キャンプの前日・前々日の 2 日間地元のクラブチームと練習を行った。 
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学校が終わってからということで両日とも午後 5 時からの練習となった。 

戦い方や体格の違う地元選手と対戦できたことは、試合を前に大いに役立った。

 

9．試合について 

 全中選抜選手の他に日本からカデ強化（ランキング選手男女各 6 名）も参加した。 

今回は、会場をメインのカルパンティー・ホール（42 ピスト）とサブアリーナのアネ

ックス体育館（15 ピスト）とショワジー・ジム（16 ピスト）の三会場（合計 73 ピス

ト）で行った。 

全中選抜選手は、初めての参加ということでピストを確認するのに苦労した。 

大会ホームページ速報も途切れがちで会場内のモニター画面により確認するしかない 

状態であり試合時間・会場を把握するのが難しかった。 

 カデ強化組の引率者の青木・松岡コーチそして応援に来ていたご父兄の協力も得て 

手分けし対応した。 

試合の結果は、カデ強化の男子 1・2 位、女子 1・2・3 位独占となった。 

全中選抜選手も体格差をものともせず、また、トーナメントの敗者復活にまわり最後ま

で諦めず戦う姿を見て精神的な成長を感じた。 

10.文化視察について 

  時間的に余裕のある時を見計らってエッフェル塔、凱旋門、ノートルダム寺院、 

ルーブル美術館を見学した。 

いずれも警備が、厳しく特にエッフェル塔は、周りをフェンスで囲われ入る時は、 

荷物検査など厳しいチェックを受けた。 
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11．所感 

    ・遠征期間が、10 日間という事でパリに到着してからキャンプを含め 4 日間試合前の

練習に時間をかけることが出来たことは良かった。 

  ・遠征期間を 9 日間に 1 日を東京で準備日としても良いと思った。 

  ・会場の警備も厳しく入口が、1 か所に限定されており ID がなければ、選手も入るこ

とが許されなかった。改めてパリのおかれている状況を感じた。 

  ・会場（第 3 会場まで使用）の移動などで選手が 16 名に対しコーチは、4 名ほどは、

必要と感じた。 

  ・ホテルにチェックイン時に予約が、一切入っていないと言われ困惑した。 

   旅行会社に確認したところ別のイビス・ホテルと判明。事なきを得たが、大きな不安

を感じた。 

  ・会場やホテル近くのスーパーマーケットを利用できたので便利だった。 

  ・パリの日の出は、午前 8 時過ぎ、日の入りは、午後 5 時頃であり遠征期間中雨模様 

で暗い日が多かった。ホテルの地区は、下町で単独で行動せず出来るだけ大人の同行 

が必要と感じた。 

  ・遠征期間中は、試合中のみならず買い物・食事などご父兄のご支援に深く感謝いたし 

ます。 

   

   


