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第85回全日本フィギュアスケート選手権大会が大阪で開催されます！
とき▶12月22日(木)～25日（日）　ところ▶東和薬品ＲＡＣＴＡＢドーム(旧なみはやドーム)
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ふれあい城東は再生紙を使用しています。

熱戦が繰り広げられたリオデジャネイロ五輪は大盛況のうちに幕を閉じ、
今月７日にパラリンピックが開幕。１年5か月後には韓国の平

ピョンチャン

昌で冬季五輪も
始まります。日本でも平成10(1998)年に長野で冬季五輪が開催されました。
この開会式当日、城東区内でひとりの女の子が産声をあげました。18歳になっ
た今、彼女は平昌冬季五輪への出場を夢見て練習に励んでいます。
菫中学校出身のフィギュアスケート選手、加藤利緒菜さんです。今回は、在
学当時の校長先生の紹介で、加藤さんにお話をうかがうことができました。

語が話せる人がいたんです。だから全
く日本語と無縁の生活というわけでは
なかったので、がんばることができまし
た。半年後には叔母も来てくれて２人
で暮らすようになり、ホッとしました。
―現在は？
今年の春に中京大学に入学しまし
た。フィギュアスケート専用のリンク
があり、環境が整っています。リンクの
使用時間が決まっているので、規則正
しい生活ができています。アメリカに
いるときは、つい遅くまで練習するこ
ともあったので。
学校まで３kmを歩いて通っている
んですよ。授業も楽しくて、いつも前の
方に座って勉強しています。

100％の自分を出したい
―得意な技は？
スピンが得意です。練習の秘けつ
はひたすら回ること（笑）。スピンのあ
とは一瞬目が回りますが、２～３秒で
もとに戻りますね。ジャンプの中では
ループ（※下図参照）が得意です。
―衣装のデザインは？
シーズンに向けて曲と振り付けが決

まると、自分の中で演技のイメージが
どんどん膨らんでいきます。それをもと
に自分が希望する色合いを衣装担当
の方に伝えてデザインしてもらいます。
―印象に残っている試合はありますか?
中学３年生のときに初めて出場した

全日本選手権です。お客さんの数も多
く、それまで経験してきた試合とぜんぜ
ん雰囲気が違っていたのでびっくり。緊
張を通り越し、別世界に来たような気が
しました。でも、とても楽しかったです。
―平昌オリンピックについて
実は私、長野オリンピックの開会式
の日に生まれたんですよ。今できるこ
とを100％出せるようにしっかり演技
をしたい。国際大会にもどんどん出場

できるよう努力し、オリンピックにつ
ながればいいなと思っています。

加藤ゆかりコーチ
利緒菜がスケートを
始めた頃、私はプロス
ケーターでした。私が
教えたというより、ス
ケートリンクへ連れて行ったら自然に
滑れるようになっていました。私が練
習している間に氷の上で眠ってしまっ
たこともありましたね。幼い頃から「自
分でできる！」が口癖で、子どもには難
しい靴紐も自分で結んでいました。
彼女なら夢を現実にできる力があり
ます。皆様の応援や期待もたくさん受
けながら、自分がスケートをさせてい
ただけていることに純粋に喜び、目標
を定め、それに向かって努力を惜しま
ず、うまくなっていく自分自身に期待
して楽しんでほしい。本人に自覚と責
任が出てくれば、最高の舞台に上れる。
今までスケートに費やしてきた時間と
心を無駄にしないよう、夢を叶えてほ
しい。彼女の力を信じています。

器械体操で培った柔軟性
―スケートを始めたのは？
３歳のときに始めました。叔母（加
藤ゆかりコーチ）がもともとフィギュ
アスケートの選手だったんです。その
頃はプロのスケーターになっていて、
私にもスケートを教えてくれました。
叔母に連れられてスケートリンクに行
き、遊び感覚で楽しんで滑っていまし
たね。
―本格的にスケートをしようと思っ
たのは？
フィギュアスケートの試合に出るた

めには、バッジテストで級を取る必要
があり、小学３年生のときに初めてテ
ストを受けました。初級から始まって、

今７級になりました。
また、フィギュアスケートに役立て
るため、小さい頃から器械体操も習っ
ていました。とにかく楽しくて、小学４
年生ぐらいまでは結構真剣にやってい
ましたね。でもコーチと相談し、やっぱ
りスケート一本に絞った方がいいと思
い、体操はきっぱりやめました。体操で
培った身体の柔軟性は、スケートに役

立っていると思います。

練習拠点は米国
ホームステイも体験
―練習場所は？　
本格的にスケートを始めても、日本
には夏でも滑ることができるスケー
トリンクが少なく、一年中練習できる
環境を探した結果、中学２年生の夏か
ら練習拠点をアメリカに移しました。
―アメリカでの生活はどうでしたか？
ホームステイでお世話になったのが
ロシア系の方だったので、家ではロシ
ア語が飛び交っていました。お互いあ
まり英語が喋れないし、本当に大変で
した（笑）。
でも、スケートリンクに行くと、日本

▲荒川静香さんとアイスショーにも出演。
ショーで使ったオルゴールにサインを書いて
プレゼントしてもらいました。

▲1998年 長野冬季オリンピック開会式の日
に生まれた加藤利緒菜さん

2010年10月（中一）
第14回全日本フィギュアスケートノービス選手権大会　1位

2012年11月（中三）
第81回全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会　2位

2013年2月 （中三）
第33回全国中学校スケート大会　1位

2014年11月（高二）
2014NHK杯国際フィギュアスケート競技大会　5位

2014年12月（高二）
第83回全日本フィギュアスケート選手権大会　7位

加
藤
利
緒
菜
選
手
の
経
歴 ▲第14回全日本フィ

ギュアスケートノービ
ス選手権大会で優勝

  アクセル

難易度が最も高いジャン
プ。唯一、前向きのまま踏み
切るジャンプなので、見分
けることは比較的簡単。

  ルッツ

少し長めに左足の外
側エッジに乗って後
ろ向きに滑走し、左肩を
ぐっと入れて右のトウ
（つま先）をついて跳ぶ。   ループ

右足外側のエッジで
滑ってきて、右足で踏
み切り、トウ（つま先）
を使わずに跳ぶ。跳ぶ
瞬間に、イスに腰掛け
たような格好になるの
が特徴。

  トウループ

右足外側のエッ
ジに乗り、左足の
トウ（つま先）を
ついて踏み切る。

  フリップ

ルッツとよく似ている
ジャンプ。左足内側の
エッジに乗り、右のトウ
(つま先)をついて跳ぶ。

  サルコウ

左足内側のエッジで滑り
ながら、右足を前上方に
振り上げて跳ぶ。この瞬
間、内股が「ハ」の字（ス
キーのボーゲンのような
体勢）になる。
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