
 

年輩６戦士のオランダ遠征記  ２０１０年３月 

～歴史的な第一歩～ 

 

 

 

～誰でも参加できる国際マスターズ選手権～ 
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２０１０年冬季オリンピック・バンクーバー大会での日本選

手の活躍は、日本のスピードスケート界に大きな感動をも

たらしてくれた。その中でも、やはり３つのメダル（男子５０

０ｍ銀、銅、女子団体銀）を獲得したことは、今後オリンピ

ックを目指す選手にとってはもちろん、これからスケートを

始めようとする子供たち、そしてまだまだスケートを続けた

い、スケート大好きな愛好家、年輩の方々に、大きな刺

激、希望を与えてくれたに違いない。 

オリンピックのすばらしさとその余韻が残っている最中、刺

激を受けたスピードスケートを愛する６名の年輩スケータ

ーが、スピードスケートの聖地リンク、世界初の屋内リンク

「Thialf (ティアルフ)」で開催された国際マスターズ選手権

（詳細後記）・オランダ大会に初めて参戦、歴史的な第一

歩を踏み出した。 

オランダ・へーレンヴェーンのリンク「ティアルフ」 

企画の発端は、０９年夏、筆者が米国の友人との会話の中、彼が国際マスターズ選手権の北米支部を担当していることで、日本からの

国際マスターズ選手権への参戦を熱望されたことに始まる。すでに１５年に及び活動が展開されている国際マスターズ選手権ながら、今

までアジアからの参加者がいなかった。言葉の問題もあってか、日本でもその存在を知っていても、今までは参加までは至らなかった。 

「選手権」と和訳をつけたが、英文では各大会「Games、

Races、Opens」と称し、基本的には、各国の連盟登録選手

であれば、現役の一線から退いた選手、子供のころを思

い出して、年輩になって再開した選手、スケートを教えてい

る先生、ただ単にスケートが大好きな愛好家と、誰でも参

加できる。年齢部門化が図られ、５歳刻みで部門が設定さ

れて、部門ごとに世界記録、大会記録、リンク記録と正式

に記録が認定される。ほとんどの大会の参加者は、５０

歳、６０歳が中心となっているが、大会によっては３０歳、８

０歳の参加者もいる。つまり、誰もが参加でき、スピードス

ケートを通じて、国境を越えて、言葉の壁を越えて、楽しむ

ことができる大会なのである。 

オランダ・へーレンヴェーンのリンク「ティアルフ」の屋内 



～どうせ行くなら、聖地オランダへ～ 

 

是非日本からの参戦者を募り、国際交流が図れればと思ったが、話が動き始めたのはシーズン直前だった。国際マスターズ選手権の今

シーズンの年間スケジュールで、もっとも大きな大会となるのが、世界マスターズ・スプリント選手権（１月３０～３１日：米国・ミルウォーキ

ー）と、世界マスターズ・オールラウンド選手権（２月２６～２８日：イタリア・ピネ）で、毎年３００名ほど世界各国から参加者が集結する。 

初の企画としては、まず海外のリンクで実際に滑走し、雰囲気を肌で感じてもらうことを優先とし、ちょうど日程的に国際マスターズ選手

権・オランダ大会が開催される前週末には、シニアの世界オールラウンド選手権（３月１９～２１日）が開催されることもあり、実際にシニア

の大会の凄さ、盛り上がりを体感してもらうことを目的にスピードスケートの聖地、オランダ遠征（３月２２～２４日）を企画した。 

 

第３回マスターズ選手権：ヘレンヴェーン・スプリント（オランダ・ヘレンヴェーン） 

２０１０年３月２２日 ５００ｍ①、１０００ｍ① ・ ２０１０年３月２３日 ５００ｍ②、１０００ｍ② 

第７回マスターズ選手権：ロングディスタンス・レース（オランダ・ヘレンヴェーン） 

２０１０年３月２４日 ５００ｍ＋３０００ｍ、５００ｍ＋５０００ｍ、５００ｍ＋１００００ｍ 

 

～聖地ティアルフ～ 

１９６７年にオープンし、１９８６年に世界初となる屋内リンクして生まれ変わった（２００１年に今のスタイルになった）スピードスケートの聖

地で、最大１５，０００人を収容するスタンドが４００ｍのオーバルを囲む。南北のコーナーは立ち見専用のスタンドで、西側のバックストレ

ートがシート席になる。４００ｍオーバルのすぐ内側には、３３３ｍのリンクがあり、更にその内側に２面のホッケーコードサイズのリンクが

設けられている。リンク中央の上には、４面の大型モニターが設置され、大きな大会のときは、４００ｍオーバルの外周に２０台の液晶モ

ニターが設置され、選手の動きを見やすくする工夫がなされている。とにかく観客席とリンクの距離が非常に近い。 

また、２年前に最新鋭のエア・エイド式セーフティー・ボーディング（セーフティー・マット）を導入。４００ｍの内側、外側に設置されている。

４００ｍオーバルの内側のセーフティー・ボーディングが、３３３ｍのオーバルのセーフティー・ボーディングも兼ねる。通常４時から子供た

ちがホッケーリンクと、３３３ｍを使用する。一般開放となる８時には４００ｍのオーバルは毎日２００名ほどのスケーターで埋め尽くされる。

この聖地ティアルフで、１９日から３日間、世界オールラウンド選手権が開催され、地元の英雄スヴェン・クラマーがスピードスケート界初

となる４年連続でのタイトルを獲得したリンク。そのリンクで、６戦士が滑走することになる。 

 

～６戦士～ 

 

 

いろいろな方々と相談する中で、古くからお付き合いのあっ

た長野の相沢さんから、日本のマスターズを総括している

埼玉の関さんをご紹介頂き、マスターズのネットワークに企

画情報を公開したところ、岐阜の坂本選手、徳島の板東選

手、三重の近藤選手が早い段階で参戦を表明。年が明け、

オリンピックが開幕するころ、群馬県伊香保で行われた全日

本マスターズ選手権の会場で、説明会を設けさせて頂き、

福島の高橋選手と秋田の河田選手が、即決。そして最後に

相沢選手が決断してくれた。オランダ大会の主管役のブラ

ム・デ・ヴリス氏からのご配慮で、日本選手のエントリー枠を

オープンにしてもらい、ぎりぎりまで参加者を募ることができ

た。 

 
お揃いのジャケットを身にまとう６戦士 

左から相沢選手、近藤選手、河田選手、坂本選手、板東選手、高橋選手 



坂本 浩一（５０） スプリント＆オールラウンド参戦 岐阜県多治見市出身 株式会社コモ  

板東 浩（５３） スプリント参戦   徳島県徳島市出身  徳島スケートクラブ 

近藤 正司（５８） スプリント参戦   三重県四日市出身  四日市スケート協会 

河田 泰（６３） スプリント参戦   秋田県秋田市出身  SMN クラブ 

高橋 千昭（４２） スプリント＆オールラウンド参戦 長野県諏訪市出身  郡山北工業高校スケート部 

相沢 英一（５５） オールラウンド参戦   長野県南牧村出身  南佐久スケート協会 

高井 健志（４４） 企画・コーディネーター  山形県長井市出身  タイムレスマネージメント株式会社 

 

～オランダへの道～ 

 

参加を募集しはじめて５ヶ月足らずなので、ツアーを組まず、「現地集合・解散」の形をとった。筆者がいち早く現地に向かい、現地でのコ

ーディネート役を務めた。参戦者は各々個人にて航空券を手配して頂き、希望者には筆者の方で現地の宿泊なども手配した。早々に参

戦を決めた坂本選手、板東選手、近藤選手と相沢選手が、リンク近くの宿泊を構え、高橋選手、河田選手は、筆者と同じホテル（リンクか

ら２０ｋｍほど）に宿を取り、レンタカーで片道１５分程度を移動した。現地集合・解散の形をとったことで、マスターズ参戦のために来られ

た方、世界オールラウンド選手権を観戦した後にマスターズ参戦する方や、マスターズ参戦を含め観光に来られた方と各選手いろいろな

スタイルで、オランダに到着しました。以下は、筆者の日程の概要です。また各選手の日程表は、後記参照ください。 

１７日に現地入り、１９日から開幕する世界オールラウンド選手権のため、大会前最後の一般営業日で、夕方４時から子供たちが、８時か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界オールラウンド選手権最終日１００００ｍ 

Kramer VS Bokko 

 

世界オールラウンド選手権最終日を見学した５名 

左から相沢選手、河田選手、土田氏、高橋選手、高井（筆者） 
 

この世界オールランド選手権が最後の仕事となる 

スターター高野さん（お疲れ様でした。） 

らは大人たちがそれぞれ２００名ほどティアルフのリンクを

埋め尽くした。１８日は現地のスケート関連の会社を訪問

し、スケート談で盛り上がった。１９日、相沢選手と合流。夕

方から始まる世界オールラウンド選手権初日を見学。３日

間ともチケットが完売だったが、なんとか立見席を GET。２０

日、別件でオランダを訪れていた土田氏、高橋選手が合

流。相沢選手と共に２日目の世界オールラウンド選手権を

見学。その夜河田さんが合流し。世界スピード選手権最終

日の２１日、相沢さん、高橋さん、河田さん、土田氏と世界

オールラウンド選手権見学。ティアルフで開催された世界

オールラウンド選手権は、まさにコンサート会場のような盛

り上がりで、場内の気温は２０度。まさに氷が解けるくらい

の熱気と、応援のパワーに圧倒された。 



～いよいよ本番です～ 

 

国際マスターズ選手権の当日（２４日）。いよいよ本番。７時４５分受付開始、８時３０分から３０分間の氷上練習後、９時１５分からスタート。

前日まで熱気に盛り上がっていた会場も、すでにきちんと整備され、用意万端。しかし、高橋選手、相沢選手は、前日までの世界オール

ラウンド選手権の熱気、応援で、すでに疲れ果てた様子でした。一方、フレッシュな坂本選手、板東選手と、やや緊張気味な近藤さんの

表情が印象的でした。また、世界オールラウンド選手権を終え、帰路に疲れる全日本の羽田監督と長岡コーチに、出発前に無理をお願

いし、見学に来て頂き、日本からの６選手に激励を頂きました。（羽田監督、長岡コーチ、ありがとうございます！） 

 

初日、２日目はスプリント選手権で、両日５００ｍ、１０００ｍ、計４種目での総合ポイント争いになります。５００ｍも、１０００ｍもマスターズ

選手権ならではのクワット・スタート。はやり、年輩の方は、足元がおぼつかないのか、静止ができず、フライングが何度かあった。クワッ

トの１組目がスタートし、２組目のスタートでのフライングがあると、次のクワットの前にペアでスタートする形式になっている。大会運営は、

非常にスムーズで、会場のアナウンスはオランダ語がベースなのだが、多国籍の選手に対しては、きちんと英語での補足もあり、やさし

い配慮が伺えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日目のオールランドは、１２時開始。最初に３０００ｍ、５０００ｍ出場者が５００ｍを滑走、続いて３０００ｍ、５０００ｍが終了した後に、１０

０００ｍ出場者の５００ｍを行い、最後に１００００ｍを行う日程。終了は８時過ぎ。１００００ｍの参加者が３０００ｍ、５０００ｍよりも多かっ

たほどで、１００００ｍでは驚異的なラップをたたく選手が数多くいて、圧倒されまくり。３５秒のラップを刻み、中盤直線で立ち滑り、休憩し

ながらの滑走があったり、しかし、最後の４周は、また３５秒台にラップを戻し、１５分１４秒でフィニッシュする、信じられない滑りをする選

手がいました。 

 

 

  

 

河田選手 

坂東選手 

 

 

 

 

 

坂本選手 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～６戦士の成績～ 

 

２０１０年 ３月２２－２３日 第３回マスターズ選手権：ヘレンヴェーン・スプリント（オランダ・ヘレンヴェーン） 

＊５００ｍ、１０００ｍの２種目を、２日間、総４種目での総合順位を競う。参戦者１４６名。 

高橋千昭 総合 A（４０歳）部門６位 ＝４２秒９３＋１分２４秒５６＋４２秒４４＋１分２６秒２２ ＝１７０．７６０ 

坂本浩一 総合 C（５０歳）部門７位 ＝５１秒４３＋１分４６秒６７＋４９秒７２＋１分４１秒４６ ＝２０５．２１５ 

板東 浩 総合 C（５０歳）部門  ＝５２秒９４＋１分４６秒６２＋５１秒６１＋DNS  ＝１５７．８６０ 

近藤正司 総合 D（５５歳）部門８位 ＝４４秒７３＋１分３２秒０１＋４４秒８３＋１分３０秒７６ ＝１８０．９４５ 

河田 泰 総合 E（６０歳）部門８位 ＝５５秒５４＋１分５３秒０５＋５５秒１８＋１分５１秒９８ ＝２２３．２３５ 

詳細は、http://www.masterscln.nl/Klassement/mc20100322kl.htm 

 

２０１０年 ３月    ２４日 第７回マスターズ選手権：ロングディスタンス・レース（オランダ・ヘレンヴェーン） 

＊５００ｍ＋３０００m、５００m+５０００m、５００m＋１００００ｍの３競技の総合順位を競う。参戦者８６名。 

高橋千昭（５００m+５０００m） 総合４位  ４０歳部門２位 ＝４２秒６７＋７分３９秒１８  ＝ ８８．５８８ 

相沢英一（５００m+３０００m） 総合１０位 ５０歳部門３位 ＝４５秒１７＋４分５９秒７９  ＝ ９５．１３５ 

坂本浩一（５００m+３０００m） 総合１７位 ５０歳部門５位 ＝４８秒６９＋５分４１秒４０  ＝１０５．５９０ 

詳細は、http://www.masterscln.nl/Klassement/mc20100324kl.htm 

 

 

  

 

高橋選手 近藤選手 

 

 

 

 

ロシアの選手 地元オランダの選手 



さらに今大会で、以下の１２の世界記録が誕生しました。 

  女子３０歳部門 5.000m 7.58.75 Bianca vd Hoek     女子４５歳部門 500m 44.70 Gerdien Meijer    

  女子４５歳部門 1.000m 1.29.02 Gerdien Meijer     女子４５歳部門スプリント総合 184.575 Monique Boerema  

  男子４５歳部門スプリント総合 154.050 Ivar Njös     男子５５歳部門スプリント総合 163.035 Victor vd Hoff  

  男子５５歳部門 500m 40.94 Victor vd Hoff      男子５５歳部門 1.000m 1.20.30 Victor vd Hoff  

  男子６０歳部門スプリント総合 171.810 John Diemont     男子６５歳部門 1.000m 1.25.86 Kees Verdouw  

  男子６５歳部門スプリント総合 173.050 Kees Verdouw     男子７０歳部門 10.000m 17.23.53 Toon Kooijmans 

 

～スケート博物館～ 

 

国際マスターズ選手権２日目を終えた午後、現地で知り合いになったピーター・ボルト選手の誘いで、ヘレンヴェーンから車で１時間ほど

ドライブし、アイゼル湖畔沿いにあるヒンデローペン（Hindeloopen）という小さい街のスケート博物館に連れて行ってもらいました。オラン

ダに何度か訪れていますが、こんなすばらしいスケート博物館があるとは知りませんでした。２７年前に個人で集めた、いわゆるコレクタ

ー品がどんどん増え、今ではレストラン併設の博物館になったそうです。 

 

ピーター氏は、２５年ほどオランダのスケート連盟に職務在籍していた方で、スケートのことを詳しく教えていただきました。中でもみんな

が魅了されたのは、１１都市２００ｋｍを走破する、「Eleven Cities Tour」の話題でした。１９０９年に始まった競技ながら、まだ１５回（女子

競技は１９８５年から３回）しか開催されていなく、最後に開催されたのが１９９７年と、非常に珍しく、スケート大好きな私たちの心をくすぐ

るようなレースです。オリンピックのメダリストも参戦し、この大会の優勝者のスケート、ウェア、記録などが展示してありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～大会を終えて～ 

坂本選手：スケ－トの聖地で大会に出れたことへの多くの方への感謝の気持ちと誇り、そしてなにより自信になりました。スケート万歳！ 

 

板東選手：とても貴重な経験であり、このような交流からさらに自分を高め、研究を進め、今後のマスターズ・スケートの発展にお役に立

ちたいと感じました。 

 

近藤選手： 

 

高橋選手：外国選手のスケートに対する意気込みを肌で感じられたことは大変勉強になりました。 

 

河田選手： 

 

 

 

 



 

相沢選手：世界選手権も観れ、あの感動、感動、感動は教えている子供たち、皆さんに教えたいです。世界の選手と滑れたことを大事に

したいと思います。又、皆様と過ごせた日々を大事にしたいです。それにしても、世界の選手は強すぎる。半端な練習では勝てないことが

分かりました。 

 

６戦士の皆さん、ご苦労様でした。この度、関さんを始め、マスターズの皆さんの賛同を賜り、６名の戦士が「行動」を起こされたことに、改

めて絶大なる敬意を表すると共に、感謝の気持ちでいっぱいです。現地では、ブラムさんら、知り合いになった方々にとても親切にして頂

き、安心した滞在ができ、とても楽しい時間を過ごすことができました。心より感謝申し上げます。世界オールラウンド選手権を観戦された

方は、日本で見るスピードスケートとのギャップの大きさに圧倒されたことかと思います。スヴェンが滑るときの体が震えるほどのエキサ

イトメントを忘れないでください。あれが「スピードスケート」です。いつか、日本でもあの盛り上がりがみられるといいですね。 

 

また、世界オールラウンド選手権が開催されたリンクで、スヴェン・クラマーが V４を達成した翌日に滑走することができたことは、６戦士

のみなさんにとって、貴重な思い出になったかと思います。 競技期間中、地元オランダの選手をはじめ、アメリカ、ロシアの選手とも交流

を図ることができ、滑りのテクニックについて教わったり、さらには、スケート博物館に連れて行って頂いたり、近くのスケートショップを訪

れたり、非常に有意義な体験をされたかと思います。 

 

６戦士のみなさん、みなさんの実体験をたくさんの方々に伝えてください。今回のオランダ遠征は、日本のマスターズの歴史の大きな第

一歩です。今回参戦してくれた６戦士は、是非第２回、第３回と継続してください。また、来シーズンは、早い段階で日程を協議し、よりたく

さんの方々が参加して頂けること期待します。 

 

また、絶対海外に行きましょう！Sea You Next Season！ 

 

＊競技審判役員として、群馬県の高野さんが、世界オールラウンド選手権のスターターを勤められました。今回の職務を最後に引退され

るとのことです。大変お疲れ様でした。 

 

 

補足） 国際マスターズ選手権 

１９９４年に欧州でスピードスケートの国際マスターズ委員会（通称 IMSSC＝International Masters Speed Skating Committee）が発足、生

涯スポーツのスケートを、大人になってからも楽しもうと、欧米を中心に、ISU（国際スケート連盟）の一事業（IMSSG=International Masters 

Speed Skating Working Group）として活動を展開している。０９/１０シーズンは、世界マスターズ・スプリント選手権、世界マスターズ・オー

ルラウンド選手権を含め１０会場、１２大会が開催された。 

補足） ０９/１０シーズン・カレンダー（１０会場１２大会） 

２００９年１１月２１－２２日 第６回マスターズ選手権：クライテリオン（ドイツ・エルフェルト） 

２００９年１２月１２－１３日 第４回マスターズ選手権：リバイバル（イタリア・ピネ） 

２０１０年 １月 ９－１０日 第１１回マスターズ選手権：ダヴォス・ミーティング（スイス・ダヴォス） 

２０１０年 １月２３－２４日 第８回マスターズ選手権：距離別選手権（ノルウェー・ハーマル） 

２０１０年 １月２３－２４日 第３回マスターズ選手権：カナダ・オープン（カナダ・ケベック） 

２０１０年 １月３０－３１日 第１回マスターズ選手権：オールラウンド＆スプリント選手権（米国・ＳＬＣ） 

２０１０年 ２月 ６－ ７日 第２回マスターズ選手権：世界マスターズ・スプリント選手権（米国・ミルウォーキー） 

２０１０年 ２月２０－２１日 第１４回マスターズ選手権：マスターズ・カップ（ドイツ・ベルリン） 

２０１０年 ２月２６－２８日 第１９回マスターズ選手権：世界マスターズ・オールラウンド選手権（イタリア・ピネ） 

２０１０年 ３月２２－２３日 第３回マスターズ選手権：ヘレンヴェーン・スプリント（オランダ・ヘレンヴェーン） 

２０１０年 ３月    ２４日 第７回マスターズ選手権：ロングディスタンス・レース（オランダ・ヘレンヴェーン） 

２０１０年 ３月２７－２８日 第３回マスターズ選手権：ロシア・オールラウンド選手権（ロシア・コロムナ） 

 


