
スポークスマン
VOL.6 2021年8月

From 中華人民共和国駐大阪総領事館

スポークスマン

　第32回オリンピック競技大会は、中国スポーツ
代表団の国外での競技参加規模が最大のオリン
ピックであり、代表団の総数は777人で、そのうち
選 手 が431人であった。17日間 の 熱 い 戦 いを 経
て、中国代表団の成績は際立っており、金メダル
38個、銀メダル32個、銅メダル18個（合計88個の
メダル）という優れた成績で全日程を終えた。この
オリンピックを振り返ると、中国代表チームは今回
のオリンピックで21のオリンピック新記録を出し、

TOKYO 2020　東京オリンピック特別誌

中国のメダル獲得数88

10の種目（全部33競技・339種目）で優勝・準優
勝し、11の種目で前回に引き続き金メダルを守り、
自転車・トラック女子チームスプリント、重量挙げ
男子73キロ級総合、射撃男子50メートルライフル
３姿勢、水泳女子800メートルリレーで世界新記
録を打ち立てた。
　聖火は消え、東京オリンピックは無事に閉幕し
た。パンダのパンパンとともに、今回のオリンピッ
クの素晴らしい瞬間を振り返ってみよう！

「United by Emotion」——「感動で、私たちは一つになる」

×38 ×32 ×18

Spokesman From Consulate-General of  The People's Republic of China in Osaka
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　東京オリンピック陸上男子100メートル準決勝
で中国代表の蘇炳添が9秒83のアジア新記録を叩
き出した。アジア勢が初めて9秒8台に突入したこ
とになる。アジア人にとって画期的な記録であり、

「この瞬間をずっと待っていた」―― 蘇炳添が衝撃のアジア新記録

　７月24日、2020年東京オリンピック女子射撃競
技が行われ、今季オリンピック初のメダル争いとなっ
た女子10メートルエアライフル個人で、楊倩選手が
圧力にも負けず、251.8という得点で金メダルを獲
得した。試合後のインタビューで、楊倩選手は、「私
は夏休みを利用して東京に行き、オリンピックに参
加して２個のメダルをもらってきた清華大学の学生
です」と語り、今世紀に入ってから生まれたアスリー
トにとって、注目の的となるのはごくごく気軽なこと

　競技場において、中国のアスリートたちは常に自らを超え、ブレイクスルーを実現した。感動させられたのは、
一つ一つの金メダル獲得の瞬間のみならず、アスリートたちのスポーツを愛するがゆえに絶えず夢を追い求める
足取りであり、彼らの身体からはオリンピック精神が輝かしい光を放っていた。

「オリンピック金メダルは特に重い」―― 中国の楊倩選手が東京五輪の金メダル第1号に

東京オリンピックの「燃え上がる」瞬間

スポークスマン

だったようだ。
　中国駐大阪総領事館の薛剣総領事は、全館職員
およびその家族と一緒にテレビ中継を見守り、その
場は非常に熱いムードに包まれた。館員たちは手に
中国の国旗をもち、国旗を貼り付けたマスクをし、
心を込めて作った「初の金メダル応援板」の前で中
国選手の金メダル獲得に声援を送り、現場では応援
の声と歓声が絶えることなく上っていた。

世界の陸上競技の歴史にとっても意義のある記録
となった。「この瞬間をずっと待っていた」と、蘇選
手は試合後、涙にむせんだ。
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　東京オリンピック競泳男子200メー
トル個人メドレー決勝で、金メダル
を取った汪順選手が1分55秒00でア
ジア記録を更新。中国競泳チームに
とって今回のオリンピック競泳男子
種目で初めての金メダルを獲得した。

　東京オリンピック飛び込み女子
10m高飛び込み決勝で、全紅嬋
は466.2点という圧倒的な点数で
金メダルを獲得し、現場のすべて
の審査員が一致してそれを認め、
三回の満点を取った。これは全紅
嬋選手にとって初めての海外試合
で、初めて参加した世界大会であ
り、同時に東京オリンピック中国
代表団で最年少のアスリートでも
あって、わずか14歳であった。

石智勇が実力で金を奪取、「次はだれだ！」と叫ぶ

国旗を東京にはためかせ、
国歌を東京で奏でさせる

満点！満点！満点！

もう一人の力持ち、諶利軍のことを知っている
かい？　スナッチで4位につけ、一位と6キロの
差があったのに、ジャークで187キロに成功し、
本当の意味で「一挙」にメダルを取ったんだよ。
諶利軍は逆転金メダルの瞬間、不可能を可能
に変えたんだ。これこそ「中国の力」だね。

ギョーザを鍋に入れる時よりも、
水しぶきがあがらなかったよね

　リオデジャネイロから東京まで、中国の石智勇
選手は、出場キロ級は変わっても、金メダルへの
渇望は変わらなかった。三つのオリンピック記録
を更新し、圧倒的な実力で金メダルを手にした。
金メダルを手にした後、石智勇は高々と「次は
だれだ！」と叫び、中国の重量挙げ選手の自信と
覇気を余すところなく示した。
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　16歳の曾文恵は中国スケートボード国家チーム
を代表し、初めてオリンピックの舞台に立ち、合計
9.66という成績で世界第六位となった。彼女は中国

　東京都にある海の森水上競技場で7月28日午前、
ボート女子クオドルプルスカル決勝が行われ、陳雲
霞・張霊・呂揚・崔暁桐の選手4人からなる中国代
表チームが、6分05秒13の世界新記録という見事
な成績で、同種目の金メダルを獲得した。

　東京オリンピックの卓球決勝において、混合ダブル
スで少し残念だった以外、中国卓球チームは東京オ
リンピックで４枚の金メダル、３枚の銀メダルを獲得
し、女子団体で優勝したのは３人の「オリンピック新
世代」であった。2008年に卓球の団体競技がオリン
ピック正式種目となって以来、中国チームはこの種目
で四連勝を成し遂げ、金メダルを逃したことはない。
今回のオリンピックで、中日卓球の競り合いはとても
熾烈で素晴らしいものだった。両国の卓球アスリー

７カ月で武術からスケートボードへ転向

海の森水上競技場に咲く４輪の花

中国卓球の世代交代と日本の進撃 　「世界卓球」の未来に期待！

主催国日本は金メダル３つ、銀メダル１つ、銅
メダル１つという成績で、スケートボードのメダ
ル数が最多の国となったんだ。わずか13歳の
西矢椛は日本のオリンピック史上最年少のメダ
ル獲得者となったよ。本当にスゴイね！

史上オリンピックのスケートボード競技に出場した
初めての選手となった。曾文恵はたった半年で武術
からスケートボードへの転向を成し遂げたにもかか
わらず、今回とても優れた成績を残した。勇気と熱
意をもって夢を追い続けたキミに、拍手を贈ろう！

トたちが女子団体の試合の中でみせたパフォーマン
スについて、日本の視聴者は新聞やＳＮＳに熱いメッ
セージを寄せ、この二つのチームがオリンピックでハ
イレベルな試合を繰り広げたことを称賛した。
　また、中国メディア新浪体育によると、中国卓球
女子代表の李隼は「今大会は簡単なものではなかっ
た」と振り返り、日本代表を良きライバルと認めた。
そして、李監督は中国代表が進歩してきた理由につ
いて「我々がこんなに速く進歩した理由は、我々の
対戦相手と大きな関係がある」と、ライバルとしてし
のぎを削ってきた日本との関
係に言及した。

伊藤美誠選手と孫
穎莎選手は仲良い
２人ですが、共に
国を代表する選手
であり、これからの
卓球界をけん引して
いく事でしょう
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　体操女子種目別平均台決勝で、中国の管晨辰選手
が、米国のシモーネ・バイルズ選手やスニーサ・リー
選手を抑えて金メダルを獲得した。スニーサ選手は平
均台決勝で金メダルを逃したものの、管選手の優勝に

　中国卓球チームの劉詩雯選手は肘のケガの
再発で、残念ながら東京オリンピックの卓球女
子 団 体のメンバーからはずれた。元日本 卓 球
チームの福原愛は、この古い友人を慰め、励ま
すために動画を送った。「あなたは永遠に最も
素晴らしい、最も誇らしい劉詩雯です。コロナが
終わったら必ず会いに行きます。一緒に串焼き
を食べ、また背比べをしましょう！」

「自分のことのように嬉しい」

日本の古い友人からの激励

姉妹みたい、
二人ともとて
もかわいい

劉詩雯と福原愛は小さい頃から
一緒に練習したライバルで、さら
には良き友人でもあるんだよね

大喜びした。また、スニーサ選手は試合中も管選手の
素晴らしい演技に拍手を送り、とても喜んでいた。試
合後、スニーサは管選手とのツーショット画像をSNSに
アップし、「自分のことのように嬉しい」と書き込んだ。

ハグ、声援、激励……。東京オリンピックを彩る一つひとつのすばらしい瞬間、心温まるオリンピックエピソード
はみな、相互理解・友情・団結・公平な競争という現代オリンピック精神を現している。競技スポーツは永遠に
心を熱くし、永遠に人の心を打つものだ。

東京オリンピックの「心温まる」瞬間
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日金メダルを得たことを祝い、今日の
優勝は彼女であり、私は彼女を尊重し
ます」と語った。鞏立姣は「コロナの
せいで、われわれは２年間会えずじ

まいで、試合に参加できたことは本当に大変なこと
でした。これ以前、私はずっとアダムズ姉さんが優
勝するのを見ていましたが、今度はとうとう私の番と
なりました。でも彼女はやはり私の一歩先を行って
いて、二人の可愛い子どもがいます。私も子供が欲
しいと思いました」と冗談めかして語った。

　東京オリンピック競泳女子で金メダルと銀メダ
ルを2個ずつ獲得した中国の張雨霏選手は、最後
の泳ぎを終えた後、池江璃花子選手を待ち、抱擁
を交わし、「See you next year!」と声をかけた。

　東京オリンピック女子砲丸投げの決勝で、中国の
32歳の鞏立姣選手は、20メートル58という自己ベ
スト記録で優勝した。試合終了後、鞏立姣はインタ
ビューを受けた時、涙を浮かべて「この時を私は
21年間待っていました。祖国が必要としてくれる限
り、私はずっと練習します。人は必ず夢
を持つ必要があり、それが万が一実現し
てしまったら？　私は実現しました。確か
にこの金メダルの意義と価値はとっくに
勝利自体を超えています」と語った。これ
は中国オリンピック史上、初めてのフィー
ルド競技の金メダルで、鞏立姣、ひいては中国の投
擲競技にとって、一里塚ともいえる勝利であった。
　試合後、ニュージーランド選手のアダムズが、真っ
先に優勝した鞏立姣の元へと駆け寄った。アダムズ
は記者会見の席上で、「鞏立姣の成績はパーフェクト
と言えるもので、彼女は中国の誇りです。彼女が今

「池江さん、来年会いましょう！」

試合ではライバルだけど、試合が終われば友達

辛い運命に直面しても粘り強く頑
張る姿、トップアスリート同士の敬
意と友情、これこそオリンピック精
神だよね。ちなみに、来年のアジ
ア大会は杭州で開かれるよ！

バトミントン男子シングルスの試合後、「二頭の龍」がユニフォーム交換

苦労して中国語を勉強し、中国文化にも詳しく、
安賽龍という中国名も持っているから、アクセルセ
ン選手はずっと中国のバドミントンファンから「身
内」のように思われてきたんだよ

　バドミントン男子シングルスで激しい戦いを経て決勝の舞台
に立ったのは、昔からのライバルである中国の諶龍選手とデン
マークのビクトル・アクセルセン選手だった。試合後、アクセル
セン選手がユニフォームの交換を提案すると、諶選手も承諾し
た。ライバル同士、敬意を表した形だ。アクセルセン選手は中国
の諶選手を破って金メダルを獲得したが、それでもなお多くの
中国のバドミントンファンから祝福を受けた。
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　東京オリンピック卓球男子団体決勝において、馬龍・
許昕・樊振東からなる中国チームが３対0でオフチャ
ロフ・ボル・フランチスカからなるドイツチームに勝利
し、ドイツチームは最終的に銀メダルを獲得した。試
合当日、オフチャロフはミニブログ（中国版ツイッター）
に、「この試合でわれわれは全力を尽くし、最後には銀
メダルを得たことをこの上なく誇らしく思う。どの試合
でも、われわれにとって中国チームはずっとこの上な
く強大なライバルだった。彼らのこのスポーツにおけ
る際立った成績と優れた成果に対し、われわれは心か
らのお祝いと崇高な敬意を示します」と書き込んだ。

　東京オリンピックバトミントン女子ダブルス決勝
で、インドネシアチームは優れたプレーにより、２対
０で中国チームを打ち破り、この競技の金メダルを
獲得した。試合終了後、インドネシア選手が感動し
て泣いている時、中国選手の二人が歩み寄り、彼女
たちを慰め、「泣かないで、あなたたちは勝ったのよ。
試合に勝ったの。泣かずに、喜ばなきゃ」と言った。
　彼女たちのなぐさめと祝福に、インドネシア選手
のポリーは、「中国選手は本当に素晴らしかった。
ずっと礼儀正しい態度で、ライバルを尊重してくれ
た。彼女たちは本当に温かく、われわれはコートの
外でもとても良い友達になりました。中国バトミント
ン選手たちがわれわれにパワーをくれたことに、と
ても感謝しています」と称賛した。

優れた選手には偉大なライバルが必要　

「彼女たちは私の力の源泉」

水の中で一緒に祝う

オフチャロフも
とってもいい試
合をしたよね

　セーリング女子ＲＳで優勝した中国の盧雲秀選
手は、水中に飛び込んで、２位と３位の選手と祝い
合った後、８位となった中国・香港の陳晞文選手の
ほうへと泳いでいき、彼女をしっかりと抱きしめた。

　このような瞬間はまだまだたくさんあり、国籍も肌
の色も異なる選手たちが、互いに「より速く、より高
く、より強く」なるために励まし合った。こうした「よ
り団結する」精神的財産が競技会場の中から外へと

写真を見ただけで彼女たち
が心から喜んでいることが
分かり、ステキだと思うね

広がり、人類がさまざまな危機を乗り切るための強
大なパワーとなることを願っている。



　卓球の馬龍選手は自分のラケットの下部に自分の「スタ
ンプ」を貼っている。噂では、馬龍選手はラケットが冷える
のを恐れ、それに被せるためのタオルを準備しており、もしラケットが思ったと
おり力を発揮させてくれなかったら、罰としてそれを「立たせる」という。

中華人民共和国駐大阪総領事館
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これこそスポーツ
強国のアスリート
のあるべき姿だね

東京オリンピックのこれらの瞬間も知ってほしい

東京オリンピックは終わったけれど、北京冬季オリンピックまであとどのくらい？

　東京オリンピック卓球選手の中に、12歳の少女がいた。名前はヘンド・ザザ選手、
シリアの出身だ。今回が初のオリンピック出場で、成績は振るわなかったが、懸命
に頑張る姿が多くの人を感動させた。ザザ選手は、「もっといい成績を取りたかった
ですが、力が及びませんでした。ぜひとも一勝して、祖国に勝利を持ち帰りたかっ
たです」と言った。中国オリンピック委員会（COC）はザザ選手の状況に注目し、中
国で練習するよう招待した。
　すべてが順調にいけば、ザザ選手は今年9月に中国にやって来るはずだ。

　0.05秒。これは、張雨霏と女子100メートルバタフライ金メダリストとの差だ。も
し別のアスリートだったら、がっかりしまうだろう。しかし、張雨霏は笑みを浮かべ、
テレビカメラに向かって大声で「頑張れ！」と自分を励ました。張雨霏の美しい自
信あふれる笑みは、水泳会場に爽やかな空気をもたらし、水泳ファンやネットユー
ザーにもそれは伝わった。

　東京オリンピック体操の平均台の競技の中で、16歳の管晨辰はすべての参加
選手の中でも難度が最も高い動作を軽々と流れるようにこなした。試合中、台の
下にいた外国人コーチが管晨辰の「カンガルーしぐさ（ネットで流行っているカ
ンガルーのユニークな動作）」を真似した。管晨辰の実家がある湖北省石首で
中継を見ていた管晨辰の父は、さらに興奮して躍り上がり、両手で中国の国旗を
振って、娘が金メダルを取ったのを見て、耐えきれずに傍らにいた妻を抱きしめ、
さらにテレビも抱きしめてキスをすると、「おお、わが娘よ、すごいぞ！」と叫んだ。

　　　　 2020東京オリンピックは閉幕しましたが、180日後、2022北京冬季オリン
ピックの幕が切って落とされます。オリンピックは今後半年の間に正式に「北京時間」
に突入します。13年後、北京は再びオリンピックを開催することが決まっていて、世
界で初めて夏のオリンピックだけでなく、冬のオリンピックも開催するという「二つの
オリンピックを開催する都市」となり、「純潔な雪が情熱的な約束」をする今回の冬季
オリンピックは、間違いなく期待できるものとなるでしょう。

オリンピック期間中、北京
中心部、延慶、張家口の3
つの競技ゾーンで、7種目、
109の競技が行われます。

一番頑張った：シリアの女子卓球選手を練習に招待　中国五輪委

最愛のヤツ：馬龍の愛すべきラケット

溢れる自信：張雨霏は自分の成績に99点をつけた

一番熱心な応援：「娘よ、すごいぞ！」

――180日後、北京冬季オリンピックでお会いしましょう

ようこそ北京へ


