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Yamashita when he was in high school. But Yamashita s
皆さんは, ロサンゼルスオリンピック

condition was very good that day, and he thought he

やま した やす ひろ

の 柔 道 で 優 勝した 山 下 泰 裕 選 手 を

would win in the match. However, he lost the match.

知っていますか。どんな人物なのか,

He was too careless about the match. He was very

読んでみましょう。

・condition
コンディション, 体調
・match 試合
・lost 〜に負けた
・careless 不注意な

shocked.

オリンピックで優勝
することはすごいモン

The match with Yoshioka changed

▲山下泰裕【フォート・キシモト提供】

Yamashita s heart. After the match, he
practiced much harder and always did

When he was a child,
Yamashita Yasuhiro was a
very naughty boy and loved

・naughty
いたずらな,わんぱくな
・move around 動き回る

to move around. His parents
worried about him. So they

his best. As a result, he never lost

・as a result

again and won 203 matches in a row.

・in a row

Yamashita retired in 1985 but he

・retire

still works for Japanese judo, even

その結果
連続して

引退する

・even now 今でさえ

now.

told him to study judo at a
neighborhood

when he was in the fourth grade of

elementary school.

・neighborhood 近くにある
・
道場

山下泰裕さんは, 引退後も全日本代表の監督を務めるなど, 日本の柔道界のためにさまざまな

He soon became a good judo player. He won the
Kumamoto Prefectural Judo Tournament when he was in
the sixth grade.

・won

優勝した

・Kumamoto Prefectural
Judo Tournament
熊本県柔道選手権大会

こうべ

活動を続けています。そして中学時代の監督から送られた
「実るほど頭をたれる稲穂かな」
という
言葉は, 今も山下さんが大切にしている言葉です。
山下選手の業績

He practiced hard and he
won the national competition
in junior high school and
high school. He won the
All-Japan Judo Championships

・小学校４年生…柔道を始める
・national competition
全国大会

・小学校６年生…県大会優勝
・中学生…「全国中学大会」の団体戦で3年連続優勝

・All-Japan Judo
Championships
全日本柔道選手権大会

・高校１年生…高校日本一
・大学２年生…「全日本柔道選手権大会」
で初優勝（史上最年少）
・1984年…「ロサンゼルスオリンピック」
で優勝

for the first time when he
was a second year student in college. He became the
youngest all Japan judo champion in history.
In the fall of the same year, Yamashita took part in
the All - Japan Student Championship. He had to fight
against Yoshioka in the finals. He was as strong as
37

・all Japan 全日本の
・in history 史上
・take park in 〜
〜に参加する
・fight against 〜
〜と対戦する
・final 決勝

A f ter Reading
●山下選手は, なぜ 203連勝もの偉大な記録を残すことができたのでしょうか。
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