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50歳で始めたベンチプレスで
世界大会15連覇中！
元八王子市職員

澤 千代美さん（67歳）
2010年３月定年退職

【さわ・ちよみ】1949年、兵庫県西宮市出身。1977年八王子市役所入庁、市立保育園の調理の現場で専門職として携
わってきた。再任用を経て、2016年度より日本パワーリフティング協会理事、東京都パワーリフティング協会理事、渉
外委員長に就任。
（公財）日本パワーリフティング協会公認１級審判員、
（公財）日本体育施設協会トレーニング指導士、
公認初級障がい者スポーツ指導員をはじめスポーツ関連で６つの資格をもつ。2007年と2016年に八王子市教育委員会
表彰を、2013年には文部科学大臣感謝状と東京都スポーツ功労賞を受けている。

ですが︑澤さんがベンチプレスを始められた

た状 態でバーベルを持ち上げる競 技だそう

︱︱ベンチプレスとはベンチに仰向けになっ

は 代の女性もいらっしゃいます︒

ために来られている方も多いですし︑ 中に

そんなことはないですよ︒ 健 康づくりの

きっかけは何だったのですか︒

︱︱ 澤さんは︑ どのくらいの頻 度でジムに

で太り過ぎと言われたことがきっかけです︒

に週 １ 回に減らしました︒ ケガでもしたら
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通われているのですか︒

若い頃は地 域のママさんたちとソフトボール
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やバレーボールをやっていたのですが︑だん
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ではできなくて︑ バーベルの重りを付け替
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だんスポーツから遠ざかっていたので︑この

すごく面 白そうに見えてね︒ 女 性だからと

誰かのサポートをしたりおしゃべりしたりし

も仕事優先でした︒

いう理由で最 初はやらせてもらえなかったけ

ながらなので︑ ずっと挙げっぱなしという

機会に何か始めようと思い︑職場の仲間と

れど︑ ジムのトレーナーだった知り合いの

わけではありません︒

︱︱ ジムでは︑どんなメニューをこなされて

息 子さんに﹁ やっ てみる？﹂ と言われて︑

︱︱ ２０ ０ １年にルクセンブルクで開 催さ

一 緒に近くにあったキックボクシングジム

やってみたところ ㎏ を挙げられたんです︒

れた﹁第１回世界ベンチプレス選手権大会﹂
に始めました︒

驚かれて︑ そこからベンチプレスを本 格 的
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で出場されたのですか︒
ボディビルの雑誌で︑ベンチプレスの大会

代表として世界大会に出場しました︒大会

ベンチプレス選手権大会﹂で優勝し︑日本

まずは国内での選考会を兼ねた﹁全日本
があることとウエイトトレーニング専 門の
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やはりマッチョな方ばかりなんですか？

電話をかけて入会しました︒
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︱︱具体的には何をされたのですか︒
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﹁ 女 性が初 挑 戦で ㎏ なんてスゴい！﹂ と

いるのですか︒

ちょうど 歳の時︑職場の定期健康診断
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50

47

84

10

【写真左下・右上】世界ベンチプレス選手権に出
場した時の様子。バーベルを胸のところまで下げ
てから腕が伸びきるまで挙げ、その重量を競う
【写真右下】優勝台に上っているのは澤さんだが、
背の高い欧米人と同じ高さになってしまう…

の８ 階 級があります︒ 私は

代が出 場でき

ですが︑良い整体の先生に巡り会って肘

を治してもらっ たお陰で復 活できました︒
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ましたか︒
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ゃるのですか︒
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流れになっていて︑ その流れに身を任せて

から世 界 大 会へというのが私の中で一つの

初めての大会で優勝して以降︑全日本大会
しゃ べれないので言 葉は通じないけれど︑

大 会 前だからと言 ってとりわけ意 識する

ここまで来たという感じです︒
したりしています︒ ただ︑ ここ３ 年くらい

く続けられている秘訣なのかもしれません︒

ことなく︑ 無 理せず自 然 体でいたことが長
されているのかもしれません︒

基 本 的に食 事も以 前と変えていませんし︑

サプリメントも苦手なので飲みません︒

まいました︒ 片 方の肘だけがストンと落ち

思うようにバーベルが挙げられなくなってし

プレス選手権大会﹂がありますので︑順調に

います︒今年３月に浜松市で﹁全日本ベンチ

運が味 方してくれると信じて大 会に挑んで

連覇のプレッシャーはすごくありますが︑

てしまうんです︒ 肘が伸びていないと大 会

進めば５月の世界大会に出場します︒できれば

回大会までは頑張りたいですね︒

ではアウトですから︑ しばらくは優 勝とは

を痛めた時ですね︒ 肘が曲がってしまって︑

５年前の大雪で雪かきをしていて︑腕の筋

︱︱澤さんは故障されたことはないのですか︒

は大 会で見かけていないので︑ どこか故 障

日本のお土産を持って行ってプレゼント交換

ヘレンさんというアメリカの選 手とは︑

︱︱ 澤さんが︑ ここまでベンチプレスを続

大会﹂では第１回以降︑昨年の 回大会まで

すが︑日本人は腕が短くて挙上範囲が狭い

下ろしてから腕が伸びきるまで挙げるので

ベンチプレスでは︑バーベルを一旦胸まで

れたとはスゴいですね！

︱︱体格の良い欧米の選手を制して優勝さ

㎏ を挙げて優勝しました︒

る﹁マスターズ２﹂に出場し︑世界大会では

50

負け無しだそうですが︑ライバルはいらっし
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言 っても ・ ５㎏ までしか挙げられません
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でした︒ その時は本 気でやめようと思いま
した︒

期待しています︒

︱︱ それは楽しみですね︒ 今 後のご活 躍も
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