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2015 年の夏、村田さんが熱い思いを抱いて向かった先は北京オリンピック時のメインスタジアム、通称「鳥の巣」。

「世界陸上 2015 北京大会」に出場する選手をサポートするためである。村田さん自身は中学・高校とバレーボ

ール部に所属していたが、大学進学後は陸上部の学生トレーナーとして活動を開始。卒業後も陸上実業団チーム

のトレーナーとして経験を積んだ。大学生時代から日本陸上競技連盟トレーナー部の活動に参加し、講習会など

の運営を手伝ううちに信頼を得て正式なメンバーに推挙され、オリンピックや世界陸上の日本代表選手団員とし

て世界を相手に戦ってきた。現在はその実績を買われ日本トップクラスの選手が所属する陸上の強豪チーム、富

士通陸上競技部（一般種目）のトレーナーとして活動している。 

その他にも治療院勤務時代から昭和学院高等学校女子バスケットボール部（千葉県・2015 年京都インターハ

イ準優勝）のトレーナーを 10 年以上務めている。村田さんは監督からの信頼も厚く、選手達からも「あゆさん」

と呼ばれ慕われている。 

現在は川崎市内でＲｅＣｕＡ Ｔｈｅｒａｐｙ Ｒｏｏｍ（リキュアセラピールーム）を開業。日常業務のほ

か、陸上、バスケットなど複数チームのサポートを受け持ち、日本陸上競技連盟トレーナー部の主要メンバーと

して後進の育成にも励んでいる。 

後列左端が村田亜由美氏 

 

 

 

花田学園卒業生訪問 Report 

HANADA‐AT Newsletter #8 

                  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%A0


 

Q. トレーナーを目指すようになったきっかけは何ですか？ 
高校時代にアスレティックトレーナーという職業を知りました。自分自身がスポーツでトップに立つことはで

きないと考えていたので、選手を支える立場で世界の舞台に挑戦したいという気持ちになったのがきっかけです。 

 

Q. 現在の仕事内容を教えてください。 

治療院にてトップアスリートだけでなく、中・高・大学生

アスリートのケアや、一般の方の身体の不調に対する治療を

主に行っています。 

また、治療院以外の現場としては、主に陸上競技やバスケ

ットボールの大会や、合宿に帯同させていただいており、そ

の活動先としては、陸上競技は富士通陸上競技部（一般種目）、

バスケットボールは千葉県にある昭和学院高等学校が主な活

動先となっています。 

 

Q. 仕事をする上でご自身の一番得意な分野を教えてください。 

得意な分野というものはありませんが、陸上競技選手に携わることが特に多いので、下肢の筋肉系のトラブルに対

しての治療をする機会が多くあり、必然的にその部分での引き出しが多くなっているのかな、と思っています。 

 

Q. 陸上競技に関わるようになったきっかけを教えてください。 

トレーナーを目指し体育系の大学に進みました。入学時部活紹介のポスターの中に、陸上部 学生トレーナー

さん募集、という貼り紙を見つけました。それを見てすぐに陸上競技場に足を運び、そのまま陸上部の学生トレ

ーナーとなったのがきっかけです。 

 

Q. 仕事の面白さややりがいを感じるのはどんなときですか? 

アスレティックトレーナーは、選手・チームの勝利のためにいる一スタッフであるため、やはり勝負に勝つ時

というのはもちろん嬉しく、やりがいを感じる一番の所だと思います。 

それ以外の部分としては、選手はとても身体に対して繊細な感覚を持っていますが、その選手の理想としてい
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村田 亜由美（むらた あゆみ） 花田学園 昼間部 本科（H17年卒） 

東海大学在学中、学生トレーナーとして活動。H12～14年 株式会社ノーリツ女

子陸上競技部にマネージャー兼トレーナーとして所属。その後、治療院勤務し

ながら鍼灸・あん摩マッサージの資格を取得。H14年～昭和学院高等学校女子バ

スケットボール部トレーナー、H22年～富士通陸上競技部（一般種目） トレー

ナー、H20～23年ＮＥＣ ＲＥＤ ＲＯＣＫＥＴＳ メディカルトレーナー、H18

～20年 陸上競技 日本代表チームトレーナー､日本陸上競技連盟医事委員会ト

レーナー部委員、バスケットボール女子日本代表サポートトレーナー。 

H26年 ReCuA Therapy Room を開業。 
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る動きを理解し、身体の現状を正しく把握しそれを伝え、今後のトレーニングにどのように繋げて行けば良いの

か、詳細な部分まで話をしていく、その過程で選手に寄り添い、結果を出すことができた時と言うのはとても難

しいところではありますが、一番やりがいを感じる時かもしれません。 

 

Q. 選手のケアや指導などをするときに心がけていることはどんなことですか？ 

選手の意思を尊重するという事です。ケアをするにも、選手がどうい

う方向性を持ち、身体をどのようにしたい、という理想形のようなもの

に対して行うものなので、そこを大切にする、という事です。そのため

に、とにかく話をするように心がけています。 

こちらから何か指導する場合には、分かりやすいように説明をしっか

り行う事と同時に、なぜそれが必要なのかを理解してもらったうえで行

って貰う、という事を心がけています。 

 

Q. スタッフ間で円滑にコミュニケーションを行うために心がけて

いることはどんなことです？ 

 日ごろから他愛もない話をして、自分を知ってもらい、相手を知る、

という事を心がけています。それを行っておくことで、相談しやすい、

連絡をしやすい、環境を作っていく事ができると思っています。 

 

Q. 自分自身の研鑽のために行っていることはありますか？ 

 机上の勉強で行う事は勿論行わなければならない事ですが、私が研鑽の為に大切だと思っているのは、トレー

ナー同士の交流を可能な限り行う、という事です。これは携わっている競技を問わず、多くのトレーナーさんと

直接お会いして、お話をさせていただくことで、現場で起きた困ったこと、その解決策、具体案など生の情報を

仕入れることができるからです。 

 

Q. これから目指していきたいことや現在の目標を教えてください。 

今後は女性トレーナーとして出産や育児を経験して、その環境の中でどのように仕事と付き合っていけば良い

のか、模索していきたいと思っています。その結果、これから女性トレーナーとしてお仕事を始めるたくさんの

方の、一モデルケースとなることができればと考えています。また、一度北京のオリンピックに行かせていただ

いておりますが、再度あの戦いの舞台に私もチャレンジしたいと考えています。 

 

Q. 花田学園を選んだ理由、また昼間部 or 夜間部を選んだ理由を教えてください。 

 花田学園には、たくさんの素晴らしいトレーナーさん方が卒業しているという実績があります。実際に私が携

わりたくさんの事を教わった方たちはほとんど花田学園の卒業でした。そのため、学校を選ぶときには迷わずに

決めました。また、昼間部を選んだのは、入学時には仕事をさせていただくことが決まっており、学校に行って

から職場に行く、というお話を頂いていたからです。 

 

Q. 花田学園で一番思い出に残っていることは何ですか？ 

修学旅行です。私は在学時代も仕事で遠征等に行かせていただいていたため、なかなか行事に積極的に参加す

ることができなかったのですが、最後の修学旅行は！！と思い、実行委員もやらせていただきました。在学中悲

しい出来事もあったのですが、クラス全員でそれを乗り越え、とても仲の良いクラスでしたので、1 泊で行った

旅行はとても楽しく、今でも鮮明にその時のことを覚えています。 



Q. 花田学園で学んで一番役に立っていることは何ですか？ 

全てが今の糧になっていると思います。東洋医学という観点がとても新鮮で、今までとは違うアプローチで患

者さんや選手を見ることができるようになりました。また、実技の時間にある先生がおっしゃった、「心地良い

感覚を患者さんに与えましょう」という言葉は、とても印象に残っていて、今も心に唱えながら施術をするよう

にしています。 

村田トレーナーのご主人は陸上競技 400ｍ選手日本代表選手として活躍

された山村貴彦氏（清風高校（大阪）→日本大学→富士通→サイボウズ、2000

年シドニーオリンピック出場、2001 年・03 年世界陸上出場、400ｍ日本歴

代 2 位、2009 年引退）。 

現在は城西大学附属城西中学高等学校陸上部顧問として学生を指導して

いる。教え子の一人であるサニブラウン・アブデル・ハキーム選手（１６＝

２年）は高校生ながら「世界陸上 2015 北京大会」男子 200m に出場し準決

勝進出という快挙を成し遂げた。ハキーム選手は 2015 年 7 月にコロンビア

のサンティアゴ・デ・カリでおこなわれた第 9回世界ユース陸上競技選手権

大会では、100m、10 秒 28、200m、20 秒 34 と共に大会記録で優勝。ウサイ

ン・ボルト選手の記録を塗り替えた。2020 年東京オリンピックで活躍が期

待される「ダイアモンドアスリート」である。 

写真左：ハキーム選手、写真右：山村貴彦氏 

 

Q. 仕事のこと（選手のサポートについて等）ご主人とお互いに助言をし合ったりすることはありますか？  

 あまりお互いの選手について込み入ったことを話すのが私は嫌なので、見ている選手に関しての細かなやり取

りはほとんどしません。しかし、やはりお互いの得意分野が違うので、結果的に相談する、相談される、という

事はあります。また、遠い記憶にはなりますが選手の感覚を思い出してもらい（笑）、治療の練習をさせてもら

ったりはしています。 

100円均一もしくは手作りもの 

例えば、ボールをタオルにくるむだけで良いマッ

サージローラーになります 

One's life partner 

Recommendation 

 

花田学園スポーツトレーナー研究会 

日本陸上競技連盟トレーナーセミナー 

日本バスケットボール協会トレーナー研修会 

★クリニカルマッサージ： ジェイムズ・H．クレイ, デイビッド・M．パウンズ 医道の日本社  

☆ボディナビゲーション： アンドリュー・ビエル, 阪本桂造   医道の日本社  

★四肢と脊椎の診かた： スタンレー・ホッペンフェルド, 野島元雄 医歯薬出版 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%93%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%93%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%B4%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B9%E9%99%B8%E4%B8%8A%E7%AB%B6%E6%8A%80%E9%81%B8%E6%89%8B%E6%A8%A9%E5%A4%A7%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B9%E9%99%B8%E4%B8%8A%E7%AB%B6%E6%8A%80%E9%81%B8%E6%89%8B%E6%A8%A9%E5%A4%A7%E4%BC%9A
http://search.books.rakuten.co.jp/bksearch/dt/g001/bathr%A5%B8%A5%A7%A5%A4%A5%E0%A5%BA%A1%A6H%A1%A5%A5%AF%A5%EC%A5%A4/
http://search.books.rakuten.co.jp/bksearch/dt/g001/bathr%A5%C7%A5%A4%A5%D3%A5%C3%A5%C9%A1%A6M%A1%A5%A5%D1%A5%A6%A5%F3%A5%BA/
http://search.books.rakuten.co.jp/bksearch/dt/g001/bpbls%B0%E5%C6%BB%A4%CE%C6%FC%CB%DC%BC%D2/
http://search.books.rakuten.co.jp/bksearch/dt/g001/bathr%A5%A2%A5%F3%A5%C9%A5%EA%A5%E5%A1%BC%A1%A6%A5%D3%A5%A8%A5%EB/
http://search.books.rakuten.co.jp/bksearch/dt/g001/bathr%BA%E5%CB%DC%B7%CB%C2%A4/
http://search.books.rakuten.co.jp/bksearch/dt/g001/bpbls%B0%E5%C6%BB%A4%CE%C6%FC%CB%DC%BC%D2/


Q. 日本のトップクラスの選手をサポートする際の心構えや気をつけていることがあれば教えてください。 

 とにかく自分本位にならないように、選手の感覚や希望を優先する、という事に気を付けています。 

その中で、私の手にある感覚の必要な情報を提供して、一緒に考え方向性を見つけていくようにしています。 

トップ選手はとても繊細で、ちょっとした違いもすぐに分かります。とても緊張感がありますが、冷静に、第 3

者的に体を見るようにしています。 

 

Q 国際大会の舞台で戦うためにトレーナーとして必要な資質について教えてください。 

私自身まだまだ出来上がっているわけではない

のでとても難しい質問だな、と思いますが・・・ 

国際大会に行くときは、とても多くのスタッフ、

選手と一緒に戦い抜いていく事になります。腕が良

い、治療が素晴らしい、という事はとても大事な事

ですが、それよりもチームとして円滑に大会を運営

するお手伝いをすることができる人間性が、より重

要なのではないかな、と思っています。結果そこが

うまく回っていく事で、チームの雰囲気が良くなり、

結果もおのずとついてくるような気がします。 

 

Q. これからトレーナーや治療家を目指す方へのアドバイスとメッセージをお願いします。 

 治療でも、トレーナーとしての仕事でも、患者さん、選手から教わることがたくさんあります。私はその方た

ちに育てていただいているのだと年々痛感しています。その方たちに感謝の気持ちを常に忘れずにいることがと

ても大事なことだと思っています。 

この仕事は、患者さん、選手と寄り添って、治癒・勝利へと一緒に立ち向かうとても素晴らしい仕事だと思っ

ています。その瞬間を目指して是非資格取得へと頑張ってください。 

 

＜関係チーム紹介＞ 

★富士通陸上競技部（一般種目）★ 

1992 年のバルセロナオリンピックに 3 選手が出場したのを皮切りに、2012 年のロンドンオリンピックまで 6

大会連続して日本代表選手を輩出。特に、2008年北京オリンピックでは、日本代表選手とし 4×100m リレーでは

塚原直貴選手と高平慎士選手が銅メダルを獲得（トラック種目では 80年ぶり、男子史上初）。 

 第 17回アジア競技大会（仁川・2014年）：男子 100m高瀬慧選手（銅メダル）、男子 400mH岸本鷹幸選手（銀

メダル）、男子 20kmW鈴木雄介選手（銀メダル）、男子棒高跳澤野大地選手（銀メダル）、男子 4×100m リ

レー高平慎士選手、高瀬慧選手（銀メダル） 

 第 15回世界陸上北京大会（2015年）に 4選手出場 

 

★昭和学院高等学校女子バスケットボール部★ 

昭和学院は千葉県の私立中高一貫校。全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会 1 回、ウィンター

カップ 5 回の優勝を誇る全国的な強豪として知られる。特にウィンターカップの出場回数は女子最多（45 回中

37 回）を誇る。 

 2015 年：関東高等学校バスケットボール新人大会優勝、第６７回関東高等学校女子バスケットボール選手

権大会優勝、全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会準優勝 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%B7%8F%E5%90%88%E4%BD%93%E8%82%B2%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%E7%AB%B6%E6%8A%80%E5%A4%A7%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%81%B8%E6%8A%9C%E5%84%AA%E5%8B%9D%E5%A4%A7%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%81%B8%E6%8A%9C%E5%84%AA%E5%8B%9D%E5%A4%A7%E4%BC%9A
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（リキュアセラピールーム） 

川崎市高津区梶ヶ谷 5-12-9 ラフィーネヴィスタ 105    

予約・問合せ 044-863-8785 

ホームページ http://www.recua.jimdo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【編集後記】日本陸上競技連盟トレーナー委員として陸上のトップアスリートをサポートし続ける村田亜由美さ

ん。女性の社会進出が課題とされる昨今。新たな境地へのチャレンジを期待したいと思います。お忙しいところ

取材のご協力いただき感謝いたしております。(溝口秀雪、津田清美） 

注：掲載の写真および文章の転載を禁じます。 

 

ＲｅＣｕＡ Ｔｈｅｒａｐｙ Ｒｏｏｍ 

取材日：平成 27 年 12 月 取材協力：ReCuA Therapy Room 村田亜由美さん 

《花田学園 東京有明医療大学、日本鍼灸理療専門学校、日本柔道整復専門学校 》 

花田学園 AT 総括部（花田学園 AT 専攻科、東京有明医療大学 AT/HFI コース） 溝口秀雪 



 

 


