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世界トップランカーが集結。初戦突破が第１目標	  
　ヨネックスオープンは、年間１
２大会ある世界最高峰の国際
トーナメント・スーパーシリーズ
のひとつ。限られた精鋭のみ
出場が許される。現在世界ラン
キング１０位の山口さんにとっ
て、６月のUSオープン以来久し

ぶりの国際大会であり、一昨年、
高校1年生で優勝を成し遂げて
話題をさらった大会でもある。
今年は初戦から３戦３敗の選
手が対戦相手だ。山口さんが
強豪相手にどう戦ってくれるの
か、応援に向かった。	

大会パンフレットでも、山口さ
んは注目選手としてクローズ
アップされている。	

“「毎年この大会は良いプ
レーができていると思う」「相

手が驚くような、他の選手と
は違った球を打つことができ
るかな、と思っています。そう

いったプレーを見てもらえれ
ばうれしい」「まずは1回戦突

破。3回くらい対戦して1回も
勝ったことがなくて（苦笑）」”	

＜ヨネックスカップ・ジャパンオープン＞	  
	  
日本初賞金付きバドミントン国際大会で、今年は３４回となる。　

世界バドミントン連盟（BWF）が実施しているトーナメントシリーズ
のうち、世界ランキングの上位に位置していないと予選にすらエ

ントリーが難しいオリンピックや世界選手権に次ぐ最高峰の大会
である。この大会で勝利するとランキンが上昇する。なお、リオ
五輪に出場するにはBWFが定めた対象の大会で勝利し、世界ラ
ンキングで上位に入ることが条件。（パンフレットより抜粋）	
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会場の東京体育館	



勝ったことのない相手に、ストレート勝ち！	  
　初戦の相手は世界ランキン
グ８位のスン・ジヒュン選手
（韓国）。大会のHP等で報じら
れていたように、山口さんに
とっては厳しい試合展開とな
ることを予想してしまっていた。
が、その予想はいい意味で裏
切られた。	

　ゲームの始めから山口さん
はポイントを重ね、追いつか
れる場面もあったものの１
ゲームを先取。続いて２ゲー
ムもあっさり奪い、試合時間わ
ずか３９分で２１−１８　２１-１２
のストレートで完勝とした。	
　　山口さん、強くなってる！	

スン選手は１７５㎝。	  
山口さんは身長１５６㎝でバ
ドミントン選手としては小柄。

でもジャンプ力で高さで負け
てない！	  

9月9日　初戦	

“コートの風をうまく読み、
相手の攻めを上手く切り
返してポイント。また「ド

ロップに対する反応が悪
いようだったので多用し

た」と山口さん。”（大会
HP抜粋）	
ドロップとはネットぎりぎり

で落下するショットのこと。	

9月10日　２戦め	

　USAのツァン・ベイウェン選
手が2戦目の相手。	
　試合が始まると、山口さん
はどんどんポイントを重ねて、

大差で１ゲームを獲得。前
日に勝利を得て、リラックス
してショットを打っているよう
に思える。	

　２ゲームめも山口さんの
ペースで試合が進み、２１
−１１　２１−１５と見事な勝利
をおさめた。	

のびのびとプレー。山口さんのペースで圧勝	  

試合時間もあっと言う間
の２６分。	  



中国のリ・シュェルイ選手は
ロンドンオリンピックの金メダ
リスト。山口さんは６月のイ
ンドネシアオープンで勝利し
て話題となった。そうは言っ
てもランキングはまだ上位（4

位。山口さんは10位）、強敵
だ。“「（山口さん）どこまで出
来るかではなく、勝つぞと
思って戦えるようになった。」
（大会HP抜粋）”	
　１ゲームを穫り、2ゲームを

落としたがファイナルゲーム
を奪取しての勝利！	
　テニスの錦織選手の言葉
を借りれば、もう勝てない相
手はいない、そんな山口さん
の勝利だった。	

ロンドン五輪金メダリストに白星！もう勝てない相手はいない	  

9月11日　準々決勝	

この日から会場もライトアップ。
「リオ五輪は当然目指してい
るがトップ選手と戦い勝ち切

れることはこれから上を目指
す上で自信になる」（大会HP
抜粋）大舞台でも自分のプ
レーができるのは、トップアス
リートの証。	

9月12日　準決勝	

鳥肌の立つ激闘８３分。競り勝てる強さに感動	  
中国のワン・シーシャン（中
国）相手の準決勝が始まった。
気持ちよく連続ポイントも決
まり、1ゲームを獲得。しかし
次ゲームからはワン選手の
球がイヤなところに決まり出
して、あと一歩で山口さんが
追いつけないシーンが・・・。　　	  

	  ２ゲームめを取られた後の
ファイナルゲームもなかなか
ポイントが決まらない。もどか
しい、でも山口さんの真の強
さがわかったのはここから
だった。１８点で追いついて
同点に。２０−２０とした後は、
お互いが1点を追いかける手

に汗握る試合となった。延長
に次ぐ延長、ショットごとに会
場も大歓声。そして５度目の
マッチポイントで山口さんの
スマッシュが決まった！“「目
の前の1点に集中し、会場の
応援もあって勝つことができ
た」”（大会HP抜粋）。	  

態勢を崩されても粘り強く球を
拾う。あきらめなければ勝てる
んだ！感動をありがとう！	  
と、この日の観客（私）はずっ
と茜さんに感動酔い。	



左から	
山口さん、奥原選手、
ワン選手	

日本勢同士の決勝戦。悔しい敗戦は次回への糧に。	  
スーパーシリーズ　準優勝おめでとうございます！	  

セレモニーも行なわれ、決勝戦への期待が
高まる。山口さんら選手は、プラカードに先
導されて入場。	

9月13日　決勝	

決勝戦は、ヒザのケガから
完全復活した奥原選手。山
口さんより２歳上の２０歳で、
「元祖スーパー高校生」と場
内アナウンスで紹介された。
同年代のふたりは、ともに世
界を目指す日本代表として
お互いを知り尽くしてもいる
のだろうな、と想像しながら
決勝戦の開始を待った。	

　いよいよ試合が始まった。
ランキングでひとつ山口さん
を上回る奥原選手の球が、
するりとポイントを稼ぐ。対し
て、山口さんの球はきわどい
ところでアウトになる。２人の
ショットの差がどこにあるの
か素人目にはわからなかっ
たが、１ゲーム、そして２ゲー
ムも奥原さんの手に。	

　山口さんは惜しくも準優勝。
表彰台の表情もどことなく悔
しそうだ。が、初戦を突破し
てからついつい高い期待を
してしまったが、高校生にし
てスーバーシリーズでの準
優勝は快挙！強敵を次々と
打ち破った姿は、多くの人に
感動を与えてくれた。おめで
とうございます、山口さん！	

決勝戦でも、山口さんの身
体能力の高さがわかるすご
いシーンがいっぱいだった	



ヨネックスオープン　山口さんの記録　	

決勝	

準決勝	

準々決勝	

②	

①	

BWF	  World	  Rankings	


