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体協だより

 順　位 総　　合 男　　子 女　　子
 第１位 千 葉 市 265.5 千 葉 市 176.0 千 葉 市 89.0
 第２位 船 橋 市 188.5 船 橋 市 132.0 柏　　市 65.0
 第３位 松 戸 市 170.5 印旛郡市 111.0 松 戸 市 62.0
 第４位 市 川 市 161.5 松 戸 市 108.5 市川市・船橋市 56.5
 第５位 印旛郡市 155.5 市 川 市 105.0 ─ ─
 第６位 柏　　市 153.5 柏　　市 88.5 印旛郡市 44.5
 第７位 市 原 市 91.0 市 原 市 54.0 市 原 市 37.0
 第８位 習志野市 81.5 習志野市 52.0 習志野市 29.5
 第10位 流 山 市 57.0 浦 安 市 38.5 野 田 市 17.0
 第12位 浦 安 市 53.0 木更津市 38.0 ─ ─
 第13位 木更津市 49.5 香 取 市 37.5 茂 原 市 15.0
 第14位 君 津 市 39.5 南房総市 30.5 浦 安 市 14.5

　浦安市からは、冬季１競技・夏季１競技・秋季17競技に352名の選手・役員が参加し、総合成績は
33郡市中12位（53点）と昨年の成績（総合15位・33点）よりも躍進しました。
　本年度の上位入賞競技は、優勝にアーチェリー、準優勝にラグビーフットボール・空手道（男
子）・バレーボール（女子）、３位にカヌー（男子）でした。
　また、今年度は10月26日（日）に空手道競技会場の浦安市総合体育館で、総合開会式が盛大
に開催されました。

　予選ラウンドでは1位で通過し、自己新を
多数の選手が記録した。相手はいづれも高
校生・大学生を補強した強豪でしたが、準
決勝では最終の第４エンドで逆転するなど
社会人の粘りで見事優勝をつかみとりまし
た。

〈強化練習について〉
毎週２～４回の練習を行い、内２回が強化事業。
また７月に強化合宿も行いました。

男子：10位（得点38.5点）
女子：14位（得点14.5点）

開催期日
　冬季：20/  3/14～  3/16
　夏季：20/  9/  6～  9/  7
　秋季：20/10/25～10/26

第60回千葉県民体育大会
総合：第12位
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暑い夏場の運動で重要視される水分補給ですが、あまり汗を掻かない冬場
だからといって水分補給を怠っていませんか？冬場でも水分補給は大切です！
そこで今回は、運動パフォーマンスを左右する『水分補給』についてご紹介
します。

水分補給

専門家に聞く・第10回スポーツ知識

★なぜ必要？
人間の身体の約60％は水分でできています。その身体の半分以上を占める水分は、
《体温の調節、細胞機能の維持、血液中での栄養素の運搬》といった身体の重要な役割を果たしています。
そのため身体の機能をより良い状態に保つためには、体内に一定量の水分が必要なのです！

　人間はごく普通の生活をしているだけで、尿や発汗などにより１日約2.6㍑の水分が失われ、そのうち
「皮膚や呼気から約１㍑」の水分が蒸気として無意識のうちに失われているといわれてます。
　つまり、寒い冬場の運動は夏場と比べて発汗量は少なくなりますが、体を動かせば確実に水分は失われ
ていくのです！　脱水症状にならない為、運動パフォーマンスを維持する為にも・・・

　運動種目によって違いはありますが、運動量がそれほど多くない場合であれば
『ミネラルウォーター・水』で発汗によって失った水分を補給しましょう！
　しかし、長時間の運動の際には肝臓や筋肉に貯蔵されている糖質エネルギー源である
《グリコーゲン》が主に消費されていきます。このグリコーゲンが減少すると血糖値が下がり脳の働きの
悪化により運動パフォーマンスも低下してしまいますので、適度の糖分補給が必要になります。
　このことから水よりも多くの電解質(※)を含み、糖濃度が約５％程度で体内に吸収しやすい、
『スポーツドリンク』で水分を補給するのをお勧めします！

★摂取しないと…

青木純一郎：スポーツと水分補給、最新医学、43－2190－2194、1988より作成

人は運動すると体温が上昇し発汗によって体温
を一定に保とうとする機能が備わっています。
しかし、右図の様に水分を摂取しないでいると
体温の上昇が進み
・血液の濃縮（いわゆるドロドロ血）
・持久力の低下
・熱による腹痛、寒気、吐き気
などの症状が表われます。
さらにひどくなると発汗や尿量が減少し、
熱中症など非常に危険な状態になります。

★効果的な水分の摂り方

なにを飲めばいい？

運動前 コップ１杯程度　（200～500ml）　運動の３０分前までに摂取しましょう！

運動中 コップ半分～１杯（100～200ml）　15分～20分おきに摂取しましょう！

運動後 体重の減少分をできるだけ早く摂取しましょう！
☆100mlの水が体内に吸収されるまでに15～20分かかります。のどが渇いた時には、すでに脱水が始まっています。
　マラソンの給水ポイントが5㎞毎（約15分で走る距離）に設置規定があるのも、こうした理由からなのです。

※電解質：水に溶けて電気を通す物質の事。「ナトリウム、カルシウム、マグネシウムなど」
注意：水分の糖濃度が高いほど体内への吸収が遅くなり胃にたまりやすくなってしまいますので、

いわゆる「ジュース類」などは控えましょう。
　　　また緑茶やコーヒーなどカフェインを含む飲料は、利尿作用により身体の水分が減少して

しまうことから運動時での水分補給としてはお勧めできません。

運動中は「のど」の渇きがなくても意識して水分を摂取しましょう!!

浦安市総合体育館
指導員　柿崎直宏

水分摂取なし

高温下の歩行運動に及ぼす水分摂取の効果
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（50分間の歩行運動と10分間の休憩を繰り返して行った）
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発汗量と同量の水分摂取
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第18号　　（７）

浦安市野球協会学童部創立30周年

　少年野球の学童部は、昭和54年に創立し今年で30周年を迎えました。
　これを記念して次の通りの記念事業を行いました。

　11月22日（土）午後4時半からホテルオークラ（東京ベイ）で記念式典が開催され、４団体、
個人６名への感謝状、並びに61名への永年功労賞の表彰式が目出度く行われました。引
き続き、松崎市長はじめ200名の出席のもと祝賀会が盛大に開催されました。
　また、少年野球30年の歩み、市内外大会のチーム毎の戦績、学童部14チームの紹介
などを記した30周年記念誌を発行しました。

春、夏、秋の大会を滞りなく実行し、秋の第55回大会は盛大に開催され、
熱戦を繰り広げました。

本年度の浦安市少年野球大会「30周年記念大会」の冠をつけて開催

創立30周年記念式典、祝賀会の開催

第18号　　（２）

平成20年度　第60回県民体育大会の記録

白熱した試合を展開し、市原市・山武市にストレート勝ちするなど試合の流れを味方につけ、決勝にコマを進めました。
決勝では茂原市と対戦し、１セットをとるなど奮戦しましたが、惜しくも準優勝でした。

　予選では、見事１位で決勝進出を果たす。
　決勝戦では、各チームとも現役若手選手が多く、
スピード感あふれる迫力あるレース展開となった。
　艇のぶつかり合い、激しいバトル、沈する艇、飛
び交う声援。生き残った、香取市、松戸市と接戦を
展開し、観客を沸かせたが力及ばず３位にて終了。
〈強化事業について〉
　境川や東野プールを中心に練習を行った。技術的
には高いレベルに達していたが、体力・持久力の養
成が今後の課題として残った。

準優勝 ラグビーフットボール競技

準優勝 バレーボール競技（女子）

第3位 カヌー競技(男子)

〈強化練習について〉
今後とも選手の良い所を伸ばしていけるように指導
していきたいです。一回戦敗退の女子については、
練習不足ということもあり、次からは、ポイントの取
り方を重点的に指導します。

前回優勝、今回準優勝ということで、次回大会は優勝
を目指します。

準優勝 空手道競技（男子）

１回戦＝４－２　　袖ケ浦市
２回戦＝４－２　　流 山 市
３回戦＝４－２　　印旛郡市
決勝戦＝２－４　　船 橋 市

『３度目の決勝戦、優勝へ意気込むも』
昨年は気の緩みか、勝てる相手に負けて
しまい、今年こそはと３度目の正直をか
けて船橋市と戦いましたが15－36で負
けてしまいました。しかし、次は優勝す
るぞと誓い合いました。
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第18号　　（３）

 総合得点（53.0） （38.5） （14.5）

投稿写真

男子ダブルス、対我孫子市の１回戦を良
い試合運びで勝利。２回戦で残念ながら
シードの印旛郡市に敗れる。

男子ダブルス、対我孫子市の１回戦を良
い試合運びで勝利。２回戦で残念ながら
シードの印旛郡市に敗れる。

遠的種目では、２点差で８位までにのこ
れず、惜しくもトーナメント進出ができ
ませんでした。近的種目では予選通過が
15中で、３中差でトーナメント進出でき
ませんでした。

遠的種目では、２点差で８位までにのこ
れず、惜しくもトーナメント進出ができ
ませんでした。近的種目では予選通過が
15中で、３中差でトーナメント進出でき
ませんでした。

３３郡市中、初の10位！
全員シングルハンディーの選手が集まり、予想
通りの成績でした。今年からシニアと女子のス
コアを必ず入れることになり、次回大会は対
策を考えなければと思います。

３３郡市中、初の10位！
全員シングルハンディーの選手が集まり、予想
通りの成績でした。今年からシニアと女子のス
コアを必ず入れることになり、次回大会は対
策を考えなければと思います。

スキー教室・スキー市民大会・千葉県民体育大会のお知らせ
●スキー大会 参加者募集
　（1）浦安市民スキー大会　　　　　　　平成21年２月 7 日
　　　『大回転』　　　　　　　　　　　グランディ羽鳥湖リゾート
　（2）千葉県民スキー競技大会　　　平成21年３月14日～ 15日
　　　『大回転』『クロスカントリー』　会津高原たかつえスキー場

 １ 卓 球 連 盟 １回戦敗退 １回戦敗退 11 ソフトボール協会 ベスト８(2.5) ２回戦敗退

 ２ 柔 道 協 会 ４位（5.0） 　　 － 12 陸上競技協会 圏外 圏外 

 ３ ソフトテニス連盟 ベスト16 ７位(2.0) 13 ゴルフ協会 圏外 ※男女混合競技 

 ４ 剣 道 連 盟 １回戦敗退 　　 － 14 ラグビーフットボール協会 準優勝（5.5） 

 ５ バレーボール協会 ２回戦敗退 準優勝(7.0) 15 アーチェリー協会 優勝(8.0） ※男女混合競技 

 ６ バドミントン協会 ２回戦敗退 ２回戦敗退 16 スキー連盟 圏外 ８位（1.0）

 ７ 水 泳 連 盟 ７位（2.0） 圏外 17 バスケットボール協会 ２回戦敗退 ベスト８（2.5）

 ８ 空手道連盟 準優勝(5.5) １回戦敗退 18 弓 道 連 盟 圏外 　　 － 

 ９ テニス協会 １回戦敗退 ※男女混合競技 19 カヌー協会 ３位（6.0） ５位(4.0)

 10 サッカー協会 ベスト８（2.5）

№ 団　体　名 男子（点数） 女子（点数） № 団　体　名 男子（点数） 女子（点数）

大　人 ￥22,000 大　人 ￥26,000

小学生 ￥11,000 小学生 ￥13,000

対 象 者：小学校３年生以上

　　　　　※小学生は保護者同伴

定　　員：各回40名（内、小学生10名）

申 込 書：市役所市民スポーツ課で配布

参 加 費

スキー教室申込要領

会　　員 一　　般

【バドミントン競技】 【弓道競技】 【ゴルフ競技】

創立以来初めての男女同時に予選リーグ突
破！男子は、８回の優勝経験のある強豪松
戸市を破り、予選を突破。
また、女子は優勝経験のある我孫子市と対
戦し、１時間を越える大熱戦の末、予選を
見事勝利しました。

創立以来初めての男女同時に予選リーグ突
破！男子は、８回の優勝経験のある強豪松
戸市を破り、予選を突破。
また、女子は優勝経験のある我孫子市と対
戦し、１時間を越える大熱戦の末、予選を
見事勝利しました。

１回戦対市原61-51で勝利、２回戦対船
橋57-53で勝利したが、３回戦で松戸に
57-69で惜しくも敗れる。しかし、県民
大会初のベスト８で大健闘でした。

１回戦対市原61-51で勝利、２回戦対船
橋57-53で勝利したが、３回戦で松戸に
57-69で惜しくも敗れる。しかし、県民
大会初のベスト８で大健闘でした。

【卓球競技】 【バスケットボール競技（女子）】 【ソフトボール競技（男子）】

１回戦、２回戦とも危なげなく勝ち進ん
だものの、準々決勝戦では相手チームの
スピード、当たりの強さなどに苦戦しな
がらも互角の戦いを行なったが、前、後
半のそれぞれロスタイムに失点し惜敗し
た。

１回戦、２回戦とも危なげなく勝ち進ん
だものの、準々決勝戦では相手チームの
スピード、当たりの強さなどに苦戦しな
がらも互角の戦いを行なったが、前、後
半のそれぞれロスタイムに失点し惜敗し
た。

関東高校新人大会と重なり、また、県高校
駅伝を控えている関係で参加者の確保が難
しい中、よく健闘した。

関東高校新人大会と重なり、また、県高校
駅伝を控えている関係で参加者の確保が難
しい中、よく健闘した。

試合は中盤まで３対１と有利に進めていた
が、ベテラン２部男子ダブルス（４対６）、一
般女子シングルス（６対７）、一般男子シン
グルス（５対７）と惜敗し、１回戦突破はな
らなかったが、午前９時から午後２時にも及
ぶ大接戦でした。

【サッカー競技】 【陸上競技】

【テニス競技】

ベスト８！
１回戦、成田市戦は、バッテリーの順調な
立ち上がり、打線も好調で５回コールド勝ち。
２回戦、袖ヶ浦市戦は２回に２点を先制さ
れる。
しかし、３回に逆転し、捕手交代、投手立
ち直りで、５回２対３で勝利。

ベスト８！
１回戦、成田市戦は、バッテリーの順調な
立ち上がり、打線も好調で５回コールド勝ち。
２回戦、袖ヶ浦市戦は２回に２点を先制さ
れる。
しかし、３回に逆転し、捕手交代、投手立
ち直りで、５回２対３で勝利。

※　詳細はスキー連盟ホームページhttp://uski.stbbs.net/ をご覧下さい。

●スキー教室 参加者募集
　（1） 苗場スキー場   　　　　　　　平成21年１月24日～ 25日
　（2） グランディ羽鳥湖リゾート　　平成21年２月 7 日～  8 日
　（3） ホワイトワールド尾瀬岩鞍　　平成21年３月 7 日～  8 日
　※　いずれも前日の20時市役所総合駐車場集合、バスで出発します。

第18号　　（６）

小野寺　誠　選手名選手に聴く 生涯スポーツとしての水泳

　８月に福井県で開催された日本実業団水泳競技大会（40
歳以上50m平泳ぎ）において、大会新記録で優勝すること
ができました。記録は、自身の学生時代のタイムを大幅に
上回る30秒59の自己ベストです。
競泳の世界では、昔は高校生や大学生がピークと言われた
こともありましたが、最近は年齢を重ねても自己記録を更
新する人が多くなっています。とはいえ、さすがに40歳で
自己ベストというのは珍しいので、秘訣を聞かれることも
多いですね。勿論、技術面や体力面、精神面での工夫はし
ていますが、究極的には「好きな水泳を楽しく続けること」
につきると思っています。
私は普段、新浦安のスポーツクラブで多くの仲間と泳いで
いますが、必ずしも仲間の全員が競技志向という訳ではあ
りません。

水泳を楽しみたいという共通点を持った仲間が、年齢、性
別、競技レベルを超えていつも集まります。そこで、教え
たり、教えられたり、雑談したり、まさに水泳を通じた地
域社会がそこにあり、みんなが仲間との交流を楽しんでい
ます。競技スポーツにおいては、指導者と選手という関係
や、競技成績を追及する姿勢が重視されますが、生涯スポー
ツでは、もっと柔らかい連帯感とスポーツを楽しむ姿勢が
重要なのだと思います。
こういった生涯スポーツの場は、地域社会としても非常に
貴重な資産です。私の30年の競技生活で得た、知識、経験、
そして水泳の楽しさを伝えることで地域社会がより活気付
くことになればと思っています。
皆さんも私たちと一緒に水泳を楽しみませんか？

名選手に聴く 小宮山　友祐　選手 フットサルワールドカップ

　９月30日からブラジルにて開催されたFIFAフットサル

ワールドカップに日本代表として出場しました。今回は

フットサルが盛んなブラジルという国で、どういう大会に

なるのか、非常に興味がありました。４試合ブラジルで戦っ

て、強く感じたのは、試合に勝たなければいけないプレッ

シャーが日本とは全く違うこと。会場は常にほぼ満員で、

試合中、選手同士や監督の指示が聞こえなくなるくらいの

歓声が上がっていました。日本でもこの4年間で、Fリーグ

という全国リーグができたことにより、　フットサルを取

り巻く環境は確実に変わりました。自分も含め、競技に専

１．競技種目　　水泳
２．所属団体　　浦安市水泳連盟
３．生年月日　　昭和42年12月29日
４．出 身 地　　岩手県釜石市
５．主な成績
 2008年日本実業団水泳競技大会 40歳以上 50m平泳ぎ 優勝（大会新）
 日本スポーツマスターズ2008 40-44歳 50m平泳ぎ 優勝（大会新）
 日本スポーツマスターズ2008 40-44歳　100m平泳ぎ  優勝（大会新）
 （2007年、2008年でマスターズ日本記録を計18回樹立）
６．座右の銘
　　　♪負けたら終わりじゃなくてやめたら終わりなんだよね
　　　　　　　どんな夢でも叶える魔法　　それは続けること♪

＜プロフィール＞ 

１．競技種目　　フットサル
２．所属団体　　浦安市サッカー協会（バルドラール浦安）
３．生年月日　　昭和54年12月22日
４．出 身 地　　神奈川県
５．主な成績
　　　2004～2008年 フットサル日本代表
　　　2004・2008年 FIFAフットサルワールドカップ 出場
　　　2005～2008年 AFCアジアフットサル選手権 出場
６．座右の銘　　継続は力なり

＜プロフィール＞ 

念できる環境が徐々に整いつつあると思います。しかし、

ブラジルではまだまだ日本と差があるとショックを受けま

した。今の自分の目標は、もっとフットサルやバルドラー

ル浦安に興味を持ってもらうこと、好きになってもらうこ

とです。自分たちの町にフットサルチームがあることを

知ってもらいたい、そのためには選手として自分も頑張ら

なければいけないと強く実感した大会でした。

大田原選手 長畑選手

４番が小宮山選手４番が小宮山選手

体協�より18号.indd   6-7 08.12.8   2:45:07 PM



第18号　　（５）

■ 弓道連盟

○綾戸正夫選手が千葉県代表でベスト８入賞！
　「ねんりんピック第21回大会」が鹿児島県で１０月２５日から
28日まで開催されました。60歳以上の方を中心とした様々なス
ポーツ競技が行われ、弓道競技は、鹿児島県西部にある薩摩川
内（さつませんだい）で行われ、全国から65チームが参加しまし
た。浦安市弓道連盟の綾戸正夫選手を一員とする千葉県代表
チームは予選を勝ち抜き、決勝でベスト８に入賞しました。これ
まで２１回の大会で初めての快挙です。

　今年10月に運動公園スポーツ
コートで開催した秋季市民大会
は出場選手46名、運営役員を
加え50名によって盛大に開催さ
れました。大会当日は、少し風
がありましたが晴天に恵まれまし
た。的に真剣に向かう合間には、
和気藹々の談笑が入り、お祭り
とも言える大会になりました。

○浦安市空手道連盟所属の子供たちが様々
な大会で活躍しています
５月18日に千葉市武道館で、「第８回千葉
県小学生空手道選手権大会」が開催され、
女子形で難波咲名選手(小学１年の部)、男
子組手で兼古響選手(小学５年の部)、川手
青嵐選手(小学6年の部)が優勝しました。
また、８月９日～10日に東京武道館で、「全
日本少年少女空手道選手権大会」が開催さ
れ、川手選手が３位に入賞しました。

小学生バレーボール教室
一貫教育推進事業として、日本バレー
ボール協会からVリーグ選手、小糸選
手、今井選手を向えて講師に山崎宣
夫日本小学生バレーボール連盟会長、
工藤憲日本小学生バレーボール連盟

副理事長向えて、初心者、未経験者でも参加してもらいバレー
ボールに関心を持ち、意欲をもたせ、又、親は講演会だけでも
という企画で、約200名の子供達は、楽しそうに、夢中になって、
ボールとふれあってました。サイン会でも１時間以上子供達に握
手やサインを行ってもらい、大喜びでした。

11月６日に総合体育館武道場で
体育協会研修会として、怪我の
初期処置方法として体験型の講
習会を行いました。講師に、バ
ルドラール浦安からチームドク
ターの平良勝章先生・牛島史雄
先生・石井美紀先生・白石稔先

生(チーフ)にお越しいただきました。当日は51名の
参加があり、２班に分かれて講義・体験学習を行い、
参加者は熱心に処置方法を学んでいました。

　東京ベイ浦安シティマラソンは、新浦安駅周辺や東京ディ
ズニーリゾート周辺、舞浜ホテル群を走る、全国でも人気
の高い大会です。
　浦安市体育協会は、安全且つスムーズに大会が運営され
る様に、毎年全面協力をしています。
　今回も、大会役員、走路審判、受付等ボランティアで約
200名を大会に派遣します。
　大会当日は運動公園、新浦安駅周辺、高洲地区等を全国
各地から参加したランナーが通過いたしますので、ご声援
をお願いいたします。

■ アーチェリー協会 ■ 空手道連盟

■ バレーボール協会 ■ 体育協会研修会

市民イベント　第１８回東京ベイ浦安シティマラソン
開催日　　平成21年2月1日（日）
場　所　　浦安市運動公園
スタート　（３㎞の部）8時55分 9時05分　9時10分
　　　　　（10㎞・ハーフの部） 9時30分
【大会に関するお問い合わせ先】
　　東京ベイ浦安シティマラソン実行委員会事務局
　　〒279-8501　浦安市猫実１－２－３
　　TEL 047－351－1111㈹

今回のゲストランナーは市橋有里さん

川手　青嵐　選手

綾戸選手（左端）綾戸選手（左端）

第18号　　（４）

■ 合気道連盟

　９月23日に、「輝け女たち
part２」と題して、毎週火曜
日の午前中に女性中心に活動
している「さくら会」の創立
15周年と「舞浜さくら会」の
５周年を記念した演武大会が
浦安市中央武道館にて開かれ
ました。
　千葉県内外から約130名の
女性合気道家が集まり、初心
者から有段者まで、しなやか
で美しい演武を見せてくれま
した。これに刺激を受けて合
気道を始めてくれる方が出て
くれればと思います。
　今後益々、女性による合気
道が発展することを期待いた
します。

■ 水泳連盟

■ サッカー協会

 7月19日から、炎天下の中、3日間で7試合を行うというハー
ドなスケジュールの中、選手が持っている力を存分に発揮し、
厳しい試合を最後まで粘り強く戦い、最高の結果を得ること
ができました。これからも、浦安のサッカーを、明海ＦＣを
ご支援下さい。

　10月18日
(土)に第14回
浦安市市民陸
上競技大会が
開催されまし
た。夢の島競
技場には小学
生から一般ま
で総勢460名
が参加し、白
熱した競技が
展開されまし
た。

■ 陸上競技協会

「水泳記録会」は、
今年第27回を迎
えました。2004
年からは、市内
小中学校水泳大
会と合同開催と
なり、小学４年
生から70歳台ま
で約350名 の参
加があります。
水泳記録会は、
順位を競うもの

ではなく、普段の練習の成果をタイム計測し水泳連盟が認定
するという主旨のものです。（公式記録にはなりません）小
学校対抗リレーもとても盛り上がってます。
　また、最高記録は、年齢別種目別に管理しており、記録更
新者にはメダルを贈呈しています。

　県体育協会功労賞受賞の通知を頂き身に余る栄誉と感謝致しております。我々が転居してきた
30年前の浦安町には硬式テニスは組織として存在せず、各団地のテニスコートで独自の活動を続
けていました。市体協に加盟すべく準備委員会から組織作りに参画しましたが、現在では会員
1,800名に及ぶ大組織に発展しました。今回の受賞は一緒に頑張った多くの方々を代表してのこ
とと自覚し今後も市民スポーツの発展に努力してゆく所存です。

鈴木勝　氏（浦安市テニス協会　会長）　平成２０年度　千葉県体育協会功労賞　受賞

■ バドミントン協会（NHKジュニアスポーツ教室開催）

　６月22日に総合体育館で、日本におけるバドミントン競技のトップ指
導者の栂野尾監督と女子トッププレイヤーとして活躍している米倉選手に
よるバドミントン教室が開催されました。大変にわかりやすく熱心な指導
で、小中学生の受講者はバトミントン競技の面白さを体感し、高校・大学生・
一般の受講者は今後の練習の取り組みに役立つヒントを得たようでした。
　北京オリンピックの日本選手の活躍も背景にあり、このような教室の開
催で今後バドミントンに興味を持ち、始める方も多いと期待しています。

○明海FC『第21回サッカーマガジン全国少年大会』優勝! 種　　目 記　録
小学男子50m 宇田川雅貴 8.80
小学男子100m 宮崎　智也 16.53
小学男子800m 須藤　恒気 3.08.02
小学男子1000m 宮地　一輝 3.47.09
小学男子走幅跳 荻野　　郡 3.16
小学女子50m 椿　ひかる 9.27
小学女子100m 石田　遥香 16.72
小学女子80mH 楊　　　晴 16.40
小学女子800m 谷口　比奈 3.51.23
小学女子1000m 楊　　　晴 4.02.30
小学女子走幅跳 友安菜那子 3.56
中学男子100m 渡邊　友弘 11.88
中学男子200m 苅部　成秋 24.88
中学男子400m 草原　直樹 58.06
中学男子800m 小関　隆哉 2.30.16
中学男子1500m 千田　航志 4.52.70
中学男子3000m 千田　航志 10.46.72
中学男子110mH 平田　　勇 20.26
中学男子走幅跳 井田　智之 5.60

優勝者氏名 種　　目 記　録
中学男子走高跳 高津　裕大 1.60
中学男子砲丸投 伊藤　秀朔 7.75
中学男子400mR 堀　江　中 46.50
中学女子100m 原野久留美 13.89
中学女子200m 井上かす美 28.85
中学女子800m 雨宮　愛海 2.49.21
中学女子1500m 堺　美早紀 5.47.62
中学女子100mH 鳥越　祐希 18.87
中学女子走幅跳 井上かす美 4.59
中学女子走高跳 藤本　結子 1.45
中学女子砲丸投 三谷　麗良 6.70
中学女子400mR 妙　典　中 55.36
一般男子100m 竹ノ下　徹 12.94
一般男子1500m 山崎　　崇 5.02.55
一般男子5000m 山野井卓也 18.27.17
一般男子110mH 竹ノ下　徹 21.38
80歳以上男子走高跳 郷　　晴弘 90
80歳以上男子砲丸投 郷　　晴弘 7.01
一般女子3000m 岡本　敏子 13.39.32

優勝者氏名
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という企画で、約200名の子供達は、楽しそうに、夢中になって、
ボールとふれあってました。サイン会でも１時間以上子供達に握
手やサインを行ってもらい、大喜びでした。

11月６日に総合体育館武道場で
体育協会研修会として、怪我の
初期処置方法として体験型の講
習会を行いました。講師に、バ
ルドラール浦安からチームドク
ターの平良勝章先生・牛島史雄
先生・石井美紀先生・白石稔先

生(チーフ)にお越しいただきました。当日は51名の
参加があり、２班に分かれて講義・体験学習を行い、
参加者は熱心に処置方法を学んでいました。
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をお願いいたします。

■ アーチェリー協会 ■ 空手道連盟

■ バレーボール協会 ■ 体育協会研修会

市民イベント　第１８回東京ベイ浦安シティマラソン
開催日　　平成21年2月1日（日）
場　所　　浦安市運動公園
スタート　（３㎞の部）8時55分 9時05分　9時10分
　　　　　（10㎞・ハーフの部） 9時30分
【大会に関するお問い合わせ先】
　　東京ベイ浦安シティマラソン実行委員会事務局
　　〒279-8501　浦安市猫実１－２－３
　　TEL 047－351－1111㈹

今回のゲストランナーは市橋有里さん

川手　青嵐　選手

綾戸選手（左端）綾戸選手（左端）

第18号　　（４）

■ 合気道連盟

　９月23日に、「輝け女たち
part２」と題して、毎週火曜
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者から有段者まで、しなやか
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ドなスケジュールの中、選手が持っている力を存分に発揮し、
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するという主旨のものです。（公式記録にはなりません）小
学校対抗リレーもとても盛り上がってます。
　また、最高記録は、年齢別種目別に管理しており、記録更
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1,800名に及ぶ大組織に発展しました。今回の受賞は一緒に頑張った多くの方々を代表してのこ
とと自覚し今後も市民スポーツの発展に努力してゆく所存です。

鈴木勝　氏（浦安市テニス協会　会長）　平成２０年度　千葉県体育協会功労賞　受賞

■ バドミントン協会（NHKジュニアスポーツ教室開催）

　６月22日に総合体育館で、日本におけるバドミントン競技のトップ指
導者の栂野尾監督と女子トッププレイヤーとして活躍している米倉選手に
よるバドミントン教室が開催されました。大変にわかりやすく熱心な指導
で、小中学生の受講者はバトミントン競技の面白さを体感し、高校・大学生・
一般の受講者は今後の練習の取り組みに役立つヒントを得たようでした。
　北京オリンピックの日本選手の活躍も背景にあり、このような教室の開
催で今後バドミントンに興味を持ち、始める方も多いと期待しています。

○明海FC『第21回サッカーマガジン全国少年大会』優勝! 種　　目 記　録
小学男子50m 宇田川雅貴 8.80
小学男子100m 宮崎　智也 16.53
小学男子800m 須藤　恒気 3.08.02
小学男子1000m 宮地　一輝 3.47.09
小学男子走幅跳 荻野　　郡 3.16
小学女子50m 椿　ひかる 9.27
小学女子100m 石田　遥香 16.72
小学女子80mH 楊　　　晴 16.40
小学女子800m 谷口　比奈 3.51.23
小学女子1000m 楊　　　晴 4.02.30
小学女子走幅跳 友安菜那子 3.56
中学男子100m 渡邊　友弘 11.88
中学男子200m 苅部　成秋 24.88
中学男子400m 草原　直樹 58.06
中学男子800m 小関　隆哉 2.30.16
中学男子1500m 千田　航志 4.52.70
中学男子3000m 千田　航志 10.46.72
中学男子110mH 平田　　勇 20.26
中学男子走幅跳 井田　智之 5.60

優勝者氏名 種　　目 記　録
中学男子走高跳 高津　裕大 1.60
中学男子砲丸投 伊藤　秀朔 7.75
中学男子400mR 堀　江　中 46.50
中学女子100m 原野久留美 13.89
中学女子200m 井上かす美 28.85
中学女子800m 雨宮　愛海 2.49.21
中学女子1500m 堺　美早紀 5.47.62
中学女子100mH 鳥越　祐希 18.87
中学女子走幅跳 井上かす美 4.59
中学女子走高跳 藤本　結子 1.45
中学女子砲丸投 三谷　麗良 6.70
中学女子400mR 妙　典　中 55.36
一般男子100m 竹ノ下　徹 12.94
一般男子1500m 山崎　　崇 5.02.55
一般男子5000m 山野井卓也 18.27.17
一般男子110mH 竹ノ下　徹 21.38
80歳以上男子走高跳 郷　　晴弘 90
80歳以上男子砲丸投 郷　　晴弘 7.01
一般女子3000m 岡本　敏子 13.39.32

優勝者氏名
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第18号　　（３）

 総合得点（53.0） （38.5） （14.5）

投稿写真

男子ダブルス、対我孫子市の１回戦を良
い試合運びで勝利。２回戦で残念ながら
シードの印旛郡市に敗れる。

男子ダブルス、対我孫子市の１回戦を良
い試合運びで勝利。２回戦で残念ながら
シードの印旛郡市に敗れる。

遠的種目では、２点差で８位までにのこ
れず、惜しくもトーナメント進出ができ
ませんでした。近的種目では予選通過が
15中で、３中差でトーナメント進出でき
ませんでした。

遠的種目では、２点差で８位までにのこ
れず、惜しくもトーナメント進出ができ
ませんでした。近的種目では予選通過が
15中で、３中差でトーナメント進出でき
ませんでした。

３３郡市中、初の10位！
全員シングルハンディーの選手が集まり、予想
通りの成績でした。今年からシニアと女子のス
コアを必ず入れることになり、次回大会は対
策を考えなければと思います。

３３郡市中、初の10位！
全員シングルハンディーの選手が集まり、予想
通りの成績でした。今年からシニアと女子のス
コアを必ず入れることになり、次回大会は対
策を考えなければと思います。

スキー教室・スキー市民大会・千葉県民体育大会のお知らせ
●スキー大会 参加者募集
　（1）浦安市民スキー大会　　　　　　　平成21年２月 7 日
　　　『大回転』　　　　　　　　　　　グランディ羽鳥湖リゾート
　（2）千葉県民スキー競技大会　　　平成21年３月14日～ 15日
　　　『大回転』『クロスカントリー』　会津高原たかつえスキー場

 １ 卓 球 連 盟 １回戦敗退 １回戦敗退 11 ソフトボール協会 ベスト８(2.5) ２回戦敗退

 ２ 柔 道 協 会 ４位（5.0） 　　 － 12 陸上競技協会 圏外 圏外 

 ３ ソフトテニス連盟 ベスト16 ７位(2.0) 13 ゴルフ協会 圏外 ※男女混合競技 

 ４ 剣 道 連 盟 １回戦敗退 　　 － 14 ラグビーフットボール協会 準優勝（5.5） 

 ５ バレーボール協会 ２回戦敗退 準優勝(7.0) 15 アーチェリー協会 優勝(8.0） ※男女混合競技 

 ６ バドミントン協会 ２回戦敗退 ２回戦敗退 16 スキー連盟 圏外 ８位（1.0）

 ７ 水 泳 連 盟 ７位（2.0） 圏外 17 バスケットボール協会 ２回戦敗退 ベスト８（2.5）

 ８ 空手道連盟 準優勝(5.5) １回戦敗退 18 弓 道 連 盟 圏外 　　 － 

 ９ テニス協会 １回戦敗退 ※男女混合競技 19 カヌー協会 ３位（6.0） ５位(4.0)

 10 サッカー協会 ベスト８（2.5）

№ 団　体　名 男子（点数） 女子（点数） № 団　体　名 男子（点数） 女子（点数）

大　人 ￥22,000 大　人 ￥26,000

小学生 ￥11,000 小学生 ￥13,000

対 象 者：小学校３年生以上

　　　　　※小学生は保護者同伴

定　　員：各回40名（内、小学生10名）

申 込 書：市役所市民スポーツ課で配布

参 加 費

スキー教室申込要領

会　　員 一　　般

【バドミントン競技】 【弓道競技】 【ゴルフ競技】

創立以来初めての男女同時に予選リーグ突
破！男子は、８回の優勝経験のある強豪松
戸市を破り、予選を突破。
また、女子は優勝経験のある我孫子市と対
戦し、１時間を越える大熱戦の末、予選を
見事勝利しました。

創立以来初めての男女同時に予選リーグ突
破！男子は、８回の優勝経験のある強豪松
戸市を破り、予選を突破。
また、女子は優勝経験のある我孫子市と対
戦し、１時間を越える大熱戦の末、予選を
見事勝利しました。

１回戦対市原61-51で勝利、２回戦対船
橋57-53で勝利したが、３回戦で松戸に
57-69で惜しくも敗れる。しかし、県民
大会初のベスト８で大健闘でした。

１回戦対市原61-51で勝利、２回戦対船
橋57-53で勝利したが、３回戦で松戸に
57-69で惜しくも敗れる。しかし、県民
大会初のベスト８で大健闘でした。

【卓球競技】 【バスケットボール競技（女子）】 【ソフトボール競技（男子）】

１回戦、２回戦とも危なげなく勝ち進ん
だものの、準々決勝戦では相手チームの
スピード、当たりの強さなどに苦戦しな
がらも互角の戦いを行なったが、前、後
半のそれぞれロスタイムに失点し惜敗し
た。

１回戦、２回戦とも危なげなく勝ち進ん
だものの、準々決勝戦では相手チームの
スピード、当たりの強さなどに苦戦しな
がらも互角の戦いを行なったが、前、後
半のそれぞれロスタイムに失点し惜敗し
た。

関東高校新人大会と重なり、また、県高校
駅伝を控えている関係で参加者の確保が難
しい中、よく健闘した。

関東高校新人大会と重なり、また、県高校
駅伝を控えている関係で参加者の確保が難
しい中、よく健闘した。

試合は中盤まで３対１と有利に進めていた
が、ベテラン２部男子ダブルス（４対６）、一
般女子シングルス（６対７）、一般男子シン
グルス（５対７）と惜敗し、１回戦突破はな
らなかったが、午前９時から午後２時にも及
ぶ大接戦でした。

【サッカー競技】 【陸上競技】

【テニス競技】

ベスト８！
１回戦、成田市戦は、バッテリーの順調な
立ち上がり、打線も好調で５回コールド勝ち。
２回戦、袖ヶ浦市戦は２回に２点を先制さ
れる。
しかし、３回に逆転し、捕手交代、投手立
ち直りで、５回２対３で勝利。

ベスト８！
１回戦、成田市戦は、バッテリーの順調な
立ち上がり、打線も好調で５回コールド勝ち。
２回戦、袖ヶ浦市戦は２回に２点を先制さ
れる。
しかし、３回に逆転し、捕手交代、投手立
ち直りで、５回２対３で勝利。

※　詳細はスキー連盟ホームページhttp://uski.stbbs.net/ をご覧下さい。

●スキー教室 参加者募集
　（1） 苗場スキー場   　　　　　　　平成21年１月24日～ 25日
　（2） グランディ羽鳥湖リゾート　　平成21年２月 7 日～  8 日
　（3） ホワイトワールド尾瀬岩鞍　　平成21年３月 7 日～  8 日
　※　いずれも前日の20時市役所総合駐車場集合、バスで出発します。

第18号　　（６）

小野寺　誠　選手名選手に聴く 生涯スポーツとしての水泳

　８月に福井県で開催された日本実業団水泳競技大会（40
歳以上50m平泳ぎ）において、大会新記録で優勝すること
ができました。記録は、自身の学生時代のタイムを大幅に
上回る30秒59の自己ベストです。
競泳の世界では、昔は高校生や大学生がピークと言われた
こともありましたが、最近は年齢を重ねても自己記録を更
新する人が多くなっています。とはいえ、さすがに40歳で
自己ベストというのは珍しいので、秘訣を聞かれることも
多いですね。勿論、技術面や体力面、精神面での工夫はし
ていますが、究極的には「好きな水泳を楽しく続けること」
につきると思っています。
私は普段、新浦安のスポーツクラブで多くの仲間と泳いで
いますが、必ずしも仲間の全員が競技志向という訳ではあ
りません。

水泳を楽しみたいという共通点を持った仲間が、年齢、性
別、競技レベルを超えていつも集まります。そこで、教え
たり、教えられたり、雑談したり、まさに水泳を通じた地
域社会がそこにあり、みんなが仲間との交流を楽しんでい
ます。競技スポーツにおいては、指導者と選手という関係
や、競技成績を追及する姿勢が重視されますが、生涯スポー
ツでは、もっと柔らかい連帯感とスポーツを楽しむ姿勢が
重要なのだと思います。
こういった生涯スポーツの場は、地域社会としても非常に
貴重な資産です。私の30年の競技生活で得た、知識、経験、
そして水泳の楽しさを伝えることで地域社会がより活気付
くことになればと思っています。
皆さんも私たちと一緒に水泳を楽しみませんか？

名選手に聴く 小宮山　友祐　選手 フットサルワールドカップ

　９月30日からブラジルにて開催されたFIFAフットサル

ワールドカップに日本代表として出場しました。今回は

フットサルが盛んなブラジルという国で、どういう大会に

なるのか、非常に興味がありました。４試合ブラジルで戦っ

て、強く感じたのは、試合に勝たなければいけないプレッ

シャーが日本とは全く違うこと。会場は常にほぼ満員で、

試合中、選手同士や監督の指示が聞こえなくなるくらいの

歓声が上がっていました。日本でもこの4年間で、Fリーグ

という全国リーグができたことにより、　フットサルを取

り巻く環境は確実に変わりました。自分も含め、競技に専

１．競技種目　　水泳
２．所属団体　　浦安市水泳連盟
３．生年月日　　昭和42年12月29日
４．出 身 地　　岩手県釜石市
５．主な成績
 2008年日本実業団水泳競技大会 40歳以上 50m平泳ぎ 優勝（大会新）
 日本スポーツマスターズ2008 40-44歳 50m平泳ぎ 優勝（大会新）
 日本スポーツマスターズ2008 40-44歳　100m平泳ぎ  優勝（大会新）
 （2007年、2008年でマスターズ日本記録を計18回樹立）
６．座右の銘
　　　♪負けたら終わりじゃなくてやめたら終わりなんだよね
　　　　　　　どんな夢でも叶える魔法　　それは続けること♪

＜プロフィール＞ 

１．競技種目　　フットサル
２．所属団体　　浦安市サッカー協会（バルドラール浦安）
３．生年月日　　昭和54年12月22日
４．出 身 地　　神奈川県
５．主な成績
　　　2004～2008年 フットサル日本代表
　　　2004・2008年 FIFAフットサルワールドカップ 出場
　　　2005～2008年 AFCアジアフットサル選手権 出場
６．座右の銘　　継続は力なり

＜プロフィール＞ 

念できる環境が徐々に整いつつあると思います。しかし、

ブラジルではまだまだ日本と差があるとショックを受けま

した。今の自分の目標は、もっとフットサルやバルドラー

ル浦安に興味を持ってもらうこと、好きになってもらうこ

とです。自分たちの町にフットサルチームがあることを

知ってもらいたい、そのためには選手として自分も頑張ら

なければいけないと強く実感した大会でした。

大田原選手 長畑選手

４番が小宮山選手４番が小宮山選手
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第18号　　（７）

浦安市野球協会学童部創立30周年

　少年野球の学童部は、昭和54年に創立し今年で30周年を迎えました。
　これを記念して次の通りの記念事業を行いました。

　11月22日（土）午後4時半からホテルオークラ（東京ベイ）で記念式典が開催され、４団体、
個人６名への感謝状、並びに61名への永年功労賞の表彰式が目出度く行われました。引
き続き、松崎市長はじめ200名の出席のもと祝賀会が盛大に開催されました。
　また、少年野球30年の歩み、市内外大会のチーム毎の戦績、学童部14チームの紹介
などを記した30周年記念誌を発行しました。

春、夏、秋の大会を滞りなく実行し、秋の第55回大会は盛大に開催され、
熱戦を繰り広げました。

本年度の浦安市少年野球大会「30周年記念大会」の冠をつけて開催

創立30周年記念式典、祝賀会の開催

第18号　　（２）

平成20年度　第60回県民体育大会の記録

白熱した試合を展開し、市原市・山武市にストレート勝ちするなど試合の流れを味方につけ、決勝にコマを進めました。
決勝では茂原市と対戦し、１セットをとるなど奮戦しましたが、惜しくも準優勝でした。

　予選では、見事１位で決勝進出を果たす。
　決勝戦では、各チームとも現役若手選手が多く、
スピード感あふれる迫力あるレース展開となった。
　艇のぶつかり合い、激しいバトル、沈する艇、飛
び交う声援。生き残った、香取市、松戸市と接戦を
展開し、観客を沸かせたが力及ばず３位にて終了。
〈強化事業について〉
　境川や東野プールを中心に練習を行った。技術的
には高いレベルに達していたが、体力・持久力の養
成が今後の課題として残った。

準優勝 ラグビーフットボール競技

準優勝 バレーボール競技（女子）

第3位 カヌー競技(男子)

〈強化練習について〉
今後とも選手の良い所を伸ばしていけるように指導
していきたいです。一回戦敗退の女子については、
練習不足ということもあり、次からは、ポイントの取
り方を重点的に指導します。

前回優勝、今回準優勝ということで、次回大会は優勝
を目指します。

準優勝 空手道競技（男子）

１回戦＝４－２　　袖ケ浦市
２回戦＝４－２　　流 山 市
３回戦＝４－２　　印旛郡市
決勝戦＝２－４　　船 橋 市

『３度目の決勝戦、優勝へ意気込むも』
昨年は気の緩みか、勝てる相手に負けて
しまい、今年こそはと３度目の正直をか
けて船橋市と戦いましたが15－36で負
けてしまいました。しかし、次は優勝す
るぞと誓い合いました。
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体協だより

 順　位 総　　合 男　　子 女　　子
 第１位 千 葉 市 265.5 千 葉 市 176.0 千 葉 市 89.0
 第２位 船 橋 市 188.5 船 橋 市 132.0 柏　　市 65.0
 第３位 松 戸 市 170.5 印旛郡市 111.0 松 戸 市 62.0
 第４位 市 川 市 161.5 松 戸 市 108.5 市川市・船橋市 56.5
 第５位 印旛郡市 155.5 市 川 市 105.0 ─ ─
 第６位 柏　　市 153.5 柏　　市 88.5 印旛郡市 44.5
 第７位 市 原 市 91.0 市 原 市 54.0 市 原 市 37.0
 第８位 習志野市 81.5 習志野市 52.0 習志野市 29.5
 第10位 流 山 市 57.0 浦 安 市 38.5 野 田 市 17.0
 第12位 浦 安 市 53.0 木更津市 38.0 ─ ─
 第13位 木更津市 49.5 香 取 市 37.5 茂 原 市 15.0
 第14位 君 津 市 39.5 南房総市 30.5 浦 安 市 14.5

　浦安市からは、冬季１競技・夏季１競技・秋季17競技に352名の選手・役員が参加し、総合成績は
33郡市中12位（53点）と昨年の成績（総合15位・33点）よりも躍進しました。
　本年度の上位入賞競技は、優勝にアーチェリー、準優勝にラグビーフットボール・空手道（男
子）・バレーボール（女子）、３位にカヌー（男子）でした。
　また、今年度は10月26日（日）に空手道競技会場の浦安市総合体育館で、総合開会式が盛大
に開催されました。

　予選ラウンドでは1位で通過し、自己新を
多数の選手が記録した。相手はいづれも高
校生・大学生を補強した強豪でしたが、準
決勝では最終の第４エンドで逆転するなど
社会人の粘りで見事優勝をつかみとりまし
た。

〈強化練習について〉
毎週２～４回の練習を行い、内２回が強化事業。
また７月に強化合宿も行いました。

男子：10位（得点38.5点）
女子：14位（得点14.5点）

開催期日
　冬季：20/  3/14～  3/16
　夏季：20/  9/  6～  9/  7
　秋季：20/10/25～10/26

第60回千葉県民体育大会
総合：第12位
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暑い夏場の運動で重要視される水分補給ですが、あまり汗を掻かない冬場
だからといって水分補給を怠っていませんか？冬場でも水分補給は大切です！
そこで今回は、運動パフォーマンスを左右する『水分補給』についてご紹介
します。

水分補給

専門家に聞く・第10回スポーツ知識

★なぜ必要？
人間の身体の約60％は水分でできています。その身体の半分以上を占める水分は、
《体温の調節、細胞機能の維持、血液中での栄養素の運搬》といった身体の重要な役割を果たしています。
そのため身体の機能をより良い状態に保つためには、体内に一定量の水分が必要なのです！

　人間はごく普通の生活をしているだけで、尿や発汗などにより１日約2.6㍑の水分が失われ、そのうち
「皮膚や呼気から約１㍑」の水分が蒸気として無意識のうちに失われているといわれてます。
　つまり、寒い冬場の運動は夏場と比べて発汗量は少なくなりますが、体を動かせば確実に水分は失われ
ていくのです！　脱水症状にならない為、運動パフォーマンスを維持する為にも・・・

　運動種目によって違いはありますが、運動量がそれほど多くない場合であれば
『ミネラルウォーター・水』で発汗によって失った水分を補給しましょう！
　しかし、長時間の運動の際には肝臓や筋肉に貯蔵されている糖質エネルギー源である
《グリコーゲン》が主に消費されていきます。このグリコーゲンが減少すると血糖値が下がり脳の働きの
悪化により運動パフォーマンスも低下してしまいますので、適度の糖分補給が必要になります。
　このことから水よりも多くの電解質(※)を含み、糖濃度が約５％程度で体内に吸収しやすい、
『スポーツドリンク』で水分を補給するのをお勧めします！

★摂取しないと…

青木純一郎：スポーツと水分補給、最新医学、43－2190－2194、1988より作成

人は運動すると体温が上昇し発汗によって体温
を一定に保とうとする機能が備わっています。
しかし、右図の様に水分を摂取しないでいると
体温の上昇が進み
・血液の濃縮（いわゆるドロドロ血）
・持久力の低下
・熱による腹痛、寒気、吐き気
などの症状が表われます。
さらにひどくなると発汗や尿量が減少し、
熱中症など非常に危険な状態になります。

★効果的な水分の摂り方

なにを飲めばいい？

運動前 コップ１杯程度　（200～500ml）　運動の３０分前までに摂取しましょう！

運動中 コップ半分～１杯（100～200ml）　15分～20分おきに摂取しましょう！

運動後 体重の減少分をできるだけ早く摂取しましょう！
☆100mlの水が体内に吸収されるまでに15～20分かかります。のどが渇いた時には、すでに脱水が始まっています。
　マラソンの給水ポイントが5㎞毎（約15分で走る距離）に設置規定があるのも、こうした理由からなのです。

※電解質：水に溶けて電気を通す物質の事。「ナトリウム、カルシウム、マグネシウムなど」
注意：水分の糖濃度が高いほど体内への吸収が遅くなり胃にたまりやすくなってしまいますので、

いわゆる「ジュース類」などは控えましょう。
　　　また緑茶やコーヒーなどカフェインを含む飲料は、利尿作用により身体の水分が減少して

しまうことから運動時での水分補給としてはお勧めできません。

運動中は「のど」の渇きがなくても意識して水分を摂取しましょう!!

浦安市総合体育館
指導員　柿崎直宏

水分摂取なし

高温下の歩行運動に及ぼす水分摂取の効果

時間（h）
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内
の
温
度
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）

（50分間の歩行運動と10分間の休憩を繰り返して行った）
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自由に摂取

発汗量と同量の水分摂取
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