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体協だより
第62回千葉県民体育大会結果報告

総合：第10位
男子：11位（33.5点）　女子：10位（21.5点）

　浦安市からは、全39競技中夏季３競技・秋季15競技・冬季１競技に304名の選手・役員が参加しました。
　総合成績は33郡市中10位（55.0点）で前回大会と同順位でした（過去最高順位）。今大会の上位入賞は、優勝
にバスケットボール競技（女子）、空手道競技（男子）。準優勝にカヌー競技（男子）、アーチェリー競技でした。
なお、浦安市は出場競技数が少ないため、入賞するには出場競技数を増やすことが課題となっております。

順位 総合 男子 女子
第１位 千葉市 225.0 千葉市 147.5 市川市 81.0
第２位 市川市

194.0
松戸市 127.5 千葉市 77.5

第３位 松戸市 印旛沼市 116.0 松戸市 66.5
第４位 船橋市 169.0 市川市

113.0
船橋市 56.0

第５位 印旛郡市 154.0 船橋市 柏市 45.5
第６位 柏市 127.5 柏市 82.0 習志野市 41.5
第７位 市原市 93.5 市原市 69.5 印旛郡市 38.0
第８位 習志野市 68.5 野田市

37.5
市原市 24.0

第９位 八千代市 60.0 八千代市 八千代市 22.5
第10位 浦安市 55.0 山武郡市 35.0 浦安市 21.5
第11位 野田市 45.5 浦安市 33.5 流山市 19.0

優勝　バスケットボール競技（女子）

浦安市体育協会理事長　林田昭紀氏がご逝去されました

優勝　空手道競技（男子）

●チームワークの勝利
　昨年は惜しくも３位という悔しい思いをしました。
　今年は、シード枠からのスタートとなり、２試合目に強豪松戸市と
の対戦でしたが、８点差で見事勝利することができました。そして念
願の初優勝。練習の成果とチームワークの勝利だと感じています。

●６回目の優勝
　前々回から２大会連続して準優勝と悔しい結果が続いており、最大
のライバルは、昨年度優勝の市川市でした。
　決勝戦は、国体選手を配する強豪の市川市でしたが、昨年の雪辱を
果たし６回目の優勝を勝ち取りました。
　指導者の方々に感謝の気持ちで一杯です。

　平成24年６月26日、浦安市体育協会理事長の林田昭紀氏（享年70歳）がご逝去されました。林田氏は平成５年度から浦
安市体育協会理事長として、本市のスポーツ振興に熱心に取り組み、多くの体育協会加盟団体を纏めてこられました。
　また、平成20年度から千葉県ソフトボール協会副会長として、昭和61年度から浦安市ソフトボール協会理事長として本
市のソフトボールの普及、発展に多大なご尽力をされました。
　その傍ら、ソフトボールチームUSC浦安を設立し、全日本クラブ男子選手権全国３連覇を達成するなど輝かしい成績を
成し遂げ、浦安の名を全国に轟かせました。
　生前の林田昭紀氏のご尽力に敬意を表し、ご冥福をお祈りいたします。
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準優勝　カヌー競技（男子）

第３位　空手道競技（女子）

第４位　カヌー競技（女子）

準優勝　アーチェリー競技

第４位　ゴルフ競技

第５位　柔道競技

第６位  ソフトテニス競技（女子）第５位  バレーボール競技（男子）

第５位  ソフトボール競技（女子）

弓道競技第５位　テニス競技

●今後の課題
　リレーは各チームで輪っ
かのバトンを、次に漕ぐ艇
に手渡ししていきます、こ
の手渡しが苦労の連続でし
た。前方の艇の後方が定ま
らず、中には転覆しそうに
なる艇もあり、タイムをロ
スすることも多かったた
め、スムーズなバトン手渡
しをマスターすることが大
きな課題であると思われま
す。

●優勝を目指して
　男女ともに優勝を目指し
て試合に臨みました。
　残念ながら、女子は優勝
こそ叶いませんでしたが、
選手達のチームワークが例
年に勝りとても良く、連携
が功を奏し、見事に３位を
獲得することができまし
た。
　次回も、男女共優勝を目
指し、チーム一丸となって、
頑張っていきたいと思いま
す。

●熾烈な対戦
　今回は精鋭チームを結成
して出場しました。
　競技方法はスラローム駅
伝リレー方式だったため、
レース開始後は、スタート
から先頭争いの熾烈なバト
ルでした。
　戦いの末、５チーム中４
位という結果に終わりまし
たが、今後の成長つなげる
ことができる良い経験にな
りました。

●日々の練習
　前回は準優勝だったため、優勝を目指
しましたが、残念ながら第５位の結果で
した。この結果を受けとめ、日々の練習
により精進していきます。

●奮闘の末
　白熱した試合を展開し、試合の流れを
味方につけて、勝ち抜き、奮闘しました
が、残念ながら優勝はできず、第６位と
いう結果でした。

●目標に向かって
　課題は個々の技術力向上とチームワー
クです。その為には、協会とチームが一
丸となり、同じ目標に向かっていくこと
が必要です。

●強豪チームとの連戦
　１回戦は、成田市を圧倒し５回コール
ドで勝利しました。２回戦は、強豪の市
原市との対戦でした。健闘むなしく3-0
で惜敗しました。

●沢山の声援
　選手の皆さんは大きなプレッシャーの
中で、非常によく頑張りました。沢山の
応援団もかけつけ、大変盛り上がった大
会となりました。

●シード権を確保
　ベスト８での敗退となりました。優勝
まであと一歩のところまで来ています
が、改めて、ベスト８レベルのチームの
強さを実感しました。

●練習量の回復
　アーチェリー競技は各市
代表チームの上位３選手の
合計得点で順位が決まりま
す。
　今年は惜しくも２位でし
た。
　練習量も回復でき、優勝
した昨年より高得点でした
が、市川市は平成16年に
浦安市の出した大会記録に
タイの好成績でした。
　記録更新を目指してこれ
からも精進していきます。

●大躍進！
　昨年は６位と念願の入賞
で喜んでいました。
　今年は選手の入替と、さ
らに強化練習を３回、今大
会のゴルフコースで行いま
した。その結果、大躍進の
４位で入賞することがで
き、大変喜んでいます。し
かしながら、優勝の千葉市
とは３打差と知り、悔しく
も思っています。
　来年は強化練習を充実さ
せ優勝を目指して頑張りま
す。写真は水上選手。

第62回千葉県民体育大会トピックス
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No. 競  技  名 男　子 女　子

1 卓球 決勝トーナメント
1回戦敗退

決勝トーナメント
1回戦敗退

2 柔道 5位
3 ソフトテニス 1回戦敗退 6位
4 剣道 2回戦敗退
5 バレーボール 5位 2回戦敗退
6 バドミントン 1回戦敗退 2回戦敗退
7 水泳 － －
8 空手道 優勝 3位
9 テニス 5位
10 サッカー 1回戦敗退
11 ソフトボール 2回戦敗退 5位
12 陸上 － －
13 ゴルフ 4位
14 ラグビーフットボール 1回戦敗退
15 アーチェリー 2位
16 スキー －
17 バスケットボール 2回戦敗退 優勝
18 弓道 近的：予選敗退　遠的：7位
19 カヌー ２位 ４位

ソフトボール競技（男子）

サッカー競技

陸上競技

水泳競技

剣道競技

大会結果

バトミントン競技

卓球競技

●強豪チームとの対戦
　１．２回戦とも相手は20,30代が主力で
スピードのあるチームとの対戦となり、
勉強になりました。

●強豪市原市との試合
　同点で後半、浦安がPKのチャンス。し
かし決められず、逆に１点を失い、１回
戦敗退となりましたが、良い試合内容で
した。

●多種目参加を目指して
　参加種目が少なく、他試合との調整に
苦慮しているので、今後は市内の高校・
大学と連携し、多種目に出場できるよう
に考えております。

●更なる活発化
　選手層を充実させれば、上位チームと
の競争に加わる可能性大です。
　水泳連盟の各事業を更に活発化させて
戦力増強を図ります。

●悔しさをバネに
　予選敗退という結果に終わりました
が、今後は試合の悔しさをバネに、より
一層、稽古に励みたいと思います。

●強化練習の成果
　県上位で活躍する市原市の選手と競り
合いリードをする場面もあり、強化練習
の成果が見られました。

●健闘した試合
　決勝トーナメントは、男女共に１回戦
敗退で、ベスト８には残念ながら進めま
せんでした。総括としては健闘した試合
内容でした。

■平成24年度千葉県体育協会  功労賞　３名受賞！

　平成24年10月26日、公益財団法人千葉県体育協会功労賞に浦安市体育協会に所属されている３名が受賞をされ
ました。
　萩原明博氏は、浦安市体育協会の推薦で、市陸上競技協会創設時から役員として貢献されました。また、選手と
しても千葉県民体育大会や全日本マスターズで活躍されました。
　沓澤一夫氏は、千葉県野球連盟の推薦で、県野球連盟審判委員として長年社会人野球、高校野球の審判を務めて
おり、また審判員の指導も行い野球競技の振興に貢献されました。
　中嶋正憲氏は、千葉県合気道連盟の推薦で、県合気道連盟理事として、また、市合気道連盟副会長として地域で
の指導を行っており、合気道の指導者として地域のスポーツ振興に貢献されました。

【地域・学校団体部門】

萩原  明博 さん（陸上競技協会）
【役職・指導歴】
浦安市体育協会副会長・地域指導

【競技団体部門】

沓澤  一夫 さん（野球協会）
【役職・指導歴】
県連盟審判委員・浦安市体育協会理事・
審判員の指導

【競技団体部門】

中嶋  正憲 さん（合気道連盟）
【役職・指導歴】
県連盟理事・浦安市合気道連盟副会長・
地域指導

３名のみなさん、受賞おめでとうございます。
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■ ラグビーフットボール協会

■ 空手道連盟

■ 柔道協会

■ 野球協会

■ 弓道連盟

■ 水泳連盟

●ラグビーフェスタ開催
　平成24年11月10日（土）明海球技場で快晴の空の下で、浦安ラグビーフェスタが行われました。
　午前中は、ラグビーの現役プロ選手を招いてのラグビー体験教室が実施され、プロ選手から直接指導の下、
タックル・ラインアウト・スクラムなどの基本的な動きを体験することができました。
　午後からは、地元のチームである「JALWINGS」「浦安ビアーズ」「浦安市消防署チーム」「浦安市役所チーム」
などが参加し、タグラグビー交流大会が行われました。タグラグビーは腰につけたタグをとることによってタ
ックルとみなし、トライをとりにいくゲームです。試合には男女問わず、小さいお子さんからシニアチームの
選手まで参加し、熱気と声援により会場は大いに盛り上がりました。

●第20回全国中学生空手道選手権大会
　平成24年８月24日（金）〜26日（日）に広島県立総合体育館で開催されました。
　千葉県代表として、浦安市立入船中学校の兼子響選手（３年）兼子海選手（２年）栗本瑞樹選手（３年）の
３選手が男子団体組手の部に出場しました。
　残念ながら１回戦で宮城県に２対１で負けてしまいましたが、全国大会という空気を直接感じることができ
たことを嬉しく思います。
　これからも、空手道連盟昇政塾で心技体を鍛え、全国大会で良い成績を残せるよう努力していきます。

●第９回全国小学生学年別柔道大会
　平成24年８月26日（日）に鹿児島県鹿児島市で開催されました。
　千葉県代表として、浦安市柔道協会より藤城 心選手が５年生女子40kg級に出場しました。
　一回戦では、山口県代表を「崩袈裟固」にて勝利し、２回戦では、秋田県代表を「肩固」優勢勝にて突破しました。
しかし、準々決勝にて今大会優勝をされました福岡県代表選手に、惜しくも判定負けを喫してしまいました。
●藤城  心  選手コメント
　優勝した選手にあと一歩のところで負けてしまい、とても悔しかったです。今回、全国大会という大舞台を
経験出来たので、これを糧にして今後の試合に活かしていきたいと思います。

●第60回記念市民野球大会
　昨年の震災にて57〜59回大会をやむなく中止としましたが、舞浜運動公園野球場の復旧工事が終わり、９月
９日に「野球で築こう　市民の絆」をスローガンに、第60回記念市民野球大会を１年６ヶ月ぶりに開催しました。
多くのチームが、ほとんど練習をしていない状況にもかかわらず、新規チーム２チームを含め全58チームが参
加し熱戦を繰り広げました。
　この記念大会の試合方法は、Ａ・Ｂブロック別のトーナメント方式で行われており、57回大会登録時の１部
12チームをシードチームとして組合わせを行いました。
　大会期間は９月９日より11週にわたり熱戦が展開され、11月末には各ブロックの決勝戦にて記念大会の優勝
チームが決定しました。

●スポーツフェア2012の協力の様子
　10月７日（日）、浦安市主催のスポーツフェアが行われました。市の総合体育館にて各スポーツ団体がイベン
トを開催し、子供達がイベントを回るスタンプラリーや、出店などの催し物が盛り沢山！当連盟では「弓道体
験コース」を開催しました。
　参加者の方々は初めて習う弓道の型に戸惑いつつも、先生を真似て一生懸命に練習。最初は練習用にゴム紐
を付けた簡単な弓（ゴム弓）を使っての練習ですが、ゴム紐といえども、思い切って矢を放す動作は少し怖い
もの。初めは皆さん恐る恐るでしたが、数回練習するうちにビシッと放すことができるようになりました。意
外と子供の方が慣れるのが早いのか、親御さんが困っているのをお子さんが指導してあげるという微笑ましい
一幕もありました。
　弓道は少し敷居が高そうに見えるかもしれませんが、何歳になっても続けられる楽しい競技です。このよう
な行事をきっかけとして弓道に親しんでいただき、また興味を持っていただければ、連盟としても大変嬉しく
思います。来年も皆様のご参加を心よりお待ちしております。

●スタート講習会／記録会
　水泳連盟では、毎年、水泳記録会を実施し、千葉県民大会へ参加しています。
　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が、記録会での記録は年齢別種目別に管理しており、水泳連盟のホーム
ページ（http://sports.geocities.jp/u_suiren/）で歴代50位までの記録を公開しています。記録更新者にはメ
ダルを贈呈しています。
　また、水泳スキルのレベルアップのため、専門コーチによる飛び込みスタートの講習会も実施しています。
飛び込みスタートの講習は、あまり機会がない上にコーチの指導も好評で、大変人気のあるイベントとなって
います。



（5）第25号

■ 合気道連盟

■ 陸上競技協会

■ 浦安スポーツフェア2012

■第22回東京べイ浦安シティマラソン

■ スキー連盟からのお知らせ
●お勧めの武道
　私は長年、多くの方に合気道を指導させて頂いております。中でも、シニア
世代の方に特にお勧めしたい武道です。
　稽古の内容は、ゆっくりと基本動作を行いながら、腕、腰、膝、足首を少し
ずつ鍛え、必要な所は少しずつ筋肉がつくと共にむだな部分は締まってきます。
　スポーツの多くは相手を倒す・点数をと
る・記録を出す方向が多いですが、合気道
は自分と相手との空間をいかに大事に、有
効に利用できるかを表現するスポーツで、
勝ち負けに関係なく、楽しみながら体調に
合わせて練習が行えます。定期的に審査や
演武大会もあり、目標を持ちながら息の長
いスポーツとして広くお勧めします。新し
くスポーツを始めたい方、ぜひ足を運んで
みてください。

●第28回全国小学生陸上競技交流大会
千葉県選考会・第７回ちばキッズ陸上競技大会
結果

　平成24年７月15日（日）と10月14日（日）に千
葉県総合スポーツセンター陸上競技場において
第28回全国小学生陸上競技交流大会千葉県選考
会及び第７回ちばキッズ陸上競技大会という２
つの小学生の県大会が開催されました。県優勝、
そして全国大会出場を果した児童もおり、浦安
市の児童の潜在能力の高さを見せつけました。
大会新記録も出るなど、今後の更なる飛躍に期
待が高まります。

　平成24年10月７日（日）に浦安市総合体育館に於いて、浦安スポーツフェア2012が盛大に開催されました。
　当日は雨天の為、屋外種目・ステージ紹介・チャレンジゲームはすべて中止となり、屋内種目のみの開催となりましたが、12,000名もの来
場者が訪れスポーツで汗を流し楽しい一日を過ごされました。
　なお、浦安市体育協会は、８団体がスポーツ体験コーナーにおいて協力いたしました。

　平成25年２月３日（日）に浦安市運動公園周辺道路に於いて、東京ベイ浦安シティ
マラソン大会が行われます。
　今年度は、マラソンコースとなる道路が東日本大震災の復旧工事のため、８Kmの
部Ａ、Ｂと３Ｋｍの部となります。すでに申込受付は終了していますが、当日は沿
道にてランナーの皆さんへご声援をお願いいたします。また、毎年姉妹都市のアメ
リカオーランド市から市民ランナーが参加しています。

●冬季市民体育大会スキー競技「大回転」参加者募集
　開催日：平成25年１月26日（土）
　場　所：ホワイトワールド尾瀬岩鞍スキー場
　参加費：3,000円（スキー教室①参加者は参加費に含む）
●県民大会・スキー教室参加者募集
　（1）第63回千葉県民体育大会冬季スキー競技
　　　（平成24年３月７〜８日）
　　　種目：「大回転」・「クロスカントリー」
　（2）スキー教室①（平成25年１月25〜27日）
　　　スキー教室②（平成25年２月15〜17日）
　　　スキー教室③（平成25年３月１〜３日）
　　　場所（①②③共通）：ホワイトワールド尾瀬岩鞍スキー場

【詳細】浦安市スキー連盟HP（http://uski.stbbs.net）
【問合】坪井
（TEL 047－354－3017・携帯 090－8640－8808）

○第28回全国小学生陸上競技交流大会
千葉県選考会入賞者一覧

今年もたくさんご参加いただいた
赤ちゃんダービー。

達成感溢れるゴール！！ 冬空の下でも元気に走ります！

各スポーツ団体の方々によって参加者への
丁寧な指導をしていただきました。

友達同士、ご家族で楽しんでいただける
フェアとなりました。

○第７回ちばキッズ陸上競技会
大会入賞者一覧

種　目 氏　名 記　録 順　位
４年女子100ｍ 近藤　知穂 16秒42 ５位
５年女子100ｍ 藤井　柚茉 14秒78 ２位
女子走高跳 宇田川雅菜 １m26cm ７位

女子ソフトボール投げ 内藤なつ美 64m19
（大会新）

１位
（全国６位）

５年男子100m 阿部　祐悟 13秒84 ２位
男子走高跳 五十嵐智也 １m34cm ７位

種　目 氏　名 記　録 順　位

４年女子100ｍ
市川　沙織 15秒30

（大会新） ４位

近藤　知穂 15秒41 ６位
５年女子100ｍ 藤井　柚茉 14秒30 １位
女子走高跳 宇田川雅菜 １m15cm ５位
５年男子100ｍ 阿部　祐悟 13秒22 １位

男子走高跳
黒濱　優至 １m33cm ２位
長澤　裕太 １m20cm ５位

男子走幅跳 大久保貴揮 ３m86cm ８位
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団体の有名人

団体の有名人

久
ク

間
マ

　博
ヒロユキ

之　さん

林
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ミ

保
ホ

子
コ

　さん

合気道で人生の充実を！！

連盟３人目の錬士誕生！！

　30歳を過ぎたころ、一人で車の運転、電車に乗る自信が

なくなり、疲れか風邪かなと思っていましたが、その後食欲

減退、睡眠もとれず段々と痩せ、一時は癌ではないかという

考えが頭を過り、数々の病院で診察を受けました。どこの病

院でも、精神面からの病である自律神経失調症と診断され、

環境変化や転地診療が必要と言われました。

　身体に自信をつけるため、楽しくできるスポーツをしよう

と考え、家の近くのテニスレッスンに通いましたが、身体に

自信がつくまでには５〜６年かかりました。初級からはじめ

て、家でコーチに教わったことを復習、その後は対外試合に

も参加し、以来32年続けています。

　しかし体力の衰えには勝てず、老化と足腰の負傷などが絶

えず起き、このままではいけないと思い、新聞の折り込み広

告で合気道の募集を見つけて入会し、早や３年半が過ぎまし

た。未だ白帯で皆様への迷惑も顧みず続けております。人間

の体は、大半の人が左右対称ではなく、それを矯正するには

合気道の基本動作を訓練するのが有効で、老化防止にもてき

面だと思います。

　また、稽古仲間もできて、稽古後に老若男女で和気藹々と

した雰囲気で話を弾ませており、満足した人生を送っていま

す。少しでも興味があれば入会をお勧めいたします。

　林美保子さんは、子育て中のお忙しい身でありながら合間
をぬって練習を重ねられ、平成23年11月、見事、錬士の称
号者となられました。林さんは、２年連続で国体正選手にも
選ばれた、県内でもトップレベルの選手です。
　弓道競技には近的と遠的部門がありますが、林さんは特に
遠的部門に定評があり、平成22年10月には、全日本弓道遠
的選手権大会５位入賞という快挙も成し遂げられました。
　林さんの魅力は、長身を生かした大きな射と、大舞台でも
結果を残す強い精神力であると感じています。この２つを兼
ね備えた林“先生”は、皆の憧れの存在です。
　弓道の世界では、錬士などの“先生”と呼ばれる称号者に
なって初めて、公に指導をすることが許されます。
　このたび、林先生が錬士になられたことで、我々会員が指
導していただく機会も増えました。
　「“初心忘るべからず”をモットーに、今後も精進を重ねた
い」と謙虚に仰る林先生。今後も益々のご活躍を期待してい
ます。
錬士とは…武道における称号の第３位。上位の称号に「範士」
と「教士」、弓道は、五段以上の段位を有する者でないと錬
士になれない

＜プロフィール＞
１．競技種目　合気道
２．所属団体　合気道連盟
　　現在、シニアクラスで楽しく稽古をしています。

＜プロフィール＞
１．競技種目　弓道
２．所属団体　弓道連盟
３．趣　　味　エコクラフトのかご作り

多くの人が抱える左右のゆがみは、合気道の基本動作
の訓練によって解消されると語る久間さん。

子育てもこなしながら練習に励み、大舞台にも屈さぬ
精神力で錬士になられた林先生。
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■ 富岡中学校男子バスケットボール部  市川・浦安大会で優勝！県大会は準優勝！関東大会出場へ！

■ 第31回小学校サッカー大会　日の出南小学校が２年ぶりに優勝

■ 第31回小学校ミニバスケットボール大会　高洲小学校が優勝！

　７月21日から始まった千葉県中学校総合体育大会市川・浦安支部の
男子バスケットボールの部では、決勝で市川四中に85-68で勝ち、富
岡中学校が優勝を収めました。７月28日からの第66回千葉県中学校総
合体育大会では決勝まで勝ち進み、八千代松陰中に47-71で敗れ準優
勝となりましたが、関東大会出場が決定しました。
　８月７日に神奈川県平塚市で行われた関東大会、１回戦の相手は神
奈川県代表の秦野北中。両チームともマンツーマンディフェンスで立
ち上がり、リズムが出てきた第１P終了間近に⑧木下の３Pシュートと
秦野北④のドライブインで試合が動き始めました。第２P以降、2-2-1
ゾーンプレスで流れを変えようと動き出す秦野北からリードを守り第
２Pを29-22で折り返します。しかし、第３Pで調子をあげた秦野北④
のドライブインで追いつかれ、さらにゾーンプレスがきまり、44-46
で第３ピリオドを終えます。第４Pになり⑤蕪㟢のドライブと④江口の
ポストプレイで追い上げるが、秦野北の確率の高いシュートでリード
され54-65で惜敗しました。惜しくも敗れたものの、大舞台での試合
は選手たちにとって大変貴重な経験となりました。

　サッカー大会の決勝トーナメントは、10月20日の土曜日に明海小学校と明海
少年サッカー場の２会場で行われ、予選から全試合を無失点で勝ち上がった日
の出南小学校が決勝も２対０で勝ち、２年ぶりの優勝となりました。準優勝は
東野小学校、３位は北部小と東小でした。

　10月13日の土曜日に総合体育館で第31回小学校ミニバスケットボール
大会の決勝が行われ、 全試合で50点以上をあげた高洲小学校が優勝、準優
勝は舞浜小学校、３位は南小学校と入船南小学校でした。

決勝戦も含めた各試合で50点以上をあげ、抜群の得点力を示して優勝した
高洲小学校チーム

同日に交流試合も行われました！

順　位 学　校　名

優　勝 日の出南小学校

準優勝 東野小学校　　

３　位
北部小学校　　

東小学校　　　

順　位 学　校　名

優　勝 高洲小学校　

準優勝 舞浜小学校　

３　位
南小学校　　

入船南小学校

交流戦

浦安小 17－50 東野小　

東小　 52－42 高洲北小

50　43

54　16 23　47

56　20 29　40 45　35 26　46

第31回小学校
ミニバスケットボール大会
トーナメント表
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スポーツ知識 専門家に聞く・第17回

浦安市総合体育館
指導員　柿㟢直宏

スポーツと栄養
　スポーツ（運動）をするうえで大切な『栄養』ですが、スポーツの種目に
よってトレーニング方法が様々あるのと同様に、その種目に合った栄養摂取
の方法も多種多様にあります。今回はどの種目でもほぼ共通である『スポー
ツ（運動）前後の食事』についてご紹介します。

☆大切な試合の前日。何を食べたらいい？
　試合前日は『炭水化物』と『水分』をしっかり摂りましょう。試合前は身体（脳や筋肉）のエネルギー源となる
　《グリコーゲン※》をできるだけ多く体内に蓄えておくことが重要になります。また試合に勝つためにカツを食べて“げ
ん担ぎ”といきたいところですが、油を多く含む食事は消化に時間がかかり、胃もたれや吐き気の原因にもなりますので、
あまりおすすめできません。更に試合前は緊張しがちで、緊張により消化器官の働きも鈍くなりますので、消化の早い食
べ物をよく噛んで食べることも心がけましょう。
※グリコーゲン：炭水化物（ご飯・パン・麺類など）が体内で吸収され、筋肉や肝臓にエネルギー源として貯蔵しているもの。
★おすすめメニュー：豚肉のしゃぶしゃぶ・ポークカレー・パスタ・うな重など

☆試合（運動）当日
　運動中は消化（胃）に対するエネルギーがあまり働かないことから、試合時は胃の中をできるだけ空っぽにしましょう。
食事による胃の消化は３〜４時間といわれていますので、試合時間が決まっていれば逆算して食事を済ませておきましょ
う。その際は、消化の早い『炭水化物の多い主食（ご飯・麺類）』を中心におかずや野菜は控えめにします。試合が午前
中であった場合、朝食はそれに合わせて早い時間帯になります。日頃から朝食を食べる習慣を身につけましょう。水分補
給は１〜２時間位前に200〜500ml程度の水かスポーツドリンクを摂っておきましょう。

☆試合中（運動中）
　のどの渇きがなくても15分〜20分おきに100〜200mlの水分を摂りましょう。運動量や運動時間がそれほど多くない
場合は『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する程度で大丈夫でしょう。しかし、長時間（90
分以上）の運動では、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
度の糖分が含まれている『スポーツドリンク』で水分を補給するのをお勧めします！ 一日に何試合もする場合は、時間
がどれだけ空いているか考慮し、消化の早いものを摂ります。時間がない場合は、市販の栄養ゼリーやドリンク・フルー
ツなどで補いましょう。

☆試合後（運動後）
　激しい運動や試合で枯渇したグリコーゲンをいち早く回復させることが重要になります。なるべく早く『炭水化物（糖質）
と水分』の補給をしましょう。できれば運動後30分以内に糖質とタンパク質を３：１の割合で摂取することが望ましい
ですが、ストレッチや着替えなどで食事による補給は難しい場合があります。その場合は『果汁100%ジュース・バナナ』
などで補いましょう。クールダウンと栄養補給を心がけましょう。

　運動前後の食事についてご紹介をしましたが、『バランスのとれた食事』を毎日できていることが大前提にあります。
栄養摂取が不足すると、筋力やパフォーマンスの低下、怪我をしやすくなったり、怪我の回復に時間がかかってしまいま
す。毎日の食事にきちんと五大栄養素である『炭水化物・タンパク質・脂質・ビタミン・ミネラル』がバランスよくとれ
ているか確認してみましょう。スポーツをする方はもちろん、スポーツに関わりのない方も健康な身体を保つには栄養バ
ランスのとれた日々の食事を心がけましょう。

適切な運動習慣は健全な生活への一助となります。
運動公園総合体育館・中央武道館
トレーニングルーム

●開館時間／午前9時～午後9時（最終入場午後８時30分まで）
●休 館 日／【体育館】水曜日（祝日は開館）、12月29日～１月４日
　　　　　　【武道館】月曜日（祝日は開館）、12月29日～１月４日
●使 用 料／市内一般（高校生以上）１時間150円・２時間310円
※トレーニングルームのご利用は講習会の受講が必要になります。【予約制】
　詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

浦安市舞浜2番地27（体育館）
☎047-355-1110
浦安市猫実1-18-15（武道館）
☎047-380-2100




