
発行・編集／公益財団法人相模原市スポーツ協会　発行月／令和３年３月
〒252-0236　相模原市中央区富士見 6-6-23　けやき会館４階　☎042-751-5552　FAX 042-751-5545
URL　https://sagamihara-sport.or.jp

広 報 紙

SPORT  SAGAM IHARA

-5552　FAX 042-751-5545
発行・編集
〒252-02
URL　https://sagamihara-sport.or.jp

広 報 紙

SPSPSPSSSS

集／公益財団法人相模原市スポーツ協会　発行月／令和３年３月
236　相模原市中央区富士見 6-6-23　けやき会館４階　☎042-751
://sagamihara-sport or jp

63 
スポーツさがみはらは

スポーツ振興くじ助成を受けて作成しています

開
催
時
期
未
定

●スポーツセミナー
場　所 未定

●スポーツ講習会
場　所 未定

２
月
日付未定
●総合型地域スポーツクラブPR事業
場　所 市内公共施設等

20日㈰
●（公財）相模原市スポーツ協会表彰（一般・学生）
場　所 市立産業会館

２月または３月
●スポーツネットワーク中学生セミナー
場　所 未定

10
月
９日㈯
●さがみはらスポーツフェスティバル
場　所 　相模原ギオンスタジアム他

29日㈮～11月２日㈫
●全国健康福祉祭（ねんりんピック）岐阜大会選手派遣
場　所 岐阜県

５
月
29日㈯
●2021ツアー・オブ・ジャパン相模原ステージ
場　所 スタート 橋本公園／

　 　　　　フィニッシュ 鳥居原ふれあいの館

●みんなでチャレンジ！わくわくスポーツフェア2021
場　所 アリオ橋本

９
月

25日㈯

４日㈯・５日㈰

●「スポーツさがみはらvol.64」発行

３
月
12日㈯
●相模原クロスカントリー大会2022
場　所 相模原ギオンスタジアム

日付未定
●市民ゴルフ大会
場　所 相模原ゴルフクラブ

26日㈯
●「スポーツさがみはらvol.65」発行

※ 事業の場所や内容、日程等は変更になる可能性があります。
詳しくはＨＰをご覧ください

令和３年度

令和２年度 (公財)相模原市スポーツ協会表彰 （敬称略）

スポーツ少年団本部長表彰 （敬称略）

寺嶋　孝政（陸上競技）
内川　貞雄（ソフトテニス）
江夏　四三郎（野球）
一藤　忠士（野球）
宮崎　かほり（卓球）
長谷川　健次（スキー）
小林　優志（山岳）

河治　昭一（剣道）
山口　淳（バスケットボール）
秋澤　俊明（バレーボール）
石渡　昌行（バドミントン）
新堀　久美子（水泳）
阿部山　陽子（スケート）
竹森　昌子（レクリエーション）

望月　久美（弓道）
野﨑　信久（サッカー）
大貫　直樹（空手道）
谷口　みよ子（テニス）
長谷川　拓美（ボウリング）
森　雄作（ソフトボール）
小川　智和（少林寺拳法）

内藤　圭一（体操）
油谷　哲夫（ダンススポーツ）
廣瀬　雅一（ラグビーフットボール）
間宮　玲子（ペタンク）
中野　康次（ゴルフ）
鈴木　昭次（グラウンド・ゴルフ）

スポーツ功労者
一般表彰

一般表彰

特別表彰

相模原市ペタンク協会 相模原市スケート協会
賛助会員

 学生 
相模女子大学中学部 バスケットボール部
光明相模原高等学校 男子ソフトボール部
光明相模原高等学校 女子ソフトボール部
東海大学付属相模高等学校 男子4×100mリレーチーム

東海大学付属相模高等学校 ラグビーフットボール部
東海大学付属相模高等学校 柔道部
東海大学付属相模高等学校中等部 柔道部
青山学院大学陸上競技部(長距離ブロック)
青山学院大学陸上競技部(短距離ブロック)

優秀団体

優秀選手
一般
◆ソフトテニス
　山崎　和子
◆バドミントン
　小嶋　鷹宗
　只木　篤信
◆ 空手道
　五明　宏人

 学生 
◆陸上競技
　湯野川　創
　塩田　成
　中川　靖悟
　杉山　未佳
　萱野　遥夏
　草刈　恭弓
　飯田　陽仁
　瀬川　航平

　矢部　慎之介
　小野　竜之介
　田島　啓大
　前田　のどか
　髙島　咲季
◆バドミントン
　大友　輝真
　永松　陽
　沖本　祐
　岸田　南乃芭

　齊田　真歩
　星野　雅
◆柔道
久能　桐馬

　畠山　悠青
　松浦　泰然
　木原　慧登
　瀧澤　顕志郎
　手塚　春太朗
　大村　颯馬

　滝本　大翔
　天野　開斗
　菅原　光輝
◆水泳
　小堀　倭加
◆新体操
　猪狩　希羽

相模原市スポーツ協会
３つの取り組み３つの取り組み

スポーツ庁「スポーツエールカンパニー」の認定
　従業員の健康増進のためにスポーツ活動の支援や促進に向け
て積極的な取組を行っています。（自転車や徒歩による通勤、
スタンディングミーティングの実施、階段の利用など）

スポーツ庁「Sport in Life コンソーシアム」への加盟
　自治体・スポーツ団体・経済団体などが一体となり、国民のスポーツ
実施率向上に向けて、企業等と連携・協力して広くスポーツ機会を提供
します。

　相模原市とともに、SDGｓの達成に向けた取組や地域課題
の解決、SDGｓの普及啓発に取り組んでいます。

相模原市「さがみはらSDGsパートナー」への登録

７
月●田中仁スポーツ賞基金チャリティゴルフ大会

場　所 相模原ゴルフクラブ
●銀河連邦スポーツ交流事業・銀河カップ
　少年サッカー大会選手派遣
場　所 佐久市

日付未定

11
月●銀河連邦スポーツ交流事業・うちのうら

　銀河マラソン大会選手派遣
場　所 肝付町

日付未定

２
０
２
２
年
１
月

１日㈯
●さがみはら元旦マラソン大会
場　所 相模原ギオンスタジアム周辺

16日㈰
●相模原駅伝競走大会
場　所 相模原ギオンスタジアム及び周辺道路

●銀河連邦スポーツ交流事業・星のまち
　スピードスケート親善大会選手派遣
場　所 佐久市

日付未定

団員表彰
◆柔道
鹿毛　一花 （上溝柔道教室）

　三浦　和奏 （上溝柔道教室）
　久能　秀馬 （上溝柔道教室）

◆バドミントン
大友　輝真 （法政クラブ）

   升　吏斗哉 （法政クラブ）

イベントカレンダーダイイベン ンン レイ ン レト ンダンイイイイイイイイイイベベベベベベベベベベンンンンンンンンンントトトトトトトトトトカカカカカカカカカカレレレレレレレレレレンンンンンンンンンンダダダダダダダダダダーイベントカレンダーイベントカレンダー
相模原市スポーツ協会事業相模原市スポーツ協会事業



　前回までの中級トレーニングをしっかりとこなせた方に向け、今回からいよいよ上級編に入ります。上
級編のインナートレーニング → アウタートレーニング → 連動性のトレーニングを行います。
　上級編ですのでつらくても骨盤の安定を心がけ、正しいフォームを意識して行っていきましょう。筋力
の柔軟性を自分で客観視できる様にすすめて下さい。

初 め て の

体幹バランストレーニングⅩⅤ
15スポーツコラム

有限会社コバメディカルジャパン、ＫＯＢ
Ａスポーツエンターテイメント株式会社代
表取締役、ＫＯＢＡ式体幹☆バランスライ
センス協会会長
一般社団法人ＪＡＰＡＮ体幹バランス指導
者協会理事
サッカー種目金﨑夢生選手、水泳種目池江
璃花子選手、その他多くの競技のトップア
スリート、有名アーティストのパーソナル
トレーニングを担当。体幹バランストレー
ニングの第一人者。

監修：木場克己（こばかつみ）

① 片膝を立て仰向けに
なり立てた膝側の腕
は横に伸ばす。伸ば
した脚側の手は頭の
下に。

② 肩甲骨を浮かせ、肘と膝を付ける。同時に伸ばした脚の踵を
浮かせる。骨盤は床に押し付けたまま浮かない様に脇から丸
めていくイメージで行う。

カラダが左右にブレない様に意識。肩甲骨を浮かせる。ＰＯＩＮＴ

②の姿勢で３秒キープ。左右10～15回回 数

脚上げクロスクランチインナートレーニング 　中級編で行ったクロスクランチをベースとしてさらに脚を浮かせる動作を加えること
で負荷を高めたメニューです。

カラダを捻って
しまわない様に
注意

NG

① 仰向けに寝て脚を骨
盤幅に開き膝を立て
る。胸の上で腕を組
む。足裏は床にしっ
かり着ける。

② お腹を丸めながらゆ
っくり上体を起こ
す。骨盤が浮かない
様にし、お腹を緩め
ず連続で刺激を入れ
る様に意識する。

顔をおへそに近づけるイメージで丸める。ＰＯＩＮＴ

連続で10～15回回 数

連続クランチアウタートレーニング

NG足裏をしっかりと床に着けておくＰＯＩＮＴ

足裏が浮いてしまっている

② 上体と伸ばした側の脚を同時に持ち上げる。この
時、上体は上げた膝の高さになる様にする。

① 片膝を90度に立て仰向けに寝る。両腕は斜め45度
に開き手のひらを下に床に置く。

脚を上げすぎはNG

Ｖクランチ連動性トレーニング 　上体と脚を引き上げてお腹周りの連動性を高める。

NG

両手とも45度に開く

踵を浮かせる

踵を浮かせる

両両両

※ 下ろした時に脚が床に着かない様に浮かせ
た上体を保つ。

「３秒で上げ３秒で下ろす」を左右20回ずつ回 数

バレーボール大会
日　程　11月８日（日）
参　加　９団12チーム　119名
優　勝　北相チェリッシュ男子
準優勝　北相チェリッシュ女子A

日　程　 ９月６日（日）
～12月６日（日）

参　加　延べ103団　1465名
【U-８】 優　勝　FCグラシア相模原

準優勝　アトラソンFC
【U-10】優　勝　南JFC

準優勝　FC.vinculo
【U-12】優　勝　ミハタSC相模原

サッカー大会 準優勝　上南サッカークラブ
【少女】優　勝　ミハタSC相模原

準優勝　FCパッセロ相模原

相模原市 スポーツ少年団 業 結 果事

種
目
大
会

９月

バドミントン大会
日　程　10月４日（日）
参　加　７団　61名
優　勝　 若草ジュニアバドミントンク

ラブ
準優勝　法政クラブ

野球大会
日　程　 10月18日（日）

～11月14日（土）
参　加　36団　501名
優　勝　 二本松スターズ
準優勝　相武台レッドジャガーズ

10月

ドッジボール大会
日　程　11月１日（日）
参　加　５団５チーム　85名
優　勝　相原ドッジボール
準優勝　大野北ドッジボール

11月

日　程　12月５日（土）
参　加　２団　27名
優　勝　相模原フラワーズ
準優勝　すみれ少女ソフト

ソフトボール大会
12月

水泳大会、新体操大会、武道大会は、新型コロナウイルス感染症の影響
を考慮し中止させていたただきました。

※ゆっくりと行いましょう



　全身には約650個の筋肉がありますが、便利化が進んだ現代では、日常生活の中で多くの筋肉があまり使われ
なくなってきています。長時間のデスクワーク等で特に運動不足になりやすい「太ももの内側」「脇腹」「お尻」
などは、筋力が衰えて体脂肪が蓄積され、重力に負けて垂れ下がってきます。今回ご紹介するエクササイズを継
続し、ウエストや太ももを引き締めて「メリ（減り）」をつくり、お尻には「ハリ（張り）」をつくる「メリハ
リのある美しく引き締まったボディライン」をつくり上げましょう！歪みを整えてカラダは美しくなり、肥満や
メタボリック症候群の予防・改善となり、健康で若々しいカラダへと繋がります。(体調に合わせながら、週２
～３回を目標に無理なく行いましょう！ )

～脚線美・すっきりお腹・理想のボディラインへ～簡単体操レシピ～カラダすっきりフィットネスカラダすっきりフィットネス

　人間は運動不足が続くと体が固くなり、次第に血液循環がドロドロと淀んで
きます。定期的に運動を始めると、全身に血液が川の流れのようにサラサラと行
き渡るようになります。また、筋力がアップし、良い姿勢が保てるようになり関
節痛（肩こり・腰痛など）が緩和したり、新陳代謝が良くなり冷え性が改善した
り、むくみが取れて太りにくくなったり、免疫力が高まることも知られていま
す。無理のない範囲で、今回の『メリハリのある「理想のボディライン」への簡
単体操レシピ』を継続し、若々しく元気な美しいカラダをつくってください。益
々のご健康を心よりお祈りしています。

・男子新体操競技全国準優勝（高等学校）
・ 日本体育大学体操部卒。大学卒業後、海外及び全国各地で「健康体
操」を指導している
・ 相模原市中央区「さくら体操」制作・監修
健康プロデューサー
YouTube「ひらおか体操ちゃんねる」で最新健康動画を好評配信中

日本体操研究所　健康運動指導士
プロフェッショナル体操インストラクター資料・監修 平
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　バウンドテニスは、昭和55年にメルボルンオリンピックで活躍されたレスリン
グ、ゴールドメダリストの笹原正三氏によって考案され健康、体力維持向上に良
いとプロ野球ヤクルトスワローズのキャンプで用いられました。
　バウンドとはボールが弾む（バウンド）と限られたスペース（バウンダリー）
に由来しています。コートの広さが縦10ｍ×横３ｍとテニスコート６分の１の面
積でネットの高さが50㎝、ラケットの長さも50㎝、ボールの直径は5.7㎝とミニ
チュアテニスの様に楽しむことができるスポーツです。
　競技種目はシングルス、ダブルス、６人一組で編成するＢＴラリー戦があり、
室内競技のため、天候や夏の強い日差しにも影響されず子供から年配の方々まで
楽しめるスポーツです。
　相模原市バウンドテニス協会員の方々には全日本選手権大会優勝者、入賞者が
多く全国のバウンドテニス愛好者からは打倒相模原とまで言われる程になりまし
た。
　見学、体験は随時受け付けておりますので興味のある方はご連絡をお待ちして
おります。

バウンドテニスバウンドテニス

相模原市バウンドテニス協会
☎042－763－0444　大橋さん

興味がある方は
お問い合わせください

スポーツ豆知識

賛
助
会
員
募
集
‼

　賛助会員につきましては、例年多くの方にご加入いた
だき、会費は財団の活動の充実、さらなる相模原市のス
ポーツ振興のために活用させていただいています（スポ
ーツ講習会・有力選手養成助成事業など）。
　財団の設立目的および活動に、ご賛同いただける皆様
のご協力をお願いいたします。

個人会員（１口）
2,000円

家族会員（１口）
4,000円

団体会員（１口）
5,000円

特典や加入方法につきましてはホームページをご覧い
ただくか、気軽にスポーツ協会までお問合せ下さい。

家族会員
兒玉　國利 佐藤　晃司 太田　孝史 三塚　康雄

団体会員
有限会社 山十徽章
相模原市スケート協会
相模原市水泳協会
相模原バレーボール協会
株式会社 ラケットショップ フジ
相模原市バドミントン協会
相模原市ソフトテニス協会
相模原市ダンススポーツ連盟
相模原市
 ターゲット・バードゴルフ協会
相模原市スキー協会
ダイドービバレッジサービス株式会社
 相模原営業所
相模原市射撃協会
株式会社 コサカ
相模原市スポーツウェルネス吹矢協会
相模原観光株式会社
東京キリンビバレッジサービス株式会社
 相模原支店
相模原市パークゴルフ協会
相模原市ボウリング協会
相模原市ペタンク協会

相模原市卓球協会
相模原市バウンドテニス協会
相模原市グラウンド･ゴルフ協会
相模原市ソフトボール協会
相模原市レクリエーション協会
菊屋浦上商事株式会社
NPO法人相模原市サッカー協会
厚木ヤクルト販売株式会社
相模原市バスケットボール協会
相模原市空手道協会
相模原市野球協会
相模原市山岳協会
相模原市陸上競技協会
相模原市テニス協会
NPO法人相模原市
 ラグビーフットボール協会
一般社団法人日本シティスポーツ協会
株式会社ニシコウポレーション
一般社団法人 相模原市観光協会
公益財団法人相模原市勤労者福祉
 サービスセンター
株式会社小笠原 相模原支店

遠藤　友啓
加藤　泰男
宮﨑　功
阿部　隆彦
倉田　順子
渡邉　邦夫
安藤　宏之
小畠　久夫

中西　洋子
田中　国治
古川　康幸
中西　行雄
間野　静夫
岩本　哲明
鈴木　正治
髙橋　茂

島田　一郎
内山　隆彦
徳田　耕作
山　昭二

阿部　雅夫
長谷川　拓美
岡田　あさ子
清水　勇

鈴木　昭次
神岡　勝彦
渋谷　章
小金　優
根岸　吉明
佐々木　寛
磯　隆司
唐 　光雄

沖山　義明
尾作　晃
吉水　タケ子
小澤　美代子
吉田　ミエノ
佐藤　サエ
福島　拓朗
岩城　利之

個人会員
（敬称略 順不同）

令和２年度

相模原市スポーツ協会公益財団法人

賛助会員名簿

①内もも筋肉の引き締めエクササイズ～内転筋を鍛え、均整のとれた綺麗な脚のラインをつくる～ ②外もも＋脇腹シェイプアップ～外ももと脇腹を引き締め、ウエストラインをすっきり美しく～

より詳しい「解説動画」へ
ぜひアクセスください。

足を体の横に曲げて座
り、背筋を伸ばす。
腕を振り上げながら足を
持ち上げる。

同じ足を５～10回続け
て実施する。

左右ともに、５～10回程
度を目安に。

※ 外ももと脇腹をしっかり意
識して鍛える。

③お尻を美しく整えるヒップアップエクササイズ
～キュッと引き締まった「魅力的なヒップライン」へ～

両手と両膝で体を支える
（四つ這いの姿勢）。

※ 腰など痛い方は無理せず行う。
同じ足を５～10回続けて実
施する。

１．足を体の前に曲げて座り、背
筋を伸ばす。

２ 腕を振り上げながら前足を持
ち上げる。（無理のない範囲
で、膝は横に開いて。）内もも
をしっかり意識して鍛える。

３ 同じ足を５～10回続けて実
施する。

左右ともに、５～10回程度を
目安に。

片脚の膝を、真上に持ち上げ
ていく。

左右ともに、５～10回程度を
目安に。

※ 膝などが痛い方は、無理をせず、う
つ伏せの姿勢で実施しましょう。



クイズのヒント：紙面のどこかに答えが載ってるよ！

topicstttttttttttoooooooooopppppppppppiiiiicccccccccccssssssssstopics

ホームタウンチーム情報
SC相模原

 ４/ ４㈰13：00～ VS アルビレックス新潟
 ４/18㈰13：00～ VS ジュビロ磐田
 ５/ １㈯15：00～ VS ＦＣ琉球
 ５/ ９㈰13：00～ VS ＦＣ町田ゼルビア
 ５/27㈭19：00～ VS 愛媛ＦＣ
 ６/ ５㈯15：00～ VS Ｖ・ファーレン長崎
 ６/20㈰15：00～ VS 東京ヴェルディ
 ７/ ３㈯18：00～ VS ギラヴァンツ北九州
 ８/ ９㈪17：00～ VS 栃木ＳＣ
 ８/14㈯18：00～ VS ヴァンフォーレ甲府
 ９/ ４㈯時間未定 VS ジェフユナイテッド千葉
 ９/19㈰時間未定 VS レノファ山口ＦＣ

ノジマ相模原ライズ
 ８月～ 開幕予定

※ 試合を一部抜粋して記載しております。詳しくは、各チーム又は、所属リーグホームページ等をご覧ください。

三菱重工相模原ダイナボアーズ
４/ ３㈯13：00～ VS トヨタ自動車ヴェルブリッツ（花園ラグビー場）
４/10㈯14：00～ VS ホンダヒート(ミクニワールドスタジアム北九州)
４/４４/４///４/////// ３

公益財団法人相模原市スポーツ協会　広報紙係
〒252-0236　相模原市中央区富士見6-6-23 けやき会館４階応 募 先

応募締切 2021年４月30日（金）

「さがみ湖温泉　うるり」無料招待券５組10名Ａコース

ご希望の方は市スポーツ協会ＨＰの申込み
フォームから又はハガキに①クイズの回答
②希望コースと希望理由③住所
④氏名⑤年代（例：30代）⑥
おもしろかった記事⑦本紙への
ご意見・ご感想を明記のうえご
応募ください。

※ 当選者の発表は招待券の発送をもって代えさせていただきます。
※ 個人情報は、招待券の発送以外の用途では使用いたしません。
※ 転売等により購入、譲渡されたチケットは無効とみなされる場合があります。
※応募に重複があった場合は重複分を無効といたします。

※ 会場・相模原ギオンスタジアム

045-311-0653( ) 9 12 1 5

 
 

広 告

「Team UKYO SAGAMIHARA」
がホームタウンチームに‼

問題 すべてのマスを通り
問題文を読み取り

その答えをお書きください。

申込み
フォーム

ゴ
ー
ル

ス
タ
ー
ト

い の と み を

か う り く ３

す ょ て え つ

ぽ き く た こ

―― つ だ さ い

「ヒント」が
ほしい人は、

紙面右下を
見てね！

自転車ロードレースチーム

令和２年11月11日認定

前回号の答え バドミントン

　相模原駅北口に位置する在日米陸軍
相模総合補給廠の共同使用区域内に整
備された、10ヘクタールの広大な敷
地を利用した運動公園です。（現在約
2.9ヘクタールで順次拡大予定）

　在日米陸軍基地内の共同使用におけ
る公園整備は国内でも珍しく、駅から
近く、解放感にあふれ、みんなの憩い
の場として利用できる大きな公園で
す。

相模原スポーツ・レクリエーションパーク（運動公園）一部開園

Ａコース

Ｂコース

Ｂコース「ファイテンショップ相模原駅ビル店or相模大野店チタン浴カプセル体験」５組10名

念願の

Ｊ２リーグ参入‼
ノジマステラ神奈川相模原

 ・プレシーズンマッチ
 　４/29（木・祝） 14：00～ VS 三菱重工浦和レッズレディース
　 ５/29㈯13：00～ VS 大宮アルディージャVENTUS
 ・９月～ 開幕予定

  日本女子プロサッカーリーグ

WE REAGUE参入‼


