
開
催
時
期
未
定

●スポーツセミナー　
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

●市町村対抗「かながわ駅伝」競走大会選手等派遣
場　所 　未定

19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
10日（月・祝）
●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

９
月●「スポーツさがみはらvol.66」発行
24日㈯

３
月
11日㈯
●相模原クロスカントリー大会2023
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

25日㈯
●「スポーツさがみはらvol.67」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４年度

11
月● 全国健康福祉祭（ねんりんピック）神奈川大会

選手派遣
場　所 　神奈川県

12日㈯～15日㈫

● 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
３
年
１
月

１日（日・祝）
●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

15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

５
月
14日㈯・15日㈰
●みんなでチャレンジ！わくわくスポーツフェア2022
場　所 　 アリオ橋本

21日㈯
● 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

７
月●スポーツ講演会

場　所 　あじさい会館・オンライン併用

３日㈰

●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

11日㈪

● 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

相模原市スポーツ協会事業

イベントカレンダー

令和３年度　田中仁スポーツ賞　受賞者（敬称略）
優秀選手
坂井　丞 （飛込） 佐藤　大介

（ブラインドサッカー）

功績を称えて

一 般表彰

令和３年度 （公財）相模原市スポーツ協会表彰 受賞者（敬称略）

スポーツ功労者　
江藤　安則（陸上競技協会）
遠山　正紀（ソフトテニス協会）
大槻　忠造（野球協会）
小原澤　重光（野球協会）
菅原　正美（卓球協会）
伊藤　勝志（スキー協会）
榎本　幸二（山岳協会）

大粒来　誠（剣道連盟）
大貫　竜志（柔道連盟）
松嶋　富士江（バレーボール協会）
長嶋　由美子（水泳協会）
佐藤　康夫（スケート協会）
井上　早苗（レクリエーショ
ン協会）

宇都　幸夫（弓道協会）
岩野　真知子（サッカー協会）
平井　太（空手道協会）
大塚　洋保（テニス協会）
山田　逸美（ソフトボール協会）
北野　英雄（少林寺拳法協会）
大久保　雄右（体操協会）

篠塚　義治（ダンススポーツ連盟）
藤巻　信生（ラグビーフット
ボール協会）
臼倉　昭夫（ペタンク協会）
金井　修一（ゴルフ協会）
古川　康幸（ターゲット・バー
ドゴルフ協会）

優秀団体
一般
相模原タートルシニア（ソフトボール）
学生
東海大学付属相模高等学校　陸上競技部
相模原市立相陽中学校 野球部
相模原ジュニア（卓球）
東海大学付属相模高等学校　剣道部
相模原市立田名中学校　剣道部
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
相模女子大学中学部　バスケットボール部
相模原市立相武台中学校　女子バレーボール部
光明学園相模原高等学校　男子ソフトボール部
光明学園相模原高等学校　女子ソフトボール部
東海大学付属相模高等学校中等部　体操競技部
東海大学付属相模高等学校　野球部
神奈川総合産業高等学校　自転車競技部

特別表彰

賛助会員
相模原市テニス協会 相模原市ゲートボール協会

優秀選手
一般
◆ソフトテニス
　村上　乃武子
◆射撃
　井上　恵
◆スケートボード
　白井　空良
◆パワーリフティング
　北村　真由美
　渡邊　薫
学生
◆陸上競技
　中川　靖悟
　濵中　悠
　高橋　良
　萱野　遥夏
　田島　啓大
　安部　優乃
　井原　波月
　鎌田　煌花

　遠藤　天翔
　遠山　桃
　石川　優
　髙島　咲季
　近藤　幸太郎
◆剣道
　千葉　鳳子
　岩切　慶吾
◆バドミントン
　石若　泰智
　岸田　南乃芭
　茶圓　彩花
◆柔道
　天野　開斗
　多田隈　隆汰
　金子　竜士
　尼田　光志朗
　木原　慧登
　服部　辰成
　大柿　遼馬

　西山　雄大
　ナコスティン　王未土
　三ツ石　恵翔
　森　虎太郎
　富樫　佑斗
◆空手道
　髙井　理櫻
◆少林寺拳法
　岩井　花帆
　吉川　峻華
◆ダンス
　ホワイトン　謙心
　ホワイトン　夏奈実

◆カヌー
　齋藤　脩太
◆水泳
　小堀　倭加
　八木　星輝
　小方　颯
◆スケート
　齋藤　駿
◆テニス
　坂本　健英
◆ボクシング
　波多野　善
◆テコンドー
　谷　侑馬

開催！

第46回

　昨年は新型コロナウイルス感染症の影響により、やむなく中止となりましたが、
今年は万全の感染対策の下、盛大に開催されました。

　新年の陽光を浴びながら走る参加者の笑顔で相模原ギオンスタジアムがいっぱいになりました。

２年ぶり!

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４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

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

広 報 紙
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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



相模原市 スポーツ少年団 業 結 果事

　２月６日（日）に元バレーボール全日本代表選手の益
子直美氏を講師に迎え、講演をしていただきました。
　選手時代の経験を交えてお話いただき、怒る・叱るこ
とによって子どもに与える影響など、とても興味深い内
容の有意義な講習会となりまし
た。参加した指導者の皆さんか
らは、「指導を見直すきっかけと
なった」との声を多くいただき
ました。「怒らない指導」で、子
どもたちのスポーツをすること
が「好き」「楽しい」「挑戦した
い」という気持ちを継続してい
けるよう、今後ともよろしくお
願いいたします。
　コロナ禍の指導者講習会とな
り、初めてのオンライン開催と
なりました。

10月
●バドミントン大会

日　程　10月３日（日）
参　加　５団　48名
優　勝　法政クラブ
準優勝　 若草ジュニアバドミン

トンクラブ

11月
●新体操大会

日　程　11月６日（土）
参　加　５団　43名

●ドッジボール大会

日　程　11月７日（日）
参　加　５チーム　89名
優　勝　相原ドッジボール
準優勝　 中央・光が丘ドッジボ

ール
●バレーボール大会

日　程　11月７日（日）
参　加　14チーム　108名
優　勝 北相チェリッシュ女子A
準優勝　 富士見ジュニア（キャ

ッツ）

種目大会

サッカー大会【U-8】、野球大会、武道大会は、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により中止となりました。

●サッカー大会

日　程　 11月14日（日）～12
月５日（日）

参　加　74チーム　1,032名
【U-10】優　勝　 ミハタSC相模原
 　　     準優勝 星が丘サッカー
【U-12】優　勝　 バディー SC

中和田
 　　     準優勝　 FCヴィンクーロ
【少 女】優　勝　 サザンガールズ

（合同チーム）
 　　     準優勝　大沢FC

12月
●ソフトボール大会

日　程  12月４日（土）
参　加  ２チーム　30名
優　勝　相模原フラワーズ
準優勝　すみれ少女ソフト

益子直美さん『怒ってはいけない
バレーボール大会』を企画した理由

一般表彰
団員表彰
◆剣道
　勝目　真優（光武館道場）
◆空手道
　髙井　理櫻（日本空手道翔成會）
◆少林寺拳法
　岩井　花帆（相模原上溝）
　吉川　峻華（相模原上溝）

◆柔道
　富樫　佑斗（上溝柔道教室）
◆バドミントン
　升　吏斗哉（法政クラブ）
　大友　輝真（法政クラブ）
団表彰
◆剣道
　光武館道場
※【特別表彰】は該当者なし

令和３年度相模原市スポーツ少年団
本部長表彰（敬称略）

　前回はインナーマッスルを鍛えるレベル１の簡単メニュー２種目をご紹介しました。
　今回は脚を引き上げる「腸

ちょう

腰
よ う

筋
き ん

」「大
だ い

臀
で ん

筋
き ん

」とふくらはぎの「腓
ひ

腹
ふ く

筋
き ん

」のトレーニングを加え代謝アップも
目指します。
　中級レベルのトレーニングのご紹介です。

初 め て の

体幹バランストレーニングⅩⅦ
17スポーツコラム

有限会社コバメディカルジャパン、KOBA
スポーツエンターテイメント株式会社代表
一般社団法人JAPAN体幹バランス指導者
協会代表理事
サッカー長友佑都選手、久保建英選手、中
井卓大選手をはじめ、あらゆる競技のアス
リートのパーソナルニング、チーム指導を
担当。その他、有名アーティストのツアー
サポートも行う

監修：木場克己（こば かつみ）体幹プロデューサー

下ろした脚が床につかない様
にしましょう

ＰＯＩＮＴ
① 肩が内側に入らないように
しましょう

② 膝が曲がらないようにしま
しょう

ＰＯＩＮＴ

① 壁に片手をついて立ちます。背筋をま
っすぐにし、ドローインをしながら壁
についた手と反対側の膝をおへその高
さまで引き上げる。

※ お腹の筋肉に力が入っていないと腰が後
方に反ってしまうので注意しましょう

　歩行・階段の上り下り時に脚を引き上げるために大きな役割を果たす筋肉、腰回りの筋肉「腸腰筋」とお尻の筋肉
「大臀筋」、さらにふくらはぎの「腓腹筋」を鍛えるトレーニングです。どの動作もドローイン（お腹をへこませたり
膨らませたりする動作）を意識して常にお腹周りを引き上げるイメージで行いましょう。

片脚上げ下ろしトレーニング
腰痛改善だけでなく転倒防止にも効果的です。

② 息を吸いながら、脚を45度位の角度
に下ろします。①の引き上げた状態か
ら②の下ろす動作をゆっくりと10回
繰り返しましょう。

　反対側も同様に行います。

　今回のトレーニングでは姿勢
を正しくキープする時に大きな
役割を果たす「腸腰筋」と体幹
部を安定させる「大臀筋」を主
に鍛えることを目的としていま
す。
　どちらも脚の引き上げに必要
な筋肉です。

　壁に手をついた状態でのト
レーニングに慣れたら、上級
レベルにチャレンジ。
　壁についた手を離して行っ
てみましょう。
※ 上級レベルにチャレンジする
際はくれぐれも無理をせず、
転倒に注意して行いましょう

レッツトライ
膝がおへその高さま
で上がらない場合は
無理なく上がる高さ
までで大丈夫

ＰＯＩＮＴ❶

ＰＯＩＮＴ❷

ＰＯＩＮＴ

45°

指導者講習会（オンライン）



公益財団法人相模原市スポーツ協会

賛助会員名簿
令和3年度

家族会員

団体会員

個人会員

　今回は「免疫力アップ」がテーマの運動法です。「免疫力」には、大きく分けて
「獲得免疫」と「自然免疫」があります。「獲得免疫」とは、ワクチン接種などに
代表される、病原体の情報を学習して免疫を得ていくという仕組みです。次に「自
然免疫」は、生まれつき体に備わっているシステムで、体内に異物（外敵、病原体
など）が侵入するのを、主に３つの方法で防いでくれます。①「皮膚」の表面に汗
をかくことで、病原体が繁殖しないように、殺菌する効果がある。②鼻や口、喉な

どの「粘膜」でブロックする。唾液や鼻水など、殺菌作用や異物を排出する働きが
ある。③血流を良くすると白血球などの「免疫細胞」が、病原体の侵入に素早く対
応し退治してくれる。運動を行うことで特に①と③の免疫力アップに繋がります。
運動は、他にも「体温をアップさせる」「便秘解消」「良質な睡眠へ」など体に良い
効果がたくさんあります。ぜひ、今回ご紹介する「元気アップ体操」で、笑顔あふ
れる健康的な日々をお過ごしください。 あなたの健康を応援いたします！

　冬季オリンピックも様々な種目があり、日本選手の活躍のみならず、世界ト
ップレベルのパフォーマンスに、多くの感動をもらいました。スポーツの持つ
力は、世界に元気を与えてくれたと思います。今回も前回に引き続き、瞬発的
なパワーを発揮する速

そ っ

筋
き ん

（白色）と、長時間の持久力に強い遅
ち

筋
き ん

（赤色）の両
方の要素を含んだ「さくら色（ピンク）筋肉」を鍛え、「健康づくり＆美容に
効果的な運動法」をご紹介します。さくら色（ピンク）筋肉は、お尻、太もも
などの下半身につきやすいといわれています。年代・性別・体型・体力に合わ
せて、無理なく継続し、カラダを引き締め、健康で元気な毎日をお過ごしくだ
さい。

・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

ひら

岡
おか

亮
りょう

一
いち

ひらおか体操

SAKURA式

上級編
● 上級編は、腕を後ろに引きな
がら、上半身もダイナミック
に運動する（合計20回）

初級編
● やや前傾姿勢で、膝を後ろに
曲げ伸ばしながら、足を左右
交互に動かす（合計20回）
膝や腰の痛い方などは無理の
ないように

エアロビックバックキック
お尻を引き締めて、姿勢を良くする運動

初級編
●左足を前にして、足を前後に
開いて立つ。膝を曲げ伸ばし
ながら腕を大きく振る（20回）
● 右足を前にして同様に行う

上級編
● 上級編は、膝の曲げ伸ばしの
際に、後ろ脚のかかともしっ
かり上げ下げして、弾みをつ
けてバウンドを大きく行う
（20回）

バウンドランニング
血液循環を良くする全身運動

自分の体力に合わせて、息が
弾む程度の負荷で、無理なく
行いましょう

上級編
● 上級編は、右肘で右膝をタッ
チするように、足を高く持ち
上げながら実施する（合計
20回）

初級編
● 足をワイドに開いて、右足を
上げ、右手で右足をタッチす
る。左右交互に実施する（合
計20回）
自分の体力に合わせて、息が
弾む程度の負荷で、無理なく
行いましょう

サイドニーアップエクササイズ
脇腹を引き締める、メタボリック（肥満）解消運動

　ボールひとつあればゲームができて、ルー
ルを定めた競技規則は17項目あり、その内
７つは競技場等の規則で、プレーヤーにおけ
るルールは10項目と極めてシンプルです。
　８世紀ごろイギリスで始まったとされてい
て、パブリックスクールでルールが工夫・改
良されていき、フェアプレーやチームワーク
などを学ぶ側面も加味され、近代スポーツに
開花しました。
　1873年にサッカーが日本に伝わり、
1921年に大日本蹴球協会が創立され、
1929年に国際サッカー連盟に加盟、1950
年に日本蹴球協会となり、1968年の夏季オ
リンピックメキシコ大会では、日本が銅メダ
ルを獲得しました。
　1993年に日本プロサッカーリーグ（Ｊリ
ーグ）が創設・開始されました。2017年には
麻布大学附属渕野辺高等学校卒業生の小林 
悠選手が年間最優秀選手賞・得点王に輝いて
以来、本市からも多数のＪリーガーが誕生し
ています。また、日本代表には前述の小林 悠
選手、同高等学校卒業生の太田 宏介選手、神
奈川県立城山高等学校卒業生の佐々木 翔選
手が選出されました。

　女子サッカーにおいて
は、サッカー日本女子代表は
世界でもトップクラスの実力を備え、
2004年アテネオリンピックには本市出身の
宮本 ともみ選手が出場しました。また、本
市出身の岩清水 梓選手は2008年北京オリン
ピックに出場、2011年ワ―ルドカップに出
場し優勝を果たしています。
　本市では2014年にＳＣ相模原がＪ３に算
入し、2021年にはＪ２に昇格しました。ま
たノジマステラ神奈川相模原は、2015年に
なでしこリーグ２部、2017年に１部へ昇格
し、2021年度よりＷＥリーグに算入し活躍
しています。
　日本サッカー協会（ＪＦＡ）は、サッカ
ーに携わるすべての人々を「サッカーを愛
する仲間＝サッカーファミリー」として迎
え入れ、ＪＦＡからメリットを積極的に提
供することでサッカーファミリーの拡大を
推進し、2030年には800万人になることを
目標に掲げています。

スポーツ豆知識
遠藤　友啓
加藤　泰男
島田　一郎
阿部　雅夫
尾作　晃
鈴木　正治
根岸　吉明
渡邉　邦夫
安藤　宏之

倉田　順子
岩本　哲明
古川　康幸
間野　静夫
田中　国治
中西　洋子
小畠　久夫
中西　行雄
松岡　光彦

清水　勇
神岡　勝彦
鈴木　利明
鈴木　昭次
水戸　隆
野中　秀雄
金井　やえ子
平田　晶彦
山本　邦裕

髙橋　茂
渋谷　章
吉水　タケ子
磯　隆司
徳田　耕作
吉田　ミエノ
岡田　あさ子
長谷川　拓美
阿部　隆彦

沖山　義明
福島　拓朗
唐 　光雄
石原　清行
及川　正廣
前川　正

相模原市スキー協会
株式会社コサカ
菊屋浦上商事株式会社
相模原市射撃協会
相模原市ソフトテニス協会
相模原市バドミントン協会
株式会社ラケットショップフジ
相模原市バウンドテニス協会
相模原市ゴルフ協会
相模原市
 ターゲット・バードゴルフ協会
ダイドービバレッジサービス株式会社
 相模原営業所
相模原市スポーツウェルネス吹矢協会
相模原市水泳協会
相模原市グラウンド･ゴルフ協会
相模原市ダンススポーツ連盟
相模原市ソフトボール協会
相模原市スケート協会
NPO法人相模原市サッカー協会
相模原市卓球協会
相模原市パークゴルフ協会
相模原市ペタンク協会
相模原市ゲートボール協会

一般社団法人日本シティスポーツ協会
厚木ヤクルト販売株式会社
公益社団法人相模原市観光協会
相模原市レクリエ―ション協会
相模原市柔道協会
相模原市バスケットボール協会
東京キリンビバレッジサービス株式会社
 相模原支店
公益財団法人相模原市
 勤労者福祉サービスセンター
相模原市空手道協会
相模原市ボウリング協会
相模原バレーボール協会
相模原市テニス協会
相模原市剣道連盟
相模原市野球協会
NPO法人相模原市
 ラグビーフットボール協会
相模原市山岳協会
相模原観光株式会社
足育整体（mix Support)スポーツ
 アロマ＆ファイテン橋本城山店
相武台レッドジャガーズ

兒玉　國利　　　　市村　慶太　　　　太田　孝史　　　　三塚　康雄

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

　会費は、相模原市のスポーツ振興
のため、活用させていただきます。
　興味がある方、お申込
みをご希望の方はホーム
ページをご覧ください。

賛助会員
募集‼

（敬称略 順不同）

表は
力を備え

より詳しい
「解説動画」へ
ぜひアクセスください！

SS
ささ

AAKK
くく

UURR
らら

AA式式トレーニングトレーニング
「免疫力をアップする」運動不足解消 健康エクササイズ

特定非営利活動法人相模原市サッカー協会
石
い し

井
い

孝
た か

良
よ し

 ☎090－1454－9102

興味がある方はお問い合わせください

サッカーサッカー



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 2022年５月６日（金）
※ 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。

問題
② あたためてできるスポーツは？

Ａコース

Ｂコース

「さがみ湖温泉　うるり」無料招待券５組10名Ａコース

Ｂコース「ファイテンショップ相模大野店チタン浴カプセル体験」５組10名

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③郵便番号④住所
⑤氏名⑥年代（例：30代）⑦お
もしろかった記事⑧本紙へのご
意見・ご感想を明記のうえご応
募ください。 申込み

フォーム

ホームタウンチーム情報
SC相模原（会場：相模原ギオンスタジアム）

４/ ３㈰13：00～ VS 松本山雅FC

４/29（金・祝） 15：00～ VS Y.S.C.C.横浜

５/29㈰13：00～ VS カターレ富山

６/ ４㈯13：00～ VS ギラヴァンツ北九州

６/18㈯18：00～ VS カマタマーレ讃岐

７/ ２㈯18：00～ VS AC長野パルセイロ

７/ ９㈯18：00～ VS 藤枝MYFC

７/23㈯18：00～ VS 愛媛FC

８/13㈯18：00～　 VS 福島ユナイテッドFC

８/20㈯18：00～ VS 鹿児島ユナイテッドFC

９/ ３㈯時間未定 VS ガイナーレ鳥取

９/25㈰時間未定 VS ヴァンラーレ八戸

ノジマステラ神奈川相模原（会場：相模原ギオンスタジアム）
３/27㈰14：00～ VS ジェフユナイテッド市原・千葉レディース
４/16㈯14：00～ VS サンフレッチェ広島レジーナ
５/ ４（水・祝） 14：00～ VS 日テレ・東京ヴェルディベレーザ
５/ ８㈰14：00～ VS ＩＮＡＣ神戸レオネッサ
５/22㈰13：00～ VS マイナビ仙台レディース

前回号の答え １.カヌー　２.蹴球（サッカー）

４月～開幕予定　　　三菱地所JCLプロロードレースツアー2022

ノジマ相模原ライズ
９月～　開幕予定

三菱重工相模原ダイナボアーズ
４/ ２㈯14：30～ VS マツダスカイアクティブズ広島（広島総合陸上競技場）
４/ ９㈯12：00～ VS 三重ホンダヒート（相模原ギオンスタジアム）

こおり球

かい しょう１位

なん２位

け ３位？

Team UKYO SAGAMIHARA

問題
① に入るひらがなは何でしょう？

045-311-0653( ) 9 12 1 5
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