
● スポーツセミナー「スポーツメンタルトレーニン
グの基礎知識と実践法」
場　所 　 ウェルネスさがみはら

31日㈰
１月

● 市民ゴルフ大会
場　所 　 相模原ゴルフクラブ

22日㈪

● スポーツさがみはらvol.63発行
27日㈯

● 相模原クロスカントリー大会2021
場　所 　 相模原ギオンスタジアム

20日㈯

●津久井地域事業・バウンドテニスを始めよう！
場　所 　 津久井生涯学習センター

６日㈯
３月

中止になった事業

● さがみはらスポーツフェスティバル

●津久井地域事業～陣馬登山～

● 全国健康福祉祭（ねんりんピック）岐阜大会選

手派遣（令和３年度に延期）

● 銀河連邦交流事業

　・ 阿武隈リバーサイドマラソン大会選手派遣

　・ うちのうら銀河マラソン大会選手派遣

●元旦マラソン大会

● 相模原駅伝競走大会

●さがみはら健康ロードレース大会（仮称）

● 市町村対抗「かながわ駅伝」競走大会選手派遣

下半期イベントカレンダー
令和２年度相模原市ス ポ ー ツ 協 会 事 業

　ターゲット・バードゴルフは、昭和44年に日本で考案されたスポー
ツです。 「生涯スポーツ」として、昭和63年には全国スポーツ・レク
リエーション祭の正式種目となり今日に至っています。
　ターゲット・バードゴルフのボールは、合成樹脂製のゴルフボール
に、バドミントンの羽根が付いた形をしており、重さは30g以下で普
通のゴルフボールの５分の３ぐらいの重さです。これをクラブ（専用の
TBGクラブ又は一般ゴルフ用P又はPW）でショットして行きホール
アウトします。ホールはビーチパラソルを逆さに立てた様な形をしてお
り、 地上50cm程度にセットされています。直径110cmあり、このホ
ールに入れるのは かなり難しいです。
　こうして、基本的には４人１組で所定のコースを回り、各自のスコア
を競うスポーツです。ホールインワンを達成した時は最高に爽快です。

　卓球の始まりは、1880年代にイギリスの貴族の遊びから広まったと
する説が有力です。テニスが盛んなイギリスではよく雨が降ってテニス
ができなかったため、室内のテーブルでできないかと考えられ誕生しま
した。葉巻の箱のフタをラケット代わりにして、ワインのコルク栓を丸
く削ったものを使用していたと言われています。
　卓球が日本に伝わったのは20世紀前半のことであり、かつては日本
が卓球王国と呼ばれるほどの全盛期を迎えていました。しかし、その頃
から中国が卓球の英才教育を始めたことから、強い選手が次々と誕生す
る好循環を生み出して現在のような卓球王国となりました。
　1971年、名古屋の世界選手権大会をきっかけに、日本と中国の日中
国交正常化に発展し、小さなピンポン玉が大きな地球を動かしたこのこ
とを「ピンポン外交」といいます。

ターゲット・バードゴルフターゲット・バードゴルフ 卓球卓球

相模原市ターゲット・
バードゴルフ協会

☎042-756-0135  古川さん

興味がある方は
お問い合わせください

興味がある方は
お問い合わせください

スポーツ豆知識

今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、掲載イベントが中止になる場合があります。
詳しくは、ＨＰをご覧ください

● スポーツネットワーク中学生セミナー
● 銀河連邦交流事業・星のまちスピードスケート親
善大会選手派遣
● みんなでチャレンジ！わくわくスポーツフェア
● スポーツ講習会
　「青トレコンディショニング」
　「幼児ボール運動スクール（仮称）」

未定

相模原市卓球協会　
☎042-707-9004
菅原さん

➡
Ｈ
Ｐ
は

　

こ
ち
ら

●スポーツ協会表彰（一般・学生）
場　所 　 市立産業会館

21日㈰
２月

● 総合型地域スポーツクラブＰＲ事業
場　所 　 各総合型地域スポーツクラブ活動場所

未定

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２年９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
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・ 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（主将）世界体操祭最優秀チ
ーム賞。大学卒業後、海外及び全国各地で体操指
導。健康プロデューサー。

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

導。健康プロデューサー。

　最近の研究報告で、骨を丈夫にすることで、免疫細胞が増え、
ウイルスなどから体を守る機能が活性化することが分かってきま
した。最新情報を含めて今回ご紹介した３つの運動を継続（週に
２～３回以上）し、健康的な毎日をお過ごしください！またQR
コード「体操動画」では、より詳しく解説や、付け合わせに効果
的な運動も紹介しています。ぜひアクセスください！

免疫力アップ・エクササイズ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
免疫力を
向上させる
ポイント

❶ 足腰の筋肉を鍛え、血液循環を良くすることで免疫力が上がり、カラダも元気になります。
❷ 肩甲骨周辺の筋肉を鍛えると姿勢が良くなります。カラダのゆがみを整えて新陳代謝アップへ。
❸ お腹周りをよく動かすことで腸が活性化し、消化排泄機能が高まり、便秘の予防＆免疫
機能の向上に繋がります。

　左足を一歩前に強く踏み出して、地
面を蹴ってまた元の姿勢に戻ります。
左右交互に５～10回ずつを目安に行
いましょう。
※ バランスを崩さないように、足幅は
あまり大きく踏み出さなくても大丈
夫です。
※ 床が滑らないかよく注意、確認をし
て、安全に実施しましょう！

①レッグランジ（足を一歩前に）～筋肉や骨を鍛えて免疫力アップ！～
カラダを支える足腰の筋肉を鍛え、足の骨に良い刺激を与える事で、

免疫細胞が活性化するといわれています。

②天使の羽エクササイズ～肩甲骨を羽のように動かす。良い姿勢をつくり代謝アップ～
肩甲骨をしっかりと動かすと、背中がよく伸びて、新陳代謝の良い美しい姿勢になっていきます。

　両手をカラダの真横に伸ばしま
す。腕をカラダの後ろで交差（ク
ロス）させます。左右の手が交互
に上になるように、５～10回ず
つを目安に行いましょう。
※ できるだけ背中をまっすぐにして、肩
を少し後ろに引いた姿勢で行いましょ
う。
※ 肩が硬い方や、痛みのある方は無理せ
ず、自分のペースで行いましょう！

③お腹すっきりエクササイズ～ウエストをねじって体脂肪燃焼→メリハリBODYへ！～
腰回りをねじることで胃腸も活性しデトックス効果（便秘解消）アップ。

新陳代謝＆免疫力アップで元気なカラダへ！

　左足を持ち上げて、右手（右肘）でその足
をタッチします。左右交互にリズミカルにウ
エストをねじり、腰回りをツイストしましょ
う。左右10回ずつを目標に実施してくださ
い。
※ タイミングよく、元気にカラダを伸び縮みさせま
しょう！
※ 腰などに痛みや違和感のある方は、その日の体調
に合わせて休みながら、無理のないペースで行い
ましょう！

　球技系スポーツと持久系スポーツを例にして、練習がある日とない日の
エネルギー消費量（図１）の違いをみてみましょう。

　体重や筋肉量の違いによる個人差はありますが、運動強度の高いスポー
ツでは、練習がある日とない日ではエネルギー消費量の差が大きくなりま
す。練習によるエネルギー消費量が少なくなる分、食事量を減らす必要が
あります。

　自分の消費エネルギー量（推定エネルギー必要量）を
下記の式を用いて推定してみましょう。

図１の例１：野球選手

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響により、普段
通りの運動ができなくなってしまった方も多いのではないでしょう
か。練習できない日が続くことにより、消費エネルギー量が減少す
る分、摂取エネルギー量を調整するなど食事でも工夫が必要になり
ます。ここでは、運動量が減ったときの食事について説明します。

表１　種目系分類身体活動レベル

種目カテゴリー 期分け
オフトレーニング期 通常練習期

持久系 1.75 2.50
筋力・瞬発力系 1.75 2.00
球技系 1.75 2.00
その他 1.50 1.75
（小清水ら, スポーツ選手の推定エネルギー必要
量．トレーニング科学，17: 245-250, 2005）

練習がある日とない日のエネルギー消費量の違い
　エネルギー摂取量の調整には、エネルギー源となる炭水化物、たんぱく質、脂質の摂り
方が重要です。

運動量が減った時の食事のポイント

約3,970Kcal

約3,475Kcal

約495Kcal

約2,980Kcal

約2,086Kcal

約895Kcal

（図１）練習がある日とない日のエネルギー消費量の違い

身体活動によるエネルギー消費量

食事の摂取により産生されるエネルギー

基礎代謝量

＜例１：野球＞
男性：体重82kg、体脂肪率15%
　　　練習３時間、オフ：ストレッチ

＜例２：陸上長距離＞
女性：体重47kg、体脂肪率11%
　　　練習２時間、オフ：ストレッチ

練習がある日 練習がない日 練習がある日 練習がない日

エネルギー消費量の内訳

Check!

　体重の変動は、エネルギー摂取量の長期的な過不足を評価する指標となります。日々の
体重を確認し、エネルギー消費量に見合った食事量であるか確認すると良いでしょう。
　運動に見合った食生活を送るとともに、十分な睡眠も心がけることが望ましいアスリー
トライフにつながります。
参考：市民からアスリートまでのスポーツ栄養学［第２版］、岡村浩嗣編著、八千代出版、2015.

自分のカラダを知ろう

　バターやチーズを多く使用する洋食（グラタン、ピザ、デニッシュ他）や炒め物の多い
中華料理（チャーハン、麻婆豆腐他）、ファストフードは脂質が多い特徴があります。食
材では、肉であればささみ・ヒレ肉・胸肉、魚は白身魚などの脂質が少ない部位を選ぶ、
調理法では油を使用しない生（お刺身など）や蒸す、茹でるといった料理（蒸し鶏、しゃ
ぶしゃぶ、酒蒸し、ホイル蒸しなど）がお勧めです。調味料も種類によってはエネルギー
が高いため、マヨネーズやごまだれをポン酢やダシをきかせた調味料に代えるなどして脂
質を摂りすぎないよう工夫してみましょう。

●脂質の摂りすぎに注意

●たんぱく質は不足しないように
　たんぱく質は筋肉の主
な成分です。筋肉量を維
持するためにも、１日の
必要量が不足しないよう
にしましょう。とくに欠
食や主食中心の食事をし
ている人は、たんぱく質
摂取量が不足している可
能性があります。肉・
魚・卵・大豆製品・乳製
品などのたんぱく質を多
く含む食品を毎食摂り入
れましょう。

運動量が減ったときの
食事 について 監修： 柳沢 香絵教授（相模

女子大学栄養科学部健
康栄養学科）

相模女子大学栄養科学部
健康栄養学科

來
き

海
ま ち

由
ゆ

希
き

子
こ

先生

推定エネルギー必要量
× ×28.5（kcal／LBM） LBM（kg） PAL

 除脂肪量（体重から体
脂肪量を除いた量）LBM

身体活動レベル（１日
の消費エネルギー量が
基礎代謝量の何倍に
あたるかを示す数値）
※表１

PAL

×28.5（kcal／LBM） ［82－（82×15/100）］（kg）× 2.00 =3,973（kcal/日）

より詳しい「解説動画」へ
ぜひアクセスください。

① ② ③



●「一人でも多くの青少年にスポーツ
の歓びを提供する」

●「スポーツを通して青少年のこころ
とからだを育てる」

●「スポーツで人々をつなぎ、地域づ
くりに貢献する」
ことを目的に誕生した日本最大の青少
年団体です。
スポーツをはじめ、野外・文化・社会
活動などを通じて協調性や創造性を養
い、社会のルールや思いやりのこころ
を学びます。

スポーツ少年団とは？

スポーツ少年団スポーツ少年団相模原市

緑　区
剣道

●大沢剣道会　●三ヶ木剣友会
●橋本剣士会　●鳥屋剣誠会
●青野原剣友会　●相模原北署剣士会
●中野剣友会

空手道
●養心塾　●SKI相模原　●剛神館

体操
●相模原みどりSC
●コナミスポーツクラブ橋本

サッカー
●橋本サッカークラブ
●津久井フットボールクラブ 
●大沢フットボールクラブ　
●藤野FC2000　●FCコラソン

●アトラソンFC　●相模原みどりSC
●FC PASSERO相模原
●相模野サッカークラブ
●FCグラシア相模原　●つくい中央FC

野球
●二本松スターズ　●旭フェニックス
●当麻田野球部　●宮上ファイターズ
●相原リトルダンディーズ
●橋本睦少年野球部
●橋本一丁目みどり野球部

ドッジボール
●大沢ドッジボール　●橋本ドッジボール
●相原ドッジボール

バレーボール
●大沢フロッグ　●大沢フロッグ女子 
●アゼリアV.B.C ●YAMASEMI VICTORIES
●藤野ジュニア

水泳
●九沢小水泳

柔道
●相武館吉田道場　●大沢柔道会

少林寺拳法
●少林寺拳法相模原市北

スキー
●津久井子どもスキー

バドミントン
●串川育成会バドミントン
●城山バドミントン 

バスケットボール
●広田ミニバスケットボールクラブ

フロアボール
●津久井MAX

中央区
剣道

●淵野辺剣道　●田名剣道教室
●星が丘剣友会　●中央剣道愛好会
●清新剣道クラブ　●横山剣友会
●上溝剣友会　●相模原武道会
●小山剣道 ●光が丘剣友会 ●光武館道場

空手道
●相武館空手道　●剛柔流空手道 太豪会
●空手道淵野辺拳誠館　●東魁塾
●日本空手道藤和会　●日本空手道翔成會

サッカー
●星が丘サッカー　●共和サッカークラブ
●上南サッカークラブ　●BRINCAR SC
●清新サッカー
●ARTEサッカースクール相模原
●田名サッカークラブ　●ブレッサ相模原

●作の口サッカー　●OKスポーツFC
●東FC　●相模原フットボールクラブ
●SAGAMI中央FC　●FC.vinculo
●上溝FC　●FC.ZEUS小山

野球
●相模ブルーバッズ　●水郷田名ミラクルズ
●すすきの子ども会野球部
●弥栄ジュニアBBC　●向陽マックス
●小山FDフューチャーズ
●並木ドリームスターズ
●清五ジュニアーズ　●久保ビクトリーズ
●矢部四少年野球部　●小原メイズ

ドッジボール
●大野北ドッジボール
●清新・小山ドッジボール
●上溝ドッジボール ●光が丘ドッジボール
●中央ドッジボール　●田名ドッジボール
●横山ドッジボール 

バレーボール
●田名男子バレーボールクラブ
●富士見ジュニア
●田名女子バレーボールクラブ

水泳
●淵野辺水泳 ●相模原市水泳協会シンクロ
●東泳　●清新88水泳　●WILL

柔道
●上溝柔道教室　●北相模原柔道教室
●大野北少年柔道教室　●弥栄JUDO CLUB

少林寺拳法
●少林寺拳法相模原新宿
●少林寺拳法相模原中央
●少林寺拳法相模原上溝

スキー
●相模原スキー

バドミントン
●Hayabusa WINGS　●三条クラークJr. 

南　区
剣道

●新磯剣心会　●大野台剣友会　●大野中剣道
●相武台少年剣友会　●大野南剣友会　
●大沼・若松剣道　●中和田剣友会　●桜台剣友会
●上鶴間剣道クラブ育成会　●東林間剣道部

空手道
●和道流相模原支部　●守道会舘　●空手道松和館
●糸洲会旭空手道クラブ

体操
●shaleur RG　●Hikari RG　●Tiara RG
●高良Iris RG

サッカー
●南大野サッカー　●麻溝SSS　●南JFC
●鹿島キッカーズ　●相武台FCニューグリーン
●OSジュニア　●西一サッカー　●大沼サッカー

●大野台サッカークラブ　●相東ユナイテッドFC
●相模台サッカークラブ　●SCむげん
●新磯サッカー　●FC PODEROSSA
●ミハタサッカークラブ相模原
●パッセサッカークラブ　●バディー SC中和田
●FCalondra相模原

野球
●古淵ニューオリンズ　●若沼ユニオンズ
●大野台野球部　●鶴の原ヤングノーブルズ
●大野台スパローズ　●あかつき野球部
●ひのきビートルズ　●谷口ファルコンズ
●大沼レッズ　●中和田クレインズ　●麻溝台ペガサス
●旭　●相武台レッドジャガーズ　●相模ドルフィンズ
●相武台ファイターズ　●鶴の台ウイングス
●相武台スイッカーズ　●サンダース　●鵜野森イーグルス

ドッジボール
●南大野ドッジボール　●麻溝ドッジボール

ソフトボール
●すみれ少女ソフト　●相模原フラワーズ

バレーボール
●北相チェリッシュ　●RED NEXUS

水泳
●みどり台

柔道
●相模台柔道教室　●金柔クラブ　●冨吉道場

少林寺拳法
●少林寺拳法下溝

バドミントン
●若草ジュニアバドミントンクラブ　●法政クラブ
●新磯バドミントン

バスケットボール
●若松クラブ

詳しくは、市スポーツ協会ＨＰでご確認ください。登 録 団 紹 介

初 め て の

体幹バランス
トレーニングⅩⅣ

14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）

　中級トレーニングに入
り前回から引き続き、今
回も「連動性」のメニュ
ーを行っていきます。

① 骨盤が真っすぐになる様に意識し四つん這いになりま
す。頭から骨盤までが一直線になる様にキープする。

② 対角となる腕と脚を同時に持ち上げる。同時に動か
すことで連動性をつける。

③ 腕と脚をお腹で同時に呼び込むイメージで腕と脚を
ひきつけ、おへその前で肘と膝をタッチさせる。

① 仰向けになって肘を
ついて上体を起こ
し、片膝を立てる。
息を大きく吸い込み
お腹をドローインさ
せる。お腹を凹ませ
たままキープする。

② ドローインをしたまま伸ばしている方の脚
を、立てた反対膝の高さまでゆっくりと１秒
かけ上げて、１秒かけ下げる。上下させる。

脚を上下させる際、骨盤を床に押し付
け浮かない様にします。
骨盤が浮いてしまうと腰に負担がかか
り痛める原因となります。

ＰＯＩＮＴ

左右20回ずつ回 数

しっかりと凹ます

骨盤が傾かない様に。親指を上になる様にし、指
先から踵までを一直線にすることを意識します。

ＰＯＩＮＴ軽くお腹を凹ませ骨盤を下から支えるイメージ
を意識します。

ＰＯＩＮＴ

ドローインＶクランチ～お腹を鍛えていきます～ ドローインに引き上げ運動プラスして腹部の連動性を高めるトレーニングです。まずは１種目目

バッククロスクランチ～背中～お尻を鍛えます～２種目目 腕と脚の伸縮運動で体幹全体の連動性をアップさせます。

20回
上下させる

骨盤を押し付ける

ひきつけた脚は床に着かないように注意

日　時 大会名 場　所

10月
 ４日（日） バドミントン大会 北総合体育館

17日（土）～ 野球大会
（決勝日11月14日（土））ウイッツひばり球場 他

11月

 １日（日） ドッジボール大会 北公園スポーツ広場

 ８日（日） バレーボール大会 北総合体育館

15日（日）～ サッカー大会［U－10］（決勝日12月６日（日））
横山公園人工芝
グラウンド 他

28日（土）～
サッカー大会
［U－12・少女］

（決勝日12月６日（日））

２月 28日（日） 武道大会・少林寺拳法 相模原ギオンアリーナ

３月
 ７日（日） 武道大会・柔道

武道大会・空手道 相模原ギオンアリーナ
14日（日） 武道大会・剣道

事業日未定
スキー講習会（２月頃開催予定）

指導者講習会

中止事業
新体操大会

ハイキング

令和２年度下半期事業カレンダー

今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、
掲載イベントが中止になる場合があります
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ＱＲコード

すぽっちの

出演  未定は

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）

10/       ７㈬19：00~ VS ガンバ大阪U-23

10/25㈰15：00~ VS ロアッソ熊本

11月３試合、12月２試合予定

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）

10/       ３㈯13：00~ VS 日テレ・東京ヴェルディベレーザ

11/14㈯13：00~ VS 伊賀FCくノ一三重

ノジマ相模原ライズ

10/24㈯14：00~ VS 富士通フロンティアーズ（富士通スタジアム川崎）

11/       ８㈰15：00~ VS エレコム神戸ファイニーズ（エキスポフラッシュフィールド）

11/23㈪14：00~ VS IBM BigBlue（富士通スタジアム川崎）

※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。

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

「さがみ湖温泉　うるり」無料招待券５組10名Ａコース

「Spa&Hotel　JNファミリー」無料招待券５組10名Ｂコース

「ファイテンショップ相模原駅ビル店チタン浴カプセル体験」５組10名Ｃコース
市スポーツ協会ＨＰの申込フォーム又はハガキに①クイズの回答②希望コース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。

応募締切 2020年10月31日（土） 前回号の答え スポーツ（協会）
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ボールの中の
スポーツは何？

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。

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。

団体会員（１口）5,000円

個人会員（１口）2,000円

家族会員（１口）4,000円

リーグ戦（１月~開催予定）

三菱重工相模原ダイナボアーズ

「ヒント」が
ほしい人は、

誌面右下を
見てね！

クイズのヒント：野球ボールをヤ／キュウ／ボールに分けてつないでみよう


