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平成30年
度 下半期イベントカレンダー

　当協会では、大会・イベントの開催や選手の派遣
を行っています。なお、申込方法等の詳細は、順次
ホームページに掲載いたしますのでご覧ください。

●相模原ロードレース大会
●さがみはら健康マラソン大会
（相模原ギオンスタジアム・フィールド
陸上競技トラック公認に係る工事のため）

今年度中止の事業

● みんなでチャレンジ！わく
わくスポーツフェア2018
　 場　所 　 小山公園

８日㈯

● 津久井地域事業「ふれあいウォーキング」
　 場　所 　 津久井湖城山公

園周辺

１日㈯

12月

● 全国健康福祉祭「ねんりんピック」富山大会
選手派遣

　 場　所 　富山県

３日㈯ 文化の日 ～６日㈫

11月 

● 銀河連邦交流事業・うちの
うら銀河マラソン大会選手
派遣

　 場　所 　鹿児島県肝付町

25日㈰

10月

● 第13回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

８日㈪ 体育の日

● 第２回さがみはら健康スポーツイベント
　 場　所 　相模原市体育館

20日㈯

● 津久井地域事業「ヨガでリフレッシュ！
　元気に笑顔で子育てを♪」
　 場　所 　鳥居原ふれあいの館 湖畔庭園

21日㈰

● 津久井地域事業「ターゲット・
バードゴルフを始めよう！」

　 場　所 　 津久井生涯学習セ
ンター広場

27日㈯

● スポーツネットワーク中学生セミナー
● ジュニアアスリート支援事業

未定

● 相模原クロスカントリー大会2019
　 場　所 　相模原ギオンスタジアム

９日㈯

３月

● 第20回記念相模原市民ゴルフ大会
　 場　所 　相模原ゴルフクラブ

25日㈪

● 「スポーツさがみはらvol.59」発行
※ 相模原市内新聞折込、公共施設、スーパ
ー、スポーツ店等で配付

● さがみはら元旦マラソン
　 場　所 　 相模原ギオンフィールド

１日㈫ 元旦

● 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

　 場　所 　長野県佐久市

３日㈭ （予定）

１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

２月 

● スポーツ功労者等表彰・田中仁スポーツ賞
表彰　表彰式

17日㈰

● 第73回市町村対抗「かながわ駅伝」競走大会
　 場　所 　 秦野市カルチャーパーク～県立

相模湖公園

10日㈰

2018.12.８（sat）10：00～16：00
小山公園（中央区小山4-1）

わ く わ く
スポーツフェア2018

みんなでチャレンジ！
オリンピック・パラリンピック
クイズウォーク＆スタンプラリー開催！

※体験種目は予定となります。※体験種目は予定となります。

オリンピック・パラリンピック体験会
•スケートボード •BMX
•ボルダリング •３×３（バスケ）
•空手 •ボッチャ •車いすバスケ

•ラグビーフットボール
•射撃 •野球 •ロードバイク

わくわくチャレンジスポーツ体験会
•スラックライン
•ウォーキングフットボール
•足漕ぎ２輪自転車タイムアタック

•アルティメット
•体力年齢測定 •健康体操
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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



ウォーキングマップ第６弾 約５㎞

※体調が思わしくないときは中止しましょう　　　※こまめに水分補給と休憩をとりましょう　　　※歩きやすい靴や服装で出かけましょう
※ コースはウォーキング用に整備されたものではありません。季節や天候等の状況により、歩きにくい場合、通行ができない場合や歩道がない場所もありま
すので、注意して歩きましょう

※地図に掲載の寺社や施設などは、コースの目印として掲載したものなので、場所によっては立ち入りをお断りされることがあります
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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
サッカー金﨑夢生選手他、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）

　10回目は、前回実施した体幹力チェック・胴体力チェック・体幹バランス力チェック・全身バランス力
チェックをクリアした方向け「中級レベル」のトレーニングです。少しきつくなる「太もも前」「お腹と股
関節」を伸ばすストレッチ２種と、体幹を安定させバランス力をアップさせていく「背中・腰・お尻・太も
も」のトレーニング６回目でご紹介したベーシックナインの「フロントブリッジ」にアレンジを加え、少し
難易度を上げたメニューをご紹介します。　※前回までの内容は、体育協会ホームページでご覧になれます。

初 め て の

体幹バランストレーニングⅩ
10スポーツコラム

太ももの前を伸ばす
　主に太もも前の大腿四頭筋を伸ばすストレッチ
です。成長期の子ども達についても、太もも部分
が硬いと成長痛になりやすいためこのストレッチ
を行うことをお薦めします。

① 横向きになり肘を立て上の手で足首を持ちま
す。

② 伸ばす方の足を後方に曲げ、手で足首を引きお
尻に付けていきます。引いている足の太もも前
側がしっかりと伸びていることを意識します。

この部分が伸び
ている事を意識

① 片膝立ての姿勢を取る。この時、背
筋をまっすぐ伸ばし、両手は立てた
膝の上に置く。
② 後方の足を出来る限り後ろに引いて
膝を床につける。骨盤を突き出す様
に前方に体重を移動させながら、膝
に置いていた手をしっかり伸ばし引
き上げる。お腹からもも前までしっ
かりと伸びていることを意識しまし
ょう。

　お腹の中の腸腰筋にもも前の大腿四頭筋、股
関節を伸ばします。腰痛予防、骨盤の安定性を
高め転倒予防にも効果的なストレッチです。

お腹と股関節を伸ばす

後方へしっ
かり引く

3～７秒かけて伸ばしていく3～７秒かけて伸ばしていく

上体は床と水平にキープＰＯＩＮＴ

② 床から骨盤を離して頭から足部まで
直線になる様に軸を作る。腰が上が
りすぎたり、下がりすぎたり反りす
ぎない様に注意します。骨盤が安定
せず肩・腰を痛める原因となります

ストレッチメニュー２種目をしっかりと行ったら体幹トレーニングメニュ
ーに移ります。中級メニューに入る前に６回目に行った背中・腰・お尻・太も
もを鍛え、背中から骨盤周りの筋肉を引き締め体幹を強化する「フロントブ
リッジ」のおさらいです。今回はこのフロントブリッジに腕を上げる動作を
加えて、背中・もも裏を強化するトレーニングにレベルアップします。

① うつ伏せで肘を立てます。足を肩幅
に開き、つま先を立てた姿勢を取り
ます。目線は両手の間

足は肩幅、つま先立ＰＯＩＮＴ

肘は肩の下にくる様ＰＯＩＮＴ

①②のフロントブリッジをおさらいしたら次に③の腕を耳の高さまで上げる動作を追加
します。

③ 体勢をキープしながら片方の腕を耳
の高さまで伸ばし挙げます。形を作
って10秒キープ、左右３～５セッ
ト。 の部分を強化します。

　ウォーキングは、全身を使い、たくさんの酸素　ウォーキングは、全身を使い、たくさんの酸素
を体内に取り込む「有酸素運動」です。を体内に取り込む「有酸素運動」です。
　誰でも、どこでも手軽に楽しめて、健康づくり　誰でも、どこでも手軽に楽しめて、健康づくり
に効果抜群！に効果抜群！
　ウォーキングマナーを守って、住まい周辺の良　ウォーキングマナーを守って、住まい周辺の良
さを再発見してみませんか。さを再発見してみませんか。
　今回のコースは相模川沿いを歩いて自然を感じ　今回のコースは相模川沿いを歩いて自然を感じ
ることができます。ゴールになっている「相模川ることができます。ゴールになっている「相模川
自然の村公園」の展望台から望む景色はウォーキ自然の村公園」の展望台から望む景色はウォーキ
ングで疲れた体を癒やしてくれるでしょう。ングで疲れた体を癒やしてくれるでしょう。

に気軽 ぶらり！

骨盤を浮かせすぎないＰＯＩＮＴ



期日　５月12日（土）
会場　北総合体育館
参加　22団252名

第１回体力テスト
期日　６月23日（土）
会場　ウイッツひばり球場
参加　２団27名
優勝　相模原フラワーズ

ソフトボール大会
期日　８月11日（土）
会場　グリーンプール
参加　４団128名
優勝　淵野辺水泳

水泳大会

日　時 大会名 場　所

９月  ２日（日）～ サッカー大会[U－８]
（決勝日16日(日))

横山公園人工芝
グラウンド他

10月

 ７日（日）　 バドミントン大会 北総合体育館

20日（土）～ 野球大会
（決勝日11月11日(日))

ウイッツひばり
球場他

27日（土）　 ハイキング 鋸
のこぎり

山
や ま

（千葉県）

11月

 ４日（日）　 ドッジボール大会 北公園スポーツ
広場

10日（土）　 新体操大会
北総合体育館11日（日）　 バレーボール大会

11日（日）～ サッカー大会［U－10］
（決勝日12月２日(日)) 横山公園人工芝

グラウンド他24日（土）～
サッカー大会
［U－12・少女］

（決勝日12月８日(土))

 ２月 24日（日）　 武道大会・少林寺拳法種目 総合体育館
（大体育室）

 ３月
 ３日（日）　

武道大会・柔道種目 総合体育館
（大体育室）

武道大会・空手道種目 総合体育館
（柔道場）

10日（日）　 武道大会・剣道種目 総合体育館
（大体育室）

事業日
未定

指導者講習会（12月頃開催予定）
スキー講習会（２月頃開催予定）

平成30年度下半期スポ少事業カレンダー事業結果

相模原市スポーツ少年団に入るには？？

　今年のスポーツ少年団ハイキングは10月27日（土）に開催され
ます！場所は昨年度雨が降ってしまい行くことができなかった鋸山
（千葉県）となります！石切場跡をはじめ、房総半島を一望できる
景色など、驚きの連続をみんなで味わいましょう！

ハイキング予告！

　現在、相模原市スポーツ少年団には、192団体（平成30年３月31日現在）が登録しており、市内
のスポーツ広場や体育館などで活動を行っております。相模原市スポーツ少年団事務局では登録団体
を対象に競技別の種目大会はもちろん、自分の体力を測定する体力テスト、他の団と交流ができるハ
イキングやスキー講習会といった事業を行っております。是非、スポーツ少年団に登録し、沢山の事
業で交流しましょう。
　登録にあたってはいくつかの条件があります。お気軽にお問い合わせください。

●「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。

雨が降ったら…
　荒天の場合は山梨県立リニア見学センター及び桔 信玄餅工場テーマパ
ークでの施設見学となります。
　ここでしか分からない秘密を学びましょう！
※リニア走行試験は不定期で行われています。

（図２）ビタミンB1を多く含む食品

（日本食品標準成分表2015年版（七訂）、文部科学省）玄米 豚肉
（ヒレ、もも、ハム） 鶏卵（卵黄）

うなぎ たらこ

スポーツ少年団とは？

相模原市 事 業 案 内

　ビタミンB 1は糖質からエネルギーを産生する過程で不可欠な
栄養素です。運動をしている人は特に不足しがちな栄養素のた
め、食事や補食から炭水化物の多い食品をしっかり摂るとともに
ビタミンB 1を多く含む食品も意識して摂取しましょう（図２）。

炭水化物と一緒に摂りたい栄養素！

どのくらい摂ればいいの？

　スポーツ選手において推奨される炭水化
物摂取量は表１の通りです。目標とする炭
水化物摂取量は、個々人の運動量や体重で
変わってきます。スポーツが長時間にな
り、運動強度が強くなるほど、必要な炭水
化物摂取量は増えます。同じ競技でも、練
習内容に合わせて調整するのが望ましいで
しょう。運動量が多く、三回の食事だけで
は十分な炭水化物量を摂取できない場合、
補食としておにぎりやバナナ、エネルギー
ゼリーなどといった炭水化物を多く含む食
品を摂ると良いです。

“疲労”それは炭水化物が足りていないサインかも!?

　運動時に主なエネルギー源として使われる栄養素は、炭水化物と脂
質です。その中でも強度のきつい運動や激しい運動になると、炭水化
物が使われる割合が多くなります。私たちの体の中で、炭水化物は筋
肉や肝臓にグリコーゲンとして貯蔵され、運動時にはぶどう糖に分解
されてエネルギー源として使われます（図１）。そのため、炭水化物
の摂取量が不足すると、エネルギー源となるグリコーゲンが枯渇し、
持久力の低下を引き起こします（これが疲労の１つの原因！）。ま
た、グリコーゲンは脳や神経系の重要なエネルギー源でもあるため、
不足すると集中力の低下を引き起こします。運動による疲労を防ぐた
めには、しっかりと炭水化物を多く含む食品を摂ることが大切です。

（図1）炭水化物の体内での利用

ブドウ糖ブドウ糖

肝臓肝臓

筋肉筋肉
グリコーゲングリコーゲン

分解 貯蔵 エネルギー源
となる

炭水化物炭水化物

鎖状に結合

グリコーゲン： 炭水化物が分解されぶどう糖（グルコース）になり、ぶどう糖
が鎖状につながったもの

（表１）スポーツ選手の炭水化物摂取ガイドライン

練習内容 炭水化物摂取目安量
低強度あるいは技術の練習 １日に体重１㎏あたり３～５ｇ
中強度の運動（例：～１時間/日） １日に体重１㎏あたり５～７ｇ

持久性の運動（例：中～高強度の運動１～３時間/日） １日に体重１㎏あたり６～10ｇ
かなり高強度の運動（例：中～高強度の運動４～５時間/日） １日に体重１㎏あたり８～12ｇ
（Burke LM et al.: Carbohydrates for training and competition. J Sports Sciences,29:sup1, S17-27, 2011）

（例） 男子サッカー選手（体重63㎏）　　
で、毎日３時間練習をしている場合

　　　の炭水化物摂取目安量
［63㎏×６～10g/㎏/日＝380～630g/日］
一日に380～630gを摂取するための例です。
朝食 昼食

補食

ご飯丼１杯ご飯丼１杯（350g）（350g）

おにぎり３個おにぎり３個バナナ（中）１本バナナ（中）１本

　９月の終わりは気温も段々と落ち着き、よりスポーツ活動
にも身が入る時季ではないでしょうか。しかし、秋は夏に蓄
積した疲労が出たり、大会の開催なども多く練習量が増えた
りと疲れを感じやすい季節でもあります。そこで大切になる
のが疲労回復です。ここでは、疲労回復に重要となる炭水化
物についてお話します。 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
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希子希子先生先生

TEL 042-751-5552（相模原市体育協会スポーツ少年団担当まで）
URL http://www.jade.dti.ne.jp/~taikyo/suposyo/suposyo-top.htmお問合せ

夕食

ご飯丼１杯ご飯丼１杯（350g）（350g）

食パン
６枚切り
２枚

豆類
（大豆、落花生）

スポーツ 栄 養 学
疲労回復疲労回復に関するに関する

監修：柳沢香絵



前回号の答え ①ボール　②時間　③（Ａ）東京オリンピック　（Ｂ）東京パラリンピック

地元で生まれて51年
航空券・JR券から個人・団体旅行まで、お出掛けの際はお気軽にご相談ください。

〒252-0237　神奈川県相模原市中央区千代田2-1-16　相模ビル１F　TEL 042-753-1116（代）　FAX 042-753-5785

http://www.sagamihara-kanko.co.jp

神奈川県知事登録 2-208号

わくわくスポーツフェア
みんなでチャレンジ! 12月８日（土）

問題 ヒントこれだーれだ！ 東京２０２０（オリンピック・パラリンピック）で開催される競技名
を埋めて、アルファベットの欄に入る文字を組み合わせてね

１ 「○○○テニス」、「○○○バスケットボール」、
「○○○フェンシング」

Ａ

3 「５人制○○○○」、別名「ブラインド○○○○」
Ｃ

４ 地上のカーリングと言われ、競技名はイタリア
語の「ボール」を意味する「○○○○」

Ｄ

２ 「スピード」、「ボルダリング」、「リード」の合計点で順位が決まる「○○○○
○○○○○○」 Ｂ

抽選で「無料招待券」をプレゼント！

ご希望の方はハガキかEメールに、①クイズの回答②希望コ
ース名と希望理由③住所④氏名⑤年代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、招待券の発送及び読者統計資料以外の用途では使用いた
しません。

公益財団法人相模原市体育協会　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
Eメール　taikyo@jade.dti.ne.jp

応 募 先

応募締切 2018年11月９日（金）

ホームタウンチーム情報

 ９/30㈰13：00～ VS ザスパクサツ群馬（相模原ギオンスタジアム）
10/13㈯17：00～ VS ギラヴァンツ北九州（相模原ギオンスタジアム）
10/21㈰13：00～ VS セレッソ大阪U-23（相模原ギオンスタジアム）
11/ ４㈰13：00～ VS Y.S.C.C横浜（相模原ギオンスタジアム）
11/11㈰13：00～ VS 藤枝MYFC（相模原ギオンスタジアム）
12/ ２㈰13：00～ VS 鹿児島ユナイテッドFC（相模原ギオンスタジアム）

SC相模原（ホームゲーム）

10/ ６㈯13：00～ VS セレッソ大阪堺レディース（相模原ギオンスタジアム）
10/13㈯13：00～ VS 日体大FIELDS横浜（相模原ギオンスタジアム）
11/ ３㈯13：00～ VS 浦和レッドダイヤモンズレディース（相模原ギオンスタジアム）

ノジマステラ神奈川相模原（ホームゲーム）

ノジマ相模原ライズ
10/６㈯10：30～ VS パナソニックインパルス（富士通スタジアム川崎）

 ９/30㈰12：00～ VS 中国電力レッドレグリオンズ（海老名運動公園陸上競技場）
10/21㈰14：00～ VS 近鉄ライナーズ（秩父宮ラグビー場）
10/26㈮19：15～ VS 栗田工業ウォーターガッシュ（秩父宮ラグビー場）

三菱重工相模原ダイナボアーズ

※ 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
覧下さい

　賛助会員からの年会費は、相模原市
民のスポーツ振興のため、当協会や各
種目団体が主催する大会・イベントの
事業で活用させていただきます。

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

　ご賛同いただける方は市体育協会までご連絡ください。

相模原市体育協会賛助会員募集‼

　本事業は、今年で７回目を迎え、毎年お互いのスポーツ少年団同士の交
流を行ってきました。今年は、相模原市スポーツ少年団の団員20名を３
泊４日で大船渡市へ派遣し、大船渡市スポーツ少年団の団員との交流を行
いました。交流では、初日に大船渡市長、教育長への表敬訪問とホームス
テイ、２・３日目は、スポーツ交流、カレー作り、大船渡東高校の太鼓部
の演奏、実際に太鼓をたたく体験等に盛り上がり多くの人との繋がりがで
き、良い思い出ができた事業となりました。

　「スポーツさがみはら」のバック
ナンバーは公益財団法人相模原市体
育協会のホームページでも確認がで
きるよ！！過去のウォーキングマッ
プや体幹バランストレーニングの紙
面も確認できるから見てね！！

相模原市・大船渡市スポーツ交流事業を相模原市・大船渡市スポーツ交流事業を
開催しました‼開催しました‼

スポーツさがみはら 検 索

※詳細は、１ページ「topics」をご覧ください。

「さがみ湖温泉　うるり」無料招待券５組10名Ａコース

「相模・下九沢温泉　湯楽の里」無料招待券
５組10名

Ｂコース

「Spa&Hotel　JNファミリー」無料招待券
５組10名

Ｃ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

Ｄコース


