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※問診票による国体選手（候補）メディカル・チェック≪船崎・坂本≫

月 日 曜 会 場 内 容
４月２１日 木 県体協事務局 委員長・３専門部正副部会長会議
５月１２日 木 県体協事務局 第１回ドーピング小委員会
５月２３日 月 県体協事務局 第１回スポーツ科学委員会
５月３１日 火 県体協事務局 第１回スポ科ホームページ編集委員会
６月２日 木 市民会館うらわ 第１回スポーツ科学委員会 総会
６月２３日 木 県体協事務局 第２回ドーピング小委員会
７月６日 水 県立スポーツ研修C アンチ・ドーピング教育・啓発講習（コーチ研修会［矢地］）
７月１２日 火 さいたま共済 医・ト・競合同研修運営委員会
７月１５日 金 市民会館おおみや アンチ・ドーピング教育・啓発講習（インハイ結団式［膳亀］）
７月２０日 水 県体協事務局 第３回ドーピング小委員会
７月２７日 水 県体協事務局 第１回コーチング専門部会
７月２８日 木 さいたま共済 トレーナー（only）研修会
８月５日 月 さいたま共済 第１回スポーツ科学専門部会
８月１８日 木 県立スポーツ研修C アンチ・ドーピング教育・啓発研修（国体夏季選考会［浅見］）
８月２１日 日 県立スポーツ研修C 体力測定実地研修会
８／２６～２８ 東京都下 第６０回国体関東ブロック大会
９月６日 火 県民健康センター アンチ・ドーピング教育・啓発研修（国体夏季結団式［小林］）
９／１０～１４ 岡山県下 第６０回おかやま国体夏季大会≪関≫

＜医学サポートスタッフの派遣＞
９月１６日 金 県立スポーツ研修C アンチ・ドーピング教育・啓発研修（国体秋季選考会［黒沢］）
９月２２日 木 さいたま共済 第２回コーチング専門部会
９月２８日 水 さいたま共済 第１回顧問医・トレーナー・競技団体合同研修会
１０月２日 日 県立スポーツ研修C 水泳競技（MC・体力測定等）
１０月１２日 水 市民会館うらわ アンチ・ドーピング教育・啓発研修（国体秋季結団式［大山］）
１０月２１日 金 岡山県下 ドクターズ・ミーティング
１０／２２～２７ 岡山県下 第６０回おかやま国体秋季大会≪小林・立花≫

＜医学サポートスタッフの派遣＞
１１月８日 火 さいたま共済 第３回コーチング専門部会
１１月９日 水 さいたま共済 第２回スポ科ホームページ編集委員会
１１月１７日 木 さいたま共済 第１回医学専門部会
１１月２０日 日 県立スポーツ研修C ソフトテニス競技（MC・体力測定等）
１２月１日 木 さいたま共済 委員長・３専門部正副部会長会議
１２月４日 日 イコス上尾ホール ２００５Ⅴ．サミット（平井伯昌・石橋俊郎）
１２月１９日 月 さいたま共済 第２回スポーツ科学専門部会
２００６年

１月１９日 木 さいたま共済 医・ト・競合同研修運営委員会
１月２２日 日 上尾文化会館 コーチング・セミナー（なぎなた≪亀井≫）
１月２４日 火 さいたま共済 第４回コーチング部会
１月２４日 水 さいたま共済 研修会パネリスト打合せ
１／２８～２／１ 北海道・苫小牧 スケート・アイスホッケー国体≪立花≫
２月１１・１２ 国立女性教育会館 県スポーツ指導者研修会（スポ科講演：本松氏：青葉／パネル：総合型：宮内）
２月１６日 木 さいたま共済 第２回顧問医・トレーナー・競技団体合同研修会
２／１８～２２ 群馬・片品 スキー国体≪萎沢≫
３月２日 木 さいたま共済 第２回スポーツ科学委員会
３月１１日 土 日体協 スポーツドクター協議会≪関≫
３月２３日 木 さいたま共済 第２回スポーツ科学委員会 総会

平成１７年度 スポーツ科学委員会事業報告
活動テーマ【選手強化・生涯スポーツの推進】

－ 1 －



月 日 曜 会 場 内 容

４月２０日 木 さいたま共済会館 委員長・３専門部正副部会長会議

５月１０日 水 県立スポーツ研修C 選手強化委員会・合同説明会

５月１８日 木 さいたま共済会館 第１回アンチ・ドーピング小委員会

５月２５日 木 さいたま共済会館 第１回スポーツ科学委員会

６月２２日 木 さいたま共済会館 第１回スポーツ科学委員会 総 会

７月初旬 さいたま共済会館 �医・ト・競合同研修会の運営委員会

７月５日 水 県立スポーツ研修C コーチ研修会

７月１３日 木 さいたま共済会館 �アンチ・ドーピング小委員会

７月１４日 金 埼玉会館大ホール インターハイ結団式（アンチ・ドーピング情報）

７月中・下 さいたま共済会館 �顧問医・トレーナー・競技団体合同研修会

８月３０日 水 さいたま共済６階 兵庫国体選手団選考会議・監督会議（A･D情報）

９月１９日 火 埼玉会館大ホール 兵庫国体選手団結団式・壮行会（A･D情報）

９月２９日 金 ドクターズ・ミーティング（競技外D検査）

９月３０日～ 土 兵庫県下 第６２回兵庫国体

１０月１０日 火 ・帯同Dr・医学サポートスタッフ派遣

１２初旬 さいたま共済会館 委員長・３専門部正副部会長会議

１月中旬 さいたま共済会館 �医・ト・競合同研修会の研修運営委員会

１／２７～３１ 群馬県 スケート・アイスホッケー国体（帯同Dr）

２月３日 土 女性教育会館 埼玉県スポーツ指導者研修会

・４日 日

２月中旬 さいたま共済会館 �顧問医・トレーナー・競技団体合同研修会

２／１０～１３ 秋田県 スキー国体（帯同Dr）

３月初旬 さいたま共済会館 第２回スポーツ科学委員会

３月中旬 さいたま共済会館 第２回スポーツ科学委員会 総 会

平成１８年度 埼玉県スポーツ科学委員会事業計画
活動テーマ『選手強化・生涯スポーツの振興』
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埼玉県体育協会年報への投稿原稿

平成１７年度の埼玉県体育協会スポーツ科学委員会の活動について

埼玉県体育協会スポーツ科学委員会 委員長 萎沢 利行

埼玉県体育協会スポーツ科学委員会は、彩の国さ

いたま国体終了後、活動目標も従来の「選手強化」

に加えて、「生涯スポーツの振興」を目標に掲げて

活動してきました。

静岡国体よりドーピング検査が導入され、対応が

必要となってまいりました。スポーツ科学委員会で

はドーピング小委員会を組織し医事運営と啓蒙に取

り組んでまいりました。また、国体選手に行うメデ

ィカルチェクの中で問診によるドーピングに関する

設問を設けるなど、選手に対する啓蒙を実施してい

ます。選手・役員・競技団体関係者と埼玉県民への

啓蒙が引き続いて必要であり今後もしっかり取り組

むべき課題であります。現在までのところ国体選手

でドーピングにひっかかった選手は出ておりません。

国体選手に行う問診によるメディカルチェクを毎

年実施しておりますが、さいたま国体・岡山国体で

は突然死等の大きな問題もなく安堵しています。今

後もしっかり取り組むべき課題であります。

５９本部事業であるスポーツ医・科学がサポートす

る選手強化事業の医学サポートスタッフの派遣事業

は彩の国さいたま国体で終了しましたが、顧問医・

トレーナーの活躍の場を引き続き創るために、この

事業は埼玉県体育協会の事業の中に組み入れられま

した。そして、岡山国体は、埼玉県体育協会スポー

ツ科学委員会の医学専門部会に所属するスポーツド

クター、所属競技団体の顧問医、トレーナー小委員

会に所属するトレーナーが医学サポートスタッフの

派遣事業に２３競技４０名が参加し活躍することができ

ました。

今後も、所属競技団体の顧問医、トレーナー小委

員会に所属するトレーナーが活躍できる事業の一つ

として、国体への医学サポートスタッフの派遣事業

は継続し内容も充実していきたいものです。

国体の成功を目的にして様々な講習会・研修会を開

催してきましたが、国体終了後の平成１７年度も必要

な講習会・研修会の事業が継続され実施されている

ことは、関係者の皆様の熱意によるものであり、敬

意を表しながら一層の内容の充実をお願いしたいと

考えております。

２期４年間、埼玉県体育協会スポーツ科学委員会

委員長を勤めさせていただきました。スポーツ科学

委員会、３専門部委員会各委員の皆様と埼玉県体育

協会関係者の皆様のご支援とご協力に感謝いたしま

す。
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平成１７年度科学専門部会報告

科学専門部会 宮内 孝知

平成１７年度の科学部会の活動は、例年と同様、医

学専門部会の国体選手の医学的検査に平行して、本

県スポーツ選手の体力測定、データのフィードバッ

クの生理学的サポートの実施が中心となった。例年

のことながら、この活動は、今後も本専門部会の主

たる活動と考えることから、「体力測定実施研修会」

を開催（８月）し、活動に関わる人材養成事業を展

開した。それを受けて、１７年度は１０月に水泳選手の、

１１月にソフトテニス選手のメディカル・チェック時

に体力測定を実施し、その結果を、競技団体を通し

て選手にフィードバックし、「選手強化」の一翼を

担った。

本専門部会は、体力測定を主たる事業として例年

取り組んでいるが、栄養学的サポートもここ数年積

極的に取り組み、その成果を上げつつある。特に国

体開催の翌年であった本年は、生涯スポーツの観点

からの立場を重視した活動を行ってきた。しかしな

がら、心理学的、社会学的な視点からの活動は、十

分な成果を上げることはできなかった、と言わざる

を得ない。

その中で、「国体開催年後」を見通し、「生涯ス

ポーツの振興」が重要な活動テーマになるとの科学

委員会全体の認識から、本年度はそれに関わる活動

を視野に入れた。その成果の一つは、２月に実施さ

れた埼玉県スポーツ指導者研修会でのパネルディス

カッションのテーマを昨年度に引き続き「総合型地

域スポーツクラブ」とし、特に「総合型地域スポー

ツクラブを具体的に理解しよう！！」を、実践的指

導者を中心に展開し、効果的な発信ができたと認識

している。

平成１７年度のスポーツ科学部会の活動は、全体的

にみれば、部会も２回（８月、１２月）の開催で、例

年の活動を踏襲しただけであり、それ以上ではなか

った。部会長としてはこれを真摯に受け止め、次年

度の活動をより活発にしなければと考えている。幸

にも、部会長の交代期でもあり、新部会長に協力し

ながら、部会の開催を多くし、その中から、医学部

会、特に精神医との連携のもと、選手の心理学的サ

ポートを、これまでの体力測定による生理学的サポ

ート、栄養指導を中心とする栄養学的サポートに加

えて実施に結びつけたい。具体的には、科学委員会

の１８年度に引き継がれる重要課題のホームページの

活用に、部会としても積極的に関わり、検討小委員

会を通してこれらの事業展開を充実しなければと考

えている。
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医学専門部活会動報告

医学専門部会 林 承弘

平成１７年度は５９埼玉国体が一段落し、２００８年のイ

ンターハイ等に照準を新たにして望んだ年である。

５９国体以前の事業を踏襲し、さらにこれを充実させ

るべく、アンチ・ドーピング小委員会、顧問医・ト

レーナー小委員会およびメディカルチェックなどア

クティブな活動を行った。

１）アンチ・ドーピング小委員会：平成１５年度に立

ち上げ４年目を迎えたアンチ・ドーピング小委員

会では、５９国体後もホットラインを残し活発な活

動を継続することとした。同委員会は５／１２の第

一回目を皮切りにして計５回開催された。また啓

発・講習会は、コーチ研修会および夏・秋国体の

選手選考会および結団式と計５回実施された。国

体でのドーピング検体数は年々増加が見込まれ、

また毎年禁止物質等の追加・変更もあり、こうし

た指導者・選手への教育・啓発は欠かせない事業

となっている。今後もホットラインを継続し、ア

ンチ・ドーピングに努めたい。

２）顧問医・トレーナー小委員会：顧問医・トレー

ナー・競技団体合同会議は２回開催され、７／２７

にはトレーナー小委員会委員のための研修会も実

施した。５９国体という大きなイヴェントが一段落

し、本年度は顧問医・トレーナー制度の見直し・

再編成が大きな課題となった。顧問医については

顧問医・競技団体双方から顧問医制の必要性等の

アンケート調査を行い、トレーナーについては認

定トレーナー制を発足することにした。

３）メディカルチェック：夏季・秋季競技の問診票

による国体候補選手のメディカルチェックを実施

した。１０／２は水泳選手に対し、１１／２０はソフト

テニス選手に対し、体力測定小委員会による体力

測定およびメディカルチェックを行った。今後現

場へのフィードバックをより意識した方向で実施

したい。

４）Ｖサミット：１２／４に恒例のＶサミットが開か

れた。今回の講師は、アテネ五輪金メダリスト北

島康介のコーチ・平井伯昌氏および医学専門部会

の石橋俊郎氏であった。多くの聴衆が受講し、大

盛況であった。

５）ホームページ編集委員会：科学・医学・コーチ

ング３専門部会より２名ずつ委員を出し、５／３１

に第１回ホームページ編集委員会を開いた。スポ

ーツ科学委員会の活動を少しでも一般の人に衆知

・理解してもらうのが第一の目的である。スポー

ツ科学委員会全体として整合性のある画面構成と

なるようメール等での討議を重ね、１１／９第２回

小委員会ではおおよその骨格が決められた。

スポーツ科学委員会にとって５９国体は大きな目標

ではあったが、一つの通過点に過ぎない。今後も当

専門部会ではこれらの活動を継続し、さらに充実し

た事業となるよう努めたい。
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○日時：２００５．１２．４（日） １５：００～１６：３０

○会場：イコス上尾ホール

『北島選手に見る、世界に向けた選手の育成』

東京スイミングセンター 平井 伯昌

２００５ VICTRY SUMMIT IN 埼玉 セッション３参加報告

スポーツ科学委員会 コーチング部会 山本 兼郎

◎講師紹介

東京スイミングセンターにコーチとして入社後、

世界選手権代表やオリンピック代表のコーチを歴任

している。指導に当たっている北島康介選手が、バ

ルセロナの世界選手権において世界新記録で優勝し、

アテネオリンピックでは２つの金メダルを獲得し、

日本水泳界初のオリンピック２冠を達成した。現在

同スイミングセンターのヘッドコーチに就任してい

る。

◎講義

〈まずパワーポイントを使用して講義が開始され

た〉

北島選手については、子供の時、決して突出して

いた選手ではなく、有望な選手の一人であって、目

立つわけでもなく物静かな、人の話を良く聞く少年

であった。

中・高校生の指導に当たっては、その年齢なりに

経験を積ませ、人から学ぶ姿勢を身につけさせるこ

とが大切で、要領良くできるよりチャレンジし、乗

り越えてさせていくことが大事である。

メンタルトレーニングについて、体力とメンタル

と分けてトレーニングすることが行われているが、

日本古来の武道は体を使って心を鍛える。水泳でも

苦しい条件で力を発揮させることが精神を鍛えるこ

とにつながる。選手もコーチも「忍耐力と克己心」

があって初めて結果が出る。

私どもはチームで選手を育てており、より高度な

分業化をしている。様々な分野の方からの意見をも

らった方が主観にとらわれず育成が出来る。しかし

ながら選手への伝達は専門家ではなく、コーチが選

手にわかりやすく伝えることが大切で、コーチは選

手によりわかりやすく伝達するよう心がけるべきで

ある。また自分より有効な指示を与えられると思っ

たら、同じチームの仲間のコーチから指示してもら

うべきである。

コーチの役割は、ライバル選手の特徴（レースパ

ターン等）をつかみ、予選・決勝の作戦を立てるこ

とで、データを基にシミュレーションを行い、選手

にはシンプルな作戦を授ける。ライバル選手との比

較は客観的に行う必要がある。選手に接するときは、

余裕を持った表情を心がけることが選手に不安を持

たせないために必要である。

アテネオリンピックでは２つの金メダルを獲得し

たが、オリンピックのプレッシャーは別物であり相

当な経験が大事である。オリンピックに向けては年

間計画書を作り、月別テーマも決めている。直前に

なると別に詳細計画を作っている。海外で活躍する

には何でも食べられることが大事で、日本食しか食

べられなかったりすると、それがストレスになって

しまう。多少虫が入っていようが、まずかろうが食

べられるようにしなければならない。

余談になるが、小中学生の選手の母親には、栄養

の本を与え朝食を子供たちに必ず食べさせるようお

願いしている。結果として急に成長した子がいる。

中村礼子選手が私どものチームに参加してきた。

これまで断り続けてきたが、全てお任せするという

ことで承諾した。中村選手は練習態度も素晴らしく、
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目標が明確なため、彼女の参加はチームに良い影響

を与えてくれし、私の目標も高くしてくれた。

オリンピック前に行われた選考会においては、担

当した６名の内４名が優勝し、３人が代表となった。

しかしこの選考会において北島選手は不調であった。

北島選手ならと安心してレースのテーマを明確に決

めきれず、ねらいをシンプルに出来なかったことが

原因と反省している。

北島選手はオリンピック直前に自身の世界記録が

更新されてしまった。ハンセン選手が記録を更新し

たが、そのレースでは完璧な泳ぎだった。その完璧

な泳ぎがオリンピック本番でも出来るかどうかの判

断を迷ったが、相手の立場に立って考えることにし

た。世界記録保持者のプレッシャーは相当な物で、

マスコミ等の対応も大変であり、逆に北島選手は挑

戦者になるわけで気持ちが楽になるはずなので良い

方になると考えた。

最終目標は絶対に変えてはいけない。選手とコー

チの目標は一致していなければならない。しかし、

目標は変えないが手段は変更しても良く、練習にお

いて選手の反応を見て、練習内容等は遠慮無く変更

した。どうやったら勝てるかしか考えなかった。負

けたらどうしようではいけない。

子供の選手には特にだが、ネガティブな指示はし

てはいけない。例えば「××してはいけない」とい

う指示では駄目で、「○○しなさい」といった指示

にする。なお、競技で良いパフォーマンスを得るに

は有る程度の緊張がいるものである。

試合前日にはミーティングを行っている。オリン

ピックの時には何が何でも勝とうと予選から思いき

りいくことを指示し、北島選手にも確認した。プレ

ッシャーの中で自分自身に自信を持つため、そして

ライバルに好調をアピールし相手のペースを乱させ、

自分中心のレース展開に持って行くためである。実

際勝つのではなく、ミスした方が負けるものである。

１００ｍで優勝した後の２００ｍは、競泳史上初の２冠

をかけてのレースとなりコーチとしては欲が出て緊

張した。しかし、１００ｍで勝ったことで北島選手は

楽になっており、ライバルのハンセン選手は逆に日

増しに泳ぎが悪くなっていった。こうなると相手は

ギュンター選手一人に絞ることになり、決勝に絞る

作戦で２００ｍも勝つことが出来た。

もう一人担当している中村礼子選手の方であるが、

１００ｍは４位と惜しくもメダルは逃したが、２００ｍで

メダルを目指した作戦を立てた。まず、２００ｍを１５０

ｍと５０ｍに分けて考え、最初のスタートに集中した

後、力まずに１５０ｍを泳ぐ、残りの５０ｍを専門的に

いうと３２秒台で行くというもので、ラスト１５ｍで順

位が大きく変わるため、勝負は残り５ｍ以内でつく

とした。本人は金メダルを目指していたが、今回の

状況ではメダルの色にこだわらない方がよいという

ことを本人と確認し合い、メダルねらいの作戦とし

た。結果、銅メダルであった。金メダルは北京オリ

ンピックで目指すこととした。

余談になるが、決勝レース前に中村選手が緊張し

ていたので、手の甲にマジックで「大きく」と書い

てあげて落ち着かせた。子供にも良く行うことでは

あるが、本人もマスコミに対して「これで楽になっ

た」と言っていた。選手の心の負担を減らしてあげ

ることは大事なことと思う。

〈続いてパソコンの画像処理ソフトを紹介しながら

の講義になった〉

映像で泳法等を選手自身が見ることによって理解

することが大事だと思う。現在使っているソフトウ

エアは水中映像を２画面に分け、その各々の画面を

比較することが出来る。スタートなどでは着水時の

足の使い方や泡の出方を比較でき、スピードの落ち

ない方法などを見ることにより、練習に取り入れる

ことが出来る。コーチが説明するより自分で見た方

が早い。言葉より映像の方が理解しやすい。

この映像ソフトはスロー再生も出来るので、両選

手のスタートでの入水時の角度差や足の使い方が分

かる。うまい選手ほど１５ｍ通過時間が短くなる。

平泳ぎの場合、調子がよいと体が沈まず、浮いて

いる感じになる。

水泳はラストスパートより、いかにスピードを落

とさないように維持するかが大事である。思い切り

力を入れたラストスパートは、力んで泳ぎが小さく
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なりスピードが伸びないことが多い。同じく、ウエ

イトトレも力がつくが逆に力任せになり、失うもの

もあるので注意する。

次に外国の選手の映像であるが、スクーマン選手

は５０ｍバタフライの世界記録を持っているが、スタ

ートを見てもらいたい。スタートの時スタート台か

ら手をなかなか離さず、体の浮き上がりを防ぎ、低

い姿勢で入水角度を浅くしている。あごも引いて、

足は片足を上に振り上げ体の浮きをその力で防いで

いる。新しい技術といえるが、他の世界の選手を見

てみるとどんどん取り入れていることが分かる。こ

のようにテクニックが変わっていくので、前に言っ

ていたことと逆になってしまうこともあり、教える

方も変えていかねばならず、嘘を言ってしまったよ

うで反省している。

先のスクーマン選手にターゲットタイムを聞いた

ことがあるが、世界記録を大きく更新するタイムを

言っていた。実際のレースでは前半では十分そのタ

イムをクリアしており、後半に落ちてしまったため

達成は出来なかったが、前半の泳ぎが続けばクリア

できるため、常に明確な目標を持っていることが分

かる。素晴らしい選手は皆そうで、常識にとらわれ

ず自分の夢を追うようでなければ世界で勝てない。

世界で勝とうと思ったら周りになんと思われようが、

夢を持ち続けなければならないと思っている。

◎質疑応答

Ｑ．スイミングクラブコーチから

自分のところではジュニアではいいが、全日本選

手権などではまだまだである。どのような方法で子

供からオリンピックまで進めていけるのだろうか？

Ａ．現在、東京スイミングセンターでは選手がそろ

っているという感じになってはいる。自分としては、

生意気な選手と親は見てあげない。一流選手は、水

泳界のお手本になるべきであり、きちんと練習に来

て、かつ才能のある選手を見てあげている。なお、

当スイミングセンターでは、秋に小学生から大学生

まで全部一緒に練習するようにしている。同じメニ

ューをこなしていくが、これでクラブとしての一体

感が出来てきたし、子供たちがこの先どのような練

習をしていくかが見えてくる。ジュニアから全日本

に伸びていく意識が出来、最終目標もはっきりして

いくことが良いと思っている。

〈終〉
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埼玉ビクトリーサミット ２００５ 講演のご報告

一心会 伊奈病院 リハビリテーション診療部長 石橋 俊郎

１２月４日に上尾市内のイコス上尾ホールで行われ

た２００５年の埼玉ビクトリーサミットにおいて、私は

スポーツドクターの立場からと言うことで、「スポ

ーツ傷害の病態・治療・リハビリテーション」とい

う演題で講演を行いました。

私は、現在、伊奈町にある伊奈病院という中規模

病院に勤務し、整形外科とリハビリテーションを担

当しています。一般整形外科疾患の治療のほかに、

特に関節鏡を使った手術を得意としているため、ス

ポーツ外傷を治療する機会が比較的多いのが現状で

す。東京医科歯科大学を昭和５６年に卒業し、研修を

終えた後、整形外科教室の膝関節グループに所属し

て診療、研究を行いながら、徐々に運動選手の膝、

足の外傷を診るようになりました。その後、関節鏡

手術の延長で肩の関節鏡を行うようになったことが

きっかけで、肩関節疾患にも興味を持つようになり

ました。

チームドクターとしての活動は、昭和６２年に実業

団アメフトチームの「リクルート・シーガルズ（現

オービック・シーガルズ）」のチームドクターを担当

したのが最初です。当時は２部でしたが、それでも

チームドクターと専属のトレーナーをつけて、本場

アメリカを意識した医療サポート体制を設けており、

今思えば、早期からこの様なシステムを作っていた

ことが、後にライスボウルで優勝するようなチーム

へと進化する原因のひとつであったのかもしれませ

ん。平成６年に浦和レッズからチームドクターとし

ての要請があり、その後、平成１４年までトップチー

ムのチームドクター、平成１５年からユースとジュニ

ア・ユースチームのチームドクターを担当していま

す。

今回の講演では、スポーツ傷害について多岐に渡

ってお話したわけですが、現場でよく見られるスポ

ーツ傷害として、特に足関節捻挫と肉離れについて

詳しく説明しました。

足関節捻挫の治療が順調に進まず、痛みなどが残

る症例では、靭帯の損傷以外の病態が隠れている場

合があります。軟骨損傷や離断性骨軟骨炎、関節ね

ずみ、骨棘形成、インピンジメントなどです。いつ

までも痛みが取れない場合は、これらの病態を疑っ

て精査しなおす必要があります。

肉離れは、一般の人が想像する以上に回復に時間

を要することが多く、無理に早く復帰しようとする

と、再発しやすく、最悪の場合、骨化性筋炎を起こ

すことがあるので、注意が必要です。日常のスポー

ツ活動でよく見られるこの２つの傷害から、いかに

早く、合併症なく復帰させられるかという点が、ト

レーナーやスポーツ指導者の腕の見せ所といえます。

そのほかの傷害として、膝では、半月板損傷、内

側靱帯損傷、前十字靱帯損傷、肩では、前方脱臼、

インピンジメント症候群、腱板損傷などの病態や治

療をレントゲン，MRI 所見、関節鏡所見などを交

えて、説明しました。

もうひとつ、スポーツ活動でよく見られる傷害に

腰痛があります。特に分離症とか椎間板ヘルニアと

かの診断が該当しない、いわゆる非特異的な腰痛は

最も頻度が高く、しかもこれといって確立した治療

法がないのが現状です。伊奈病院では、数年前から、

この様な非特異的腰痛に対する治療にマッケンジー

法を採用しています。マッケンジー法は日本ではま

だあまり知られていませんが、欧米では腰痛治療の

スタンダードのひとつと考えられている理学療法の

手技で、非特異的腰痛に対して、非常に効果があり

ます。日本でも徐々に広まって行って欲しいと考え

ています。

整形外科医が治療に難渋するスポーツ傷害のなか

に、足底筋膜炎やシンスプリント、アキレス腱炎、

腸脛靭帯炎などの腱や筋膜の慢性炎症があります。
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これらの傷害は歩行やランニングのバランスが悪い

ことが原因で徐々に発症することが多いため、休ん

でいれば症状が軽減しますが、運動を再開するとま

た再発することが多々見られます。この様な傷害に

対しては、足底板が有効です。入谷式の足底板で歩

行のひずみを修正してあげれば、痛みは自然に軽減

していきます。今回の講演において足底板治療につ

いても簡単に説明しました。

私のつたない講演が多少なりとも、聴衆の方々の

御参考になれば幸甚です。
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アンチ・ドーピング小委員会報告

１ 事業実施報告

① 施日 平成１７年５月１２日 ～

平成１７年１０月１２日

② 実施内容

イ アンチ・ドーピング小委員会開催

（５/１２，６/２３，７/２０・・年３回）

ロ 選手・監督等の教育・啓発

ａコーチ研修会 ⇒矢地 孝

ｂインターハイ結団式…選手・監督・役

員に対し啓発講習 ⇒膳亀昭三

ｃ夏季選手団選考会議…監督・強化関係

者に対し啓発講習 ⇒浅見孝雄

ｄ夏季選手団結団式…選手・監督・本部

役員に対し直前講習 ⇒小林正幸

ｅ秋季選手団選考会議…監督・強化関係

者に対し啓発講習 ⇒黒沢 章

ｆ秋季選手団結団式…選手・監督・本部

役員に対し直前講習 ⇒大山 昭

③ 実施場所

イ 県体育協会事務局

ロ ａ 県立スポーツ研修センター

ｂ 市民会館おおみや

ｃ 県立スポーツ研修センター

ｄ 県民健康センターホール

ｅ 県立スポーツ研修センター

ｆ 市民会館うらわ

④ 対象者

イ アンチ・ドーピング小委員会委員

ロ 各競技団体コーチ資格者

県体育協会：競技団体理事長・強化委

員長・種目別監督・選手／本部役員

２ 成果に関する報告

イ 今年度は計３回のアンチ・ドーピング小

委員会を開催するに留まったが、昨年に引

き続いてアンチ・ドーピングの教育・啓発

を進めた。アンチ・ドーピング教育・啓発

に関しては、平成１６年の第５９回彩の国まご

ころ国体にあわせて多くの講習・研修・会

議を行なってきており、各競技団体関係者

にも浸透しつつあることは感じられた。が、

各競技団体の捕らえ方には大きな開きがあ

ると考えられ、今後も尚一層力をいれてい

かなければならないと考える。

ロ 今年度は競技のコーチが集まる研修会の

機会を捉え、指導者の立場に立つ者へのア

ンチ・ドーピング啓発を実施できたことは

喜ぶべきことであったと考えている。

又、インターハイ、国体夏季・秋季大会

選手団、競技団体関係者には昨年に引き続

いて教育指導講習を実施した。昨年度に引

き続き指導者、選手自身への問題提起を行

なった結果、人数は非常に少ないとはいえ

県選手団（第６０回国体全体）から陽性者が

出ていない。

今後も選手に対し直接ドーピング・コン

トロールの話をする機会を持ちたいと考え

ている。

文責 小林 正幸

（埼玉医科大学、アンチ・ドーピング小委員会委員長）
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顧問医・トレーナー小委員会活動報告

林 承弘

平成１４年８月に顧問医・トレーナー・競技団体の

３者による第一回合同研修会が開かれて以来、合同

研修会は年２回、計８回開催されたことになる。

またトレーナーのみの研修会も毎年１回計３回開催

されている。５９国体が一段落した本年度は２００８年の

インターハイ等に照準を新たにして臨むべく、顧問

医・トレーナー制度の見直しのためアンケート調査

等を行った。

平成１７年度顧問医・トレーナー小委員会では顧問

医・トレーナー・競技団体合同研修会を９／２８、２

／１６の２回、例年通り実施した。これらの研修会に

先立ち、運営委員会を７／１２、１／１９に開き、全体

の流れおよび議事運営等につき検討した。またトレ

ーナー小委員会のみの研修会を、７／２８に開催した。

１）７／２８トレーナーのみの講習会では、先ず溝口

秀雪氏からトレーナー小委員会の組織の再構築に

ついて説明して頂き、また「選手のトータルサポ

ート」について主に栄養面から戸田中央総合病院

の峰岸敦子氏に講演して頂いた。溝口氏には、小

委員会規定、認定トレーナー規定、トレーナーの

活動、全国アスレチックトレーナー組織等につい

て解説して頂いた。

２）９／２８合同研修会では、吉田博幸氏により「埼

玉県スポーツ関連機関における体力測定項目の統

一による体力測定結果発表」があり、併せて体力

測定事業への顧問医・トレーナーの参加呼掛けが

なされた。また林より顧問医制見直しのためのア

ンケート調査について説明を行った（表１、２）。

３）平成１８年２／１６合同研修会では、先ず、立花陽

明氏による『筋・腱付着部障害について』と題し

た講演があった。次いで顧問医アンケート調査結

果について林より説明を行った（表３）。また溝

口氏からは県体協認定トレーナーの認定・登録に

関して具体的な説明がなされた。

顧問医アンケート調査では競技団体と顧問医間の

温度差が浮き彫りにされた。競技団体は、資金面や

顧問医との連携に問題ありとしたところが多かった。

約半数は顧問医不要と答え、そのうち多くがトレー

ナーは必要と考えている。

一方顧問医は競技団体との連携や時間的制約の問題

はあるものの、７割以上が顧問医の継続を考えてお

りモチベーションは高い。今後、顧問医をより必要

としている競技へ厚く張り付けるなどの再配置が必

要となる。また顧問医不要と答えた競技団体につい

ても、再度問い掛けを行うなど何らかの配慮が要る

だろう。
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顧問医・トレーナー小委員会の活動 －トレーナーの立場から－

埼玉県体育協会スポーツ科学委員会

医学専門部会 トレーナー小委員会 溝口 秀雪

トレーナー小委員会は、平成１３年８月に「トレー

ナー部会発足準備会」が開催され、平成１４年１月に

医学専門部会の下部組織として同部会の林 承弘先

生を委員長とし発足し、第１回「トレーナー小委員

会」が開催され本格的に活動を開始し、５年が経過

いたしました。

当初、メディカルサポートスタッフ１４名、フィジ

カルサポートスタッフ４名で活動を開始してまいり

ましたが、平成１８年３月末のトレーナー小委員会の

メンバーは９０余名を数えるまでとなっております。

平成１７年度の会報にも報告いたしましたが、平成

１６年度に開催された「彩の国まごころ国体」におい

てもメディカル、フィジカルの両面からトレーナー

活動を行ってまいりました。その後も引き続き各競

技団体や地域の高校生を始とする部活動においても、

積極的に活動しております。

また、平成２０年開催の全国高等学校総合体育大会

（彩夏到来０８埼玉総体）に向け、埼玉県下の高等学

校の部活動のサポート、全国高校総体参加チームの

サポート等、活動の場は広がりつつあります。

そこで、顧問医や競技団体、学校のスポーツ関係

者よりご理解、ご協力、ご支援を頂き、トレーナー

活動がより円滑に進められるようにと、平成１７年度

にスポーツ科学委員会委員長の萎沢利行先生、同ト

レーナー小委員会の委員長の林 承弘先生始めとす

る諸先生方のご理解、ご指導を賜り、トレーナー小

委員会登録（協力）トレーナー制度（仮称）のお話

を実現に向け進めてまいりました。

現在、平成１８年度のスポーツ科学委員会総会にて、

医学専門部会の先生方よりご理解と内諾を得、トレ

ーナー小委員会委員規程および登録（協力）トレー

ナー規程を整備し、今年度発足に向け準備しており

ます。

これにより、今まで以上に埼玉県下においてのト

レーナー活動も顧問医、指導者の方々との連携を強

固なものとし活動の場の充実やトレーナーの資質向

上に向けた研修会開催、平成２０年高校総体へのサポ

ート等々、活動していけるものになると期待してお

ります。

これとは別にスポーツ指導者協議会の一つとして、

�日本体育協会の公認アスレティックトレーナー連

絡会議の全国的ネットワーク化の構想に基づき、構

築や組織化に向け、各都道府県所属の公認アスレテ

ィックトレーナーに対し各都道府県レベルの協議

会発足の依頼がきております。

埼玉県におきましても�日本体育協会公認アスレ

ティックトレーナー埼玉県協議会（仮称）の発足準

備を進めております。現在、日体協公認アスレティ

ックトレーナー（公認AT）は全国に７７６名（平成

１７年１１月現在）おり、埼玉県に登録されている者は

５７名で、このうちトレーナー小委員会委員は７名で

す。

各競技団体の推薦を受け養成講習会を受講し、資

格取得後の公認ＡＴの主な活動は、中央の競技団体、

都道府県競技団体のトレーナーサポートや国体にお

けるトレーナー活動が挙げられます。また、プロス

ポーツ（野球、サッカー等）等のトレーナーとして

活躍している者も多いのが現状で、埼玉県下におい

ては、指導的、協力的な立場としてのトレーナー活

動が考えられます。

今後、公認アスレティックトレーナー埼玉県協議

会（仮称）のメンバーや埼玉県体育協会の推薦を受

け養成講習を受講している者、適応コース（大学、

専門学校）の卒業生が公認ＡＴとして、トレーナー

小委員会に協力していただけることを期待いたして

おります。

このような現状から、�埼玉県体育協会 スポーツ

科学委員会医学専門部会 トレーナー小委員会の委
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員が今後益々充実した活動を続け、また、登録（協

力）トレーナーとして活躍の場を広げていくことが、

今後、埼玉県下においてのトレーナーサポートの充

実につながって行くものと考えております。

埼玉県下の顧問医や医師の先生方、スポーツ科学

委員会関係者や学校関係者、スポーツ指導者、公認

ATの方々とより緊密な連携をとりながら、スポー

ツ分野の発展に微力ではありますが、ご協力できる

体制作りを進めて行きたいと思っております。

今後共、埼玉県体育協会、スポーツ科学委員会、

高等学校体育連盟等、学校関係者、各関係機関の皆

様方のご指導、ご鞭撻、ご理解の程よろしくお願い

申し上げます。
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スポーツ医学専門部会
スポーツ科学専門部会
体力測定小委員会

平成１７年度 医学検査および体力測定結果の報告

Ⅰ．医学検査

今年度の対象は競泳選手（男子５名，女子７名）

およびソフトテニス選手（男子６名，女子８名）で

あった。検査日は競泳が２００５年１０月２日，ソフトテ

ニスが２００５年１１月２０日であった。検査結果の概略は

以下の通りであった。

内科

１．尿検査

全員に以上を認めなかった。

２．血液検査

競泳選手の中に高脂血症３名，好酸球増多傾向１

名，軽度鉄欠乏性貧血１名がみられた。ソフトテニ

スでは，軽度高コレステロール血症の者が１名みら

れた。いずれも食事に注意するように指導した。

３．胸部Ｘ線像

全員に以上を認めなかった。

４．安静時心電図

全員に以上を認めなかった。

５．運動負荷試験

全員に以上を認めなかった。

整形外科

競泳女子に全身関節弛緩性ありと判

断された者が３名いた。競泳男子に足

関節背屈が硬い者１名，ソフトテニス

男子にハムストリングが硬い者が１名

いた。いずれも異常というわけではな

く，柔軟性に乏しい２名には，練習前

のストレッチングを十分行うように指

導した。
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Ⅱ．体力測定

医学検査と同じ選手について，体力測定を実施した。測定結果の概要を以下の表に示した。

表１ 形態測定値

（上段：人数，中段：平均値，下段：標準偏差）

表２ 等速性筋力測定値（膝の伸展および屈曲）

（上段：人数，中段：平均値，下段：標準偏差）

年齢 身長 体重 上腕囲 大腿囲 体脂肪率
右 左 右 左

歳 cm kg cm cm cm cm ％
競泳
男子 5 5 5 5 5 5 5

17 173.1 66.2 28.2 27.7 53.8 54.1 7.3
5.0 7.5 1.5 1.4 3.6 3.0 1.9

女子 7 7 7 7 7 7 7
16 162.0 56.1 26.2 26.4 52.1 51.9 18.0

3.3 3.9 1.0 0.7 3. 3.2 1.7

ソフトテニス

男子 6 6 6 6 6 6 6
16 169.1 57.5 25.1 23.7 51.0 50.9 10.9

4.4 4.2 1.3 1.6 2.1 2.2 3.0
女子 8 8 8 8 8 8 8

16 160.2 54.4 24.4 24.1 53.3 53.9 23.5
2.8 3.4 1.6 1.9 2.7 3.6 10.3

60 度/秒 180 度/秒 300 度/秒
伸展 屈曲 伸展 屈曲 伸展 屈曲

右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左
Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm

競泳
男子 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

191 202 95 105 136 144 75 83 112 114 65 74
26 26 20 10 27 22 17 15 26 23 14 13

女子 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
132 121 63 53 86 79 47 42 66 62 41 36
27 26 6 10 15 16 5 8 8 12 5 7

ソフトテニス
男子 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

167 175 79 78 110 116 64 59 87 90 57 49
25 18 8 7 19 10 6 8 10 8 5 8

女子 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
130 127 58 58 84 86 46 46 63 65 39 41
12 16 7 10 6 9 7 9 5 5 9 9

測定にはBiodex System 3 を用いた
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表１に形態測定値，表２に等速性筋力測定値，表

３にその他の体力測定値を示した。昨年度の報告書

では，本県選手の値をシドニーオリンピック代表選

手の値と比較したが，ソフトテニスに関しては，参

考になるような代表選手の値がほとんどみられない。

そこで本報告では，競泳選手とソフトテニス選手の

値を比較して，両者の特徴をみることにする。

形態に関しては，ソフトテニスの方が一回り小さい

が，体脂肪率はソフトテニスの方が多いことがわか

る。等速性筋力をみると，ここでもソフトテニスの

方が値が小さい。これは体格の違いによるものと考

えられるが，男子よりも女子の方が種目間の差が小

さい。表３をみても，全体的にソフトテニスの方が

値が小さく，女子よりも男子の方が差が大きい。特

に長座体前屈は競泳が６４cmのところソフトテニス

が３９cmであり，今回測定した選手たちの柔軟性が

非常に乏しいことがわかる。しかし，最大無酸素パ

ワー（W／kg）については，ソフトテニスの方が

大きな値であった。

表３ 体力測定値

（上段：人数，中段：平均値，下段：標準偏差）

ボスコジャンプ 長座 全身 最大無酸素パワー Vo 2 peak
SJ CMJ 体前屈 反応時間
cm cm cm msec W W/kg ml/kg/分

競泳
男子 5 5 5 5 5 5 5

40.8 44.1 64 306 914 13.7 58.1
3.6 3.3 6 30 162 1.1 3.9

女子 7 7 7 7 7 7 7
23.2 25.7 54 368 630 11.2 48.1
1.9 3.4 7 43 93 1.6 4.9

ソフトテニス

男子 6 6 6 6 6 6 6
32.2 36.2 39 316 819 14.3 56.8
4.6 4.2 8 36 133 14.3 8.7

女子 8 8 8 8 8 8 8
22.6 26.6 46 317 700 12.9 44.7
2.7 2.8 6 32 116 2.0 4.0

SJ：スクワットジャンプ，CMJ：カウンタームーブメントジャンプ
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平成１７年度 栄養調査報告

スポーツ科学専門部会 亀井明子

１．はじめに

スポーツ科学専門部会 栄養担当では、強化指定

選手の競技力向上のためには、選手にとって食事・

栄養面において何が必要なのかを検討するために、

選手個々人の食事や栄養に関する現状を把握した。

栄養調査の結果は、選手個人に個人票として返却し

た。返却資料は、選手自身が競技生活の中で活用で

きるよう十分に現状を踏まえ、かつ選手のニーズを

考慮し作成した。

ここでは、選手の食事や栄養に関する現状と、競

技力向上に向けた栄養対策について考察した結果を

報告する。

２．方法

対象は水泳強化選手及びソフトテニス強化選手で

ある。各競技別対象人数を表１に示す。調査の依頼

は、メディカルチエック実施日におこなった。水泳

選手は、平成１７年１０月２日であり、ソフトテニス選

手は、平成１７年１１月２０日である。

調査項目は、水泳及びソフトテニス選手とも「ラ

イフスタイルと食生活に関するアンケート」を実施

し、水泳選手のみ「使い捨てカメラを用いた秤量目

安量記録法による食事調査（３日間）」を実施した。

食事調査と同日の生活行動記録も依頼した。ソフト

テニス選手の調査表はメディカルチエック日当日に

記入してもらい当日中に回収した。水泳選手は調査

表全て後日郵送により回収した。

３．結果及び考察

１）水泳選手の食事調査結果

①エネルギー摂取量と推定エネルギー消費量の

算出

食事調査から算出したエネルギー摂取量と、推定

エネルギー消費量を算出した結果を表２に示す。推

定エネルギー消費量の算出は、食事調査と同日の生

活行動記録をもとに身体活動レベルを算出し、同年

齢の基礎代謝基準値と現体重からエネルギー消費量

を推定した。

男子選手のエネルギー摂取量は３３７４～４３０７kcal、

女子選手のエネルギー摂取量は１７４３～３５８０kcal であ

った。特に女子選手のＦ４とＦ７は摂取量と消費量

の差が１０００kcal を上回る結果となり、エネルギー不

足が懸念される。選手の体重変動と体調、競技成績

等を把握し、からだづくりの目的に合わせた選手へ

の支援が必要と考える。

②栄養素摂取量（表）

食事調査より算出した１日あたりのエネルギー及

び栄養素摂取量を表３に示す。たんぱく質摂取量は

同年齢の男女に対して１．０g／kgが推奨量とされて

いる。１．０g／kgを下回る選手はいなかった。一方

で、スポーツ選手のたんぱく質摂取量は１．５ｇ～２．０

g／kgの範囲が望ましいとされている。女子選手の

Ｆ４は１．２g／kgとスポーツ選手に望ましいとされ

ている値を下回る結果となった。また、女子選手の

Ｆ１は炭水化物エネルギー比が４４％と同年齢男女で

望ましい範囲とされる５０～７０％を下回る結果となり、

脂質エネルギー比が３８％と高い値となった。

ミネラル類の摂取量についてカルシウムや鉄は、

特に女子選手で一般の同年齢女子のカルシウムの目

標量や鉄の必要量を大きく下回る選手が見られた。

特に鉄に関しては、同年齢女子の推定平均必要量９

mgや９．５mgを下回る選手は７名中５名いた。鉄は

からだの成長と、特に女性にとっては月経による鉄

の損失があることから重要な栄養素となる。かつス

ポーツ選手であり、運動による鉄の需要を考慮する

と、鉄の摂取量を少なくとも必要量以上にあげる必

要がある。必要量を下回る摂取量が継続すると、今
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後、貧血あるいは貧血予備軍となる可能性が高まり、

競技力向上に支障をきたすことも考えられる。

ビタミン類の摂取量については、特にビタミンＢ

１で同年齢男女の必要量０．４５mgを下回る選手が男

子選手２名、女子選手２名いた。エネルギー代謝を

円滑に進め、疲労をおこさないためにも積極的にビ

タミンＢ１を摂取する必要がある。

２）水泳・ソフトテニス選手のライフスタイルと

食生活に関するアンケート結果

質問用紙は、水泳・ソフトテニスとも男子３１項目、

女子３３項目の質問で構成されている。ここでは、選

手のライフスタイル、食事に関する知識・意識・態

度・行動及び、栄養サポートを受けた経験の有無に

ついて報告する。各項目に該当する質問内容を抜粋

して報告する。

①生活時間

水泳及びソフトテニス選手の睡眠時間を図１に示

す。水泳４０６±２０分、ソフトテニス４０３±７２分と同年

齢男女に対して望ましいとされる４８０分（８時間）

を６０分以上も下回る結果となった。ソフトテニスの

選手の中には、３００分程度の睡眠しか確保できてい

ない選手もいる。睡眠不足による疲労感や、集中力

の欠如により怪我につながる危険性がある。よって

十分に睡眠時間を確保することが必要である。

②食事に関する知識

栄養に関する語句を特にスポーツ選手の食事を考

えるうえで出現頻度の高い語句に絞り質問した結果

を図２に示す。水泳・ソフトテニスとも「主食・主

菜・副菜」「サプリメント」については各項目とも

水泳１００％、ソフトテニスではそれぞれ８６％、９３％

と多くの選手が知っていると回答した。「補食」に

ついては水泳では９１％が知っていると回答したが、

ソフトテニスで２９％と少なかった。「グリコーゲン

ローディング」では、水泳１８％、ソフトテニス４３％

と他の語句と比較すると知っている選手が少なかっ

た。日常生活で出現する頻度が高いと想定される語

句は知っていても、スポーツ選手としての適切な食

事を考える上で知っておくべく語句についての知識

は不十分であることがわかった。

自分自身の１日、あるいは１回に摂取すべき食品

の量について知っているか質問した。質問した食品

や食品群の種類を表４に示す。全ての食品や食品群

について選手全員が知らないと回答した。

③食事に関する意識

現在の自身の食事についてどのように思うか質問

した結果を図３に示す。水泳・ソフトテニスとも「大

変良い・良い」、「少し問題がある」と回答した選

手が水泳、ソフトテニスとも各々約３０％を占めた。

しかし、「何とも思わない」と回答した無関心とさ

れる選手が水泳４０％、ソフトテニス２９％いた。

食事と競技力との関係について質問した結果を図

４～図７に示す。「食事や栄養が競技力向上に影響

を与えると思う」と回答した選手が水泳・ソフトテ

ニスとも８０％以上いた。「食生活や食事内容が練習

効果に影響している」「食生活や食事内容が疲労回

復に影響している」「食生活や食事内容が体づくり

に影響している」と回答した選手が各質問で水泳・

ソフトテニスとも５０％以上を占めたが、「考えたこ

とがない」と回答した選手も各質問に対して、水泳、

ソフトテニスとも約１０％～３０％いた。

自分の食事や、競技との関係から食事と栄養に関

して関心を持っていない選手がいる。強化選手とし

て競技力向上をはかるためには、自己管理能力を高

めることが必要である。そのためには自身自身を客

観的に判断できる力を身に付けることができるよう、

自分に関心を持ってもらうためのアプローチが必要

と考える。

③食事に関する態度

自分の気持ちに一番近い内容の回答を依頼した。

質問の結果について図８～図１０に示す。「自分の食

事内容や食生活を振り返って考えることがない」と

回答した選手が水泳４５％、ソフトテニス３６％いた。

また、「自分の食生活に問題があるかないかを判断

することができない、わからない」と回答した選手

が水泳８２％、ソフトテニス５８％いた。さらに、「自

分にとってよりよい方向に食事内容を決めることが

できない、わからない」と回答した選手は水泳８２％、
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ソフトテニス８６％と多くの選手が回答した。

自分にとってよりよい方向に食事内容を決めるこ

とができるためには、自分の食事を振り返ることの

できる機会をつくらなければならない。そして食事

に問題があるかないかをどのように判断したらよい

のか、その判断方法を選手に伝え、自身で判断でき

る力を身に付けることが必要である。そのためには、

一時的な指導ではなく、競技力向上のための栄養教

育が必要となる。最終的に自己管理能力を高めるこ

とができることで、自分自身の食事内容をよりよい

方向に決めることのできる力を身に付けることがで

きると考える。

④食事に関する行動

栄養のバランスを考えて食事をすることができる

か質問した結果を図１１に示す。「かなりできる」「少

しできる」と回答した選手は、水泳６３％、ソフトテ

ニス４３％いた。「あまりできない」と回答した選手

は水泳２７％、ソフトテニス５７％いた。

⑤栄養サポート経験の有無

栄養サポート経験の有無について図１２に示す。栄

養サポート受けたことのない選手は、水泳で６４％、

ソフトテニスで１００％となり、ソフトテニスでは全

員が栄養サポートを受けた経験がなかった。受けた

経験のある水泳選手に自由記述により、「いつ」「誰

に」「内容」について質問した。その結果、試合前

の食事についてや、普段の食事について単回での講

義という回答があげられた。

水泳及びソフトテニス選手の栄養調査の結果から、

継続的な栄養サポートが必要であるといえる。強化

指定選手としての合宿等に合わせ、今後は複数回に

わたる継続的な栄養サポートが必要と考える。

水泳 ソフトテニス 合計
男子 4 6 10
女子 7 8 15
合計 11 14 25

選手 エネルギー摂取量 エネルギー消費量

kcal kcal
男子
Ｍ１ 4,307 4,286
Ｍ２ 3,476 3,176
Ｍ３ 3,770 3,542
Ｍ４ 3,374 3,297
女子
Ｆ１ 2,272 3,152
Ｆ２ 2,255 3,024
Ｆ３ 2,502 2,889
Ｆ４ 1,987 3,008
Ｆ５ 2,326 2,721
Ｆ６ 3,580 3,221
Ｆ７ 1,743 3,122

表１ 対象選手 人 表２ エネルギー摂取量と推定エネルギー消費量の
算出
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選手 エネル
ギー たんぱく質 脂質 炭水

化物
カルシ
ウム 鉄 ビタミン

Ａ VB1 VB2 VC 食物
繊維 食塩 エネルギー

比率（％）
kcal g /kg g g mg mg μgＲＥ mg /1000

kcal mg /1000
kcal mg g g Ｐ Ｆ Ｃ

男子

Ｍ１ 4,307 141.4 2.0 143.9 590.5 1377 10.1 1432 2.18 0.51 2.88 0.67 116 19.1 13.3 13 30 57

Ｍ２ 3,476 127.3 1.7 128.0 438.2 821 13.8 1353 1.72 0.49 1.92 0.56 106 23.9 15.9 15 33 52

Ｍ３ 3,770 162.2 2.1 79.8 683.1 1712 11.1 933 1.62 0.42 3.15 0.81 285 17.6 15.6 17 19 64

Ｍ４ 3,374 114.5 2.1 81.2 523.5 476 21.3 605 1.34 0.40 1.37 0.41 100 17.8 12.4 14 22 64

女子

Ｆ１ 2,272 104.2 2.0 96.5 241.5 1118 7.6 889 1.10 0.52 2.29 1.05 85 12.8 8.2 18 38 44

Ｆ２ 2,255 88.2 1.5 79.7 289.8 608 8.2 905 1.05 0.47 1.41 0.62 180 16.7 11.8 16 32 52

Ｆ３ 2,502 88.1 1.8 73.1 364.2 692 8.5 571 0.91 0.37 1.62 0.65 553 13.6 10.2 14 26 60

Ｆ４ 1,987 70.4 1.2 58.7 285.7 431 7.6 599 0.69 0.35 1.04 0.52 706 15.0 9.4 14 27 59

Ｆ５ 2,326 100.1 1.8 75.6 296.4 572 8.8 657 1.15 0.50 1.61 0.69 685 11.0 9.6 17 29 54

Ｆ６ 3,580 139.0 2.3 79.0 580.7 1595 22.4 2686 2.22 0.62 2.48 0.69 483 45.1 14.2 16 20 64

Ｆ７ 1,743 95.1 1.6 54.1 221.2 995 11.3 1029 1.07 0.61 1.86 1.07 125 19.5 12.8 22 28 50

「自分自身の１日、あるいは１回に摂取すべき
食品の量について知っていますか。」

①ごはん（ｇ/回）

②肉類（ｇ/回）

③魚介類（ｇ/回）

④卵（ｇ/回）

⑤牛乳・乳製品（ｇ/回）

⑥緑黄色野菜（ｇ/回）

⑦淡色野菜（ｇ/回）

表３ エネルギー及び栄養素摂取量

表４ 質問 図１ 睡眠時間

図２ 栄養に関する語句を知っている選手
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図３ 現在の食事をどのように思いますか

図４ 食事や栄養が競技力向上に影響を与えると思いますか

図５ 食生活や食事内容が練習効果に影響していると思いますか

図６ 食生活や食事内容が疲労回復に影響していると思いますか
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図７ 食生活や食事内容が体づくりに影響していると思いますか

図８ 自分の食事内容や食生活を振り返って考えることがある

図９ 自分の食生活に問題があるかないかを判断することができますか
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図１０ 自分にとってよりよい方向に食事内容を決めることができますか

図１１ 栄養のバランスを考えて食事をすることができる

図１２ これまでに栄養や食事に関するサポートを受けたことがありますか
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平成１７年度「埼玉県スポーツ科学委員会メディカルチェック・体力測定・
スポーツ心理・スポーツ栄養 トータルサポート事業」報告書

「競技者のメンタルコンディショニング～メンタルリハーサル～」の講習会

心理部門担当 須田 和也

競技スポーツのメンタルトレーニングは、競技力

向上あるいは競技力発揮を目指すものであり、目標

設定技法、リラクセーション技法、認知技法、ルー

ティンの確立など、多くの技法獲得の過程である。

それらの中でイメージを活用してコンディショニン

グを意図するものとして、「メンタルリハーサル」

があげられる。今年度は特にこの心理的なコンディ

ショニングを意図したメンタルリハーサルをテーマ

に講習会を実施した。

その概要を以下に示す。

日程：平成１７年１０月２日（競泳）、

平成１７年１１月２０日（ソフトテニス）

会場：埼玉県立スポーツ研修センター研修室（上尾市）

講習時間：９０分

対象：県下有力高校生選手としてソフトテニス１１名、

競泳： 名

講習内容：

１．メンタルリハーサルとは

「身体動作を伴わないで、競技場面を頭の中で思

い描くこと」をメンタルリハーサルという。試合を

想定した場合、その目的は、試合場面で頻繁に見受

けられる「あがり」を克服することである。

２．メンタルリハーサルの準備

具体的にイメージする内容を事前に明確にしてお

かないと、イメージが鮮明ではなかったり、うまく

イメージできたのか、できなかったのか評価が不可

能となる。したがって、イメージ課題を設定するこ

とが第１ステップとなる。

イメージ課題は具体的に競技（試合）場面を思い

出し、時系列的に並べて書くことにより明確になる。

例えば試合会場の様子、試合会場へ入るとき、ウォ

ーミングアップの様子、ミーティングでの指導者の

話、チームメイトの様子などである。またイメージ

課題として、自分のプレー、レース運びや、試合展

開（リードしているとき、リードされているとき）

・その場合の作戦、他選手のプレーなども含まれる。

また、同時に心理的スキルとしてのリラクセーショ

ンや、ルーティンも含めてイメージストーリーを作

ることがより試合状況に近いイメージつくりの基礎

となる。

今回の研修会では、本研修会用に作成された「メ

ンタルリハーサル」の書き込み用紙に、選手自身が

これらの事象を時系列的に並べて記入する作業も取

り入れた。このような「思い出しの作業」により選

手には、競技場面での自分自身の思考や動作への気

づきが生まれるようになる。意外と意識していない

思考や動作への気づき（「あー、そういえばこんなこ

ともやっているなー・・・」）が生まれる。自分の競

技に対する認識レベル深めることをも意図した作業

である。

表１は競泳選手を対象にした講習会で、選手のイ

メージつくり作業の参考のため選手に配布したもの

である。

書き込み作業において、なかなか筆が進まない選

手が見受けられた。日ごろの自分の行動や思考に注

意を向ける機会が少ない選手に見られる傾向である。

そのような選手には、日常指導されていること、あ

るいはこれからやってみよう、やってみたいと思う

ことの例を提示して、作業の促しを試みた。

３．メンタルリハーサルの実施体験

比較的脳全体の覚醒水準（意識水準）が低下した

時、イメージの明瞭度は上がるということが報告さ
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れている。これに従い以下の順で選手にメンタルリ

ハーサルを体験実施させた。①イメージストーリー

を覚える→②楽な姿勢で座る→③閉眼球→④リラク

セーション（腹式呼吸法、筋弛緩法）→⑤イメージ

ストーリーを思い描く→⑥伸びをする／顔をたたく

→⑦開眼の工程を口頭で誘導する形式で行った。

４．イメージ後の様子と課題

講習会時間の都合上、

選手にはメンタルリハ

ーサルの手順をかなり

限られた時間内で説明

し、体験をさせた。選

手の中には具体的に詳

細かつ鮮明にイメージ

できた選手もいたよう

であるが、一方で「部

分的にしか浮かばな

い」、「他人はイメー

ジできるけれど、自分

は思い浮かばない」、

「うまくいったかどう

かよくわからない」と

いう感想もあった。メ

ンタルリハーサルの基

盤となるリラクセーシ

ョン技法自体がある程

度習熟性が要求される

ものであるため、イメ

ージ想起まで及ばなか

った可能性がある。さ

らに、講習会時間帯が、

午前の体力測定と昼食

直後ということもあり、

選手に疲労感があった

ことも予想される。今

回の講習会はメンタル

リハーサルに限定して

実施されたが、メンタ

ルリハーサル以外の各

種心理的技法の講習会の必要性もあると思われる。

以上のことが今後の検討課題として残された。
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平成１７年度メディカルチェック

済生会川口総合病院 循環器科 船崎 俊一

平成１７年度の競技団体メディカルチェックは埼玉

県立スポーツ研修センター（上尾市）において２競

技団体計２６名を対象に実施された．平成１７年１０月２

日に水泳（競泳）１２名（男子６名，女子６名），同

年１１月２０日にはソフトテニス１４名（男子５名，女子

９名）の検診が朝９時から昼過ぎまで行われた．内

科検診は水泳（競泳）を船崎俊一が担当し，ソフト

テニスは佐藤健志先生（鳩ヶ谷市）が担当され，整

形外科検診は林先生が２団体とも担当された．整形

外科検診では選手の骨格，関節，筋肉の理学的検診

が行われ各選手から質問があるとその場で対応し，

またトレーニングなどで指導が必要な選手へのフィ

ードバッグも行われた．競技に影響する障害を有す

る選手は居なかった．内科的検診は血液検査，尿検

査，胸部レントゲン写真，呼吸機能検査，安静心電

図，及び負荷心電図検査を全員に実施した．【競泳】

血液検査ではで男子１名，女子２名に高脂血症が認

められ，高コレステロール血症単独型（Ⅱ a型）が

２名，高中性脂肪血症との合併型（Ⅱ b型）が１

名であった．その他，１名に好酸球増多を認め，女子

の１名にごく軽度の鉄欠乏性貧血を認めた．その他，

尿，胸部レントゲン写真，呼吸機能，心電図，運動

負荷心電図検査においては異常を認めなかった．【ソ

フトテニス】軽度の高コレステロール血症が女子選

手に１名，生理中の女子選手２名で潜血尿以外には

異常を認めなかった．その他，尿，胸部レントゲン

写真，呼吸機能，心電図，運動負荷心電図検査にお

いては異常を認めなかった．家族に気管支喘息を有

する選手が２名いたが選手本人には病的な訴えはな

く運動負荷心電図でも問題なかった．尚，不眠ある

いは疲れ易さの訴えが男子１名，女子２名からあり

精神面のケアも必要な選手がいることが示唆された．

まとめ：高校生を中心とした２競技団体の国体候補，

強化選手のメディカルチャックをいった．運動機能

には問題は認めなかったが生活習慣病としての高脂

血症が競技選手２６名中４名（１５％）いた．普遍して

考えた場合，高校生での生活習慣病の蔓延は無視で

きない状況にあることが懸念されスポーツマンとい

えども狭心症，心筋梗塞の予備群が居ることは若年

者からの更なる生活運動習慣改善の啓蒙がの必要性

が確認された．
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第６０回国民体育大会夏季大会帯同記

西大宮病院 関 純

平成１７年９月９日から１３日まで岡山県各地で『晴

れの国おかやま国体』夏季大会が行われました。

本部役員団の出発に遅れ、９月９日１９時５０分東京

駅発のぞみ６９号に乗り込み、本部役員宿舎のある倉

敷に２３時３９分に到着しました。倉敷駅の改札口を出

ると、総務の長谷川さんが迎えに来ていました。こ

のような対応は初めてでありちょっと感激しました

が、駅から宿舎の倉敷国際ホテルまで歩いているう

ちにこの落とし穴が判明しました。

実は翌日激励に行く成年男子サッカー選手を試合

前に診察してもらいたいということでした。仕事で

あるので快く承諾しましたが、何と朝食を取らず６

時に出発するとの事でした。宿舎までの足取りが急

に速くなり、荷物整理後、缶チューハイを１杯飲み

すぐにベッドに入りました。

翌朝５時３０分に起床し、６時にタクシーで神崎山

公園競技場へ出発しました。

ドクターバッグは以前の金属製のものではなく、

ポリエチレン製の軽い物に変更されており、また以

前はすべて電車、バスでの移動だったのですが、タ

クシーを利用するなど今年度はなかなか快適な移動

でした。

しかし、土曜日であったためかタクシーでの移動

は予想以上にスムーズであり、選手団が到着するま

で２時間近く待つことになり、コンビニで朝食を買

い、のんびり瀬戸内の晴れた空をながめて時間を過

ごしました。

ようやく成年男子選手団がやってきました。診察

する選手はチームの中心である長谷選手で以前から

第５腰椎分離症があり、移動で腰痛が増強したため

の診察希望でした。内服薬を処方し試合は可能だか

ら頑張ってこいと激励しました。また迫田選手も左

下腿前�骨筋炎がみられましたが、同様に内服を処

方し、激励しました。

試合は宮崎県を相手に３対２で勝ち、長谷選手が

２得点、迫田選手が２アシストとチームに貢献して

いたので、国体に帯同して３年目で初めて役に立っ

たのかなとちょっぴりうれしくなりました。

午後からは水島国際ボウリング会場へ行きました。

ボウリング競技は２年前の静岡国体でも行ったこと

があり、のんびり競技を見ようかと思っていました

が、成年女子の宮沢選手が午前の試合でフロアに付

着していた汗ですべり足関節を捻挫し、また少年男

子の中山選手が大会前の筋トレのし過ぎで本番中右

上腕二頭筋炎を発症していました。二人共試合を続

行したいという希望があり、内服、湿布を処方し、

応援にまわりました。

一日が早く感じられた日でした。総務の長谷川さ

んと今日は充実した一日だったと話し合いながら宿

舎に戻り、夕食を取りました。

９月１１日は成年女子サッカーに行く予定でしたが、

前日大阪府に番狂わせの敗戦が起きてしまい、２日

連続で成年男子サッカー会場へ行きました。しかし

京都府に１対８で敗れてしまいました。

午後からは岡山市東山プールへ移動し、水球競技

の応援に行きました。水球の選手達は特に問題とな

る選手がなく、試合も福井県に１０対５と勝利を収め

ました。

宿舎に戻ると夕食まで時間があったので、倉敷美

観地区の柳並木がある堀に沿って連なる白壁の町並

みをみながら１時間ほどジョギングをして汗を流し

ました。

９月１２日の最終日は児島マリンプールの飛び込み、

競泳会場へ行きました。競泳は埼玉県の選手団が好

成績を出し、水泳役員、本部役員共に大喜びでした。

競泳成年女子の小林選手が前日、蕁麻疹を発症し

睡眠不足になったとの報告があり、診察に行きまし

た。水泳競技の選手控え室は各県毎にプレハブがあ

－ 28 －



り、クーラーが完備されてゆっくり休める場所でし

た。初日に行ったボウリング会場では控え室もなく、

選手が一般観客と同じ場所で休んでおり、競技種目

によって環境がだいぶ違うなと痛感しました。小林

選手は幸いにも蕁麻疹は消失しており、再発した場

合のための内服を処方しておきました。

３日間の激励の旅でしたが、岡山、倉敷市は非常

に蒸し暑く、毎日ブレザー、ズボンが汗だらけでし

た。特に児島マリンプールは直射日光が強く、喉が

渇き水分補給を充分に行わなくては熱中症になって

しまうほどでした。

１４時４２分岡山発のぞみ５８号に総務の上條さんと乗

り込み、岡山国体の旅は終わりました。上條総務と

はサッカーの話題で話が盛り上がり、あっという間

に埼玉に帰県しました。
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第６０回国民体育大会秋季大会に帯同して

小林 正幸

平成１７年１０月２２日から２月３日まで第６０回国民体

育大会秋季大会が岡山県で開催されました。開会式

前日ドクターズミーティングの１０月２１日から２４日ま

で参加したので報告します。

１０月２１日その日の午後３時から開催されるドクタ

ーズミーティングに出席するため、東京駅発１０時３３

分の「のぞみ７３号」で出発しました。役員の方とボ

クシングチームが一緒でした。ほぼ予定通り岡山駅

に到着。宿泊先は三井ガーデンホテル岡山で駅から

は数分の道のりでした。ドクターズミーティングの

行われるホテルブランヴィア岡山は道路を挟んで向

かいにありましたので、チェクイン後少し部屋で過

ごしました。届いたドクターバッグの中味を点検す

る時間も十分にありました。

午後３時過ぎから開催されたドクターズミーティ

ングでは、「第５９回国民体育大会 埼玉国体夏・秋

季大会 医療・救護実績報告」を埼玉県国体医事運

営委員長の塩野潔先生が詳細に報告された。その中

で先催県の様式を概ね踏襲しつつも、「診療録・受

診依頼書中の病名変更」「ドーピングコントロール

に留意」「FAXによる診療情報提供サービス」「AED

の配備」「集団多発災害などに対する備え」など本

県での特徴的な医事運営をアピールしました。第６０

回開催の岡山県からも医療・救護の報告がありまし

た。シンポジウムは２つあり、シ）１は「帯同トレ

ーナー（AT）のあり方について」と題して筑波大

学の河野一郎先生が「日本体育協会公認アスレティ

ックとレーナー養成カリキュラム及び認定方法につ

いて」、岡山県国体・障害者スポーツ大会局石田裕

子氏が「岡山県における実践例」、�リニアートの

増田雄一氏が「陸上競技における国体での実践例」

と題してそれぞれの立場での報告があり、その中で

５９国体では医療資格としては鍼灸マッサージ師・柔

道整復師の資格のあるトレーナー帯同の県が多くみ

られたとのことでした。シ２）は「帯同ドクターの

あり方と役割について」の題で行われ、本県の体協

会医科学委員でもある早稲田大学スポーツ科学学術

院の坂本静男先生が案としながらも「JOCのドク

ターズマニュアル」についての報告が、「広島県に

おける取り組み」と題し広島県体協スポーツ医学委

員長佐々木英夫先生が、「北海道における取り組み」

を北海道体育協会スポーツ科学委員会成田寛志先生

が報告された。この他にも国体医事部会長の早稲田

大学福林徹先生から国体におけるドーピング検査に

ついてのお話しがあった。

翌日の開会式は、天皇・皇后両陛下をお迎えして

開催されました。今までも何回か帯同しましたが、

今回初めて開会式での入場行進に参加しました。タ

クシーに分譲して開会式の会場となる桃太郎スタジ

アムへ出かけましたが、敷地内にあるテントの一角

に５９国体の旗を立てかけた幾つかのテーブルが用意

されておりました（先乗りした県体協の方々のお仕

事）。昼食後入場行進が始まるまでスタジアム近く

のグランド内で待機、この間に現地激励会がありま

した。５９国体では入場行進までのアトラクションな

どをスタンドから楽しみましたが、今回は行進開始

までの時間がとても長く感じられました。１３時５０分

頃から入場行進が始まり１５時過ぎまで立ちっぱなし

でした。

競技開始初日となる翌２３日は総務の長谷川さんと

ホテルを８時に出発し岡山駅へ向かいました。ちょ

うどキップを買っている時でした。携帯電話の着信

音がします。受話器からは「体操の選手です。幾日

か咳が出ています」との声が聞こえてきました。話

す声の感じからはあまり重症とは感じませんでした

が、宿舎となっている岡山シティホテルへ急行しま

した。ホテルのロビーの片隅で聴診器を使い胸部の

診察を行ないましたが雑音は聴取しません。試合日
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は２６日とのこと常備薬のなかから鎮咳剤を３日分手

渡しました。聞くところによると成年男子の体操競

技は優勝候補の競技種目であるとのこと、ドーピン

グ禁止薬剤は用意されていないことは承知していま

したが、念には念を入れ埼玉医科大学病院の薬剤部

に電話をかけ禁止薬剤でないことを確認しました。

日曜日で勤務している人数も少ない中きちんと対応

してくれたことは、県アンチ・ドーピング小委員会

の委員長であり、埼玉医科大学病院の一員でもある

私にとってとても嬉しく思いました。

その後岡山駅へ戻り JR山陽本線で一つ目の北長

瀬駅まで行き、徒歩数分にある岡山ドームへ向かい

ました。少年男子バンタム級の試合の始まる直前で

した。３試合目に本県の稲村選手が出場。判定とな

り残念ながら初戦突破はなりませんでした。午後の

試合場への移動のため選手団に挨拶。この時特に体

調を崩している選手がいないことが確認できました。

岡山駅へ戻り体操競技の行われる桃太郎アリーナへ

行きました。館内の片隅から少年男子と女子の競技

を観戦・応援しました。男子鉄棒で佐藤選手が離れ

業の途中落下しましたが、競技終了後大きな怪我も

無かったことを確認でき胸をなでおろしました。男

子は３班１８チーム終了で２位、女子は３班１２チーム

終了で１位という成績でした。終了後の女子チーム

の選手に話を聞き体調はいたって良いとのことで安

心しました。

その後陸上競技場へ移動、少年女子Ａ１００ｍで高

橋選手が１１″６９で優勝、少年男子Ａ１００ｍで後藤選

手が７位入賞、青年女子５０００ｍでは石井選手が１５′

３６″７２で２位でゴールを駆け抜ける瞬間を見ること

が出来ました。フィールド内では成年女子砲丸投げ

で緑川選手が８位入賞を果たしました。この日岡山

入りする立花先生と合流のためここまでで競技場を

後にしました。

翌２４日は８時３０分宮田団長と総務の宍戸さんと岡

山武道館での少年男子ライフル射撃を激励に出かけ

ました。監督さんの話からは小さな的を射るため集

中力が大切で、とても体力を消耗するとの話しを聞

きました。時間的な制約のため途中で陸上競技場へ

移動しました。競技場入り口に「津島遺跡」との看

板を見つけました。競技場の一階部分に遺跡の一部

が展示されていました。その後陸上競技場へ移動し

ましたがホテルへ預けてある荷物受け取る必要性か

らあまり時間を掛けられませんでした。駅構内で昼

食をとり１３時４２分岡山駅発ののぞみ５６号で帰郷しま

した。

相談事例としては体操の選手のことがありました

が、私が滞在した日程内ではこれ以外の相談事はあ

りませんでした。昨年の５９国体では選手の話の中に

時々アンチ・ドーピングのことが話題になったこと

もありましたが、今回は昨年ほどには耳にしなかっ

たと感じました。あまり気にし過ぎても困ることで

すが、十分に浸透しているためなのかな？などとも

思いました。

以上、帯同した第６０回国民体育大会秋季大会（岡

山県）の報告とします。
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第６０回国体秋季大会に帯同して

立花 陽明

科学委員会で会報の執筆分担の話になり、岡山国

体の帯同記を執筆するように言われるまで、岡山で

国体があったのは数年前で、帯同記などはとっくの

昔に県体協に提出していたものと思っていたら、岡

山国体から５ヵ月しか経っていない事実に驚いてし

まった。そこで、記憶に残っている断片をいくつか

繋ぎ合わせて今回の帯同記とさせていただく。

１０月２３日から２６日まで３泊４日の帯同であったが、

まず、初日の夜である。申し送りと打ち合わせを兼

ね、小林先生と長谷川さんと３人で、日本料理屋で

夕食を共にした。お二人のお薦めの料理を食しなが

ら、小林先生からしっかりと申し送りを受け、長谷

川さんと入念な打ち合わせを行った。翌日の夜。今

度は、専務を始めとした数名で、同じ料理屋での夕

食となった。この日は、岡山名物の『ままかり』に

出会い、出された酢の物以外にも他の味付けがある

ことを知った。もちろん、帰りの岡山駅では、まま

かりセットをお土産に購入した。最後の夜は、以前

学会のときに立ち寄った料理屋が結構美味しい店だ

ったので、おぼつかない記憶を頼りに何軒か探して

みたが、残念ながら目指す店を探し当てることはで

きなかった。仕方なく、行き当たりばったりの創作

料理屋での夕食となった。

次に、最も重要な医療活動についての記憶をたど

ってみると、少年女子ハンドボールの会場で数名の

かわいい選手に囲まれた記憶がある。試合中に手指

を捻挫したという選手の診察をしていると、そのう

ちに「私も立花先生に診てもらいたい」と選手が集

まり始め、気をよくした私は消炎鎮痛剤とシップを

気前よくすべて使い切ってしまった。その他にも別

の会場で医療活動をしたような気がするが、記憶に

残っていないということは、汗臭い高校生の男子選

手だったかもしれない。

そして、もう１つ記憶に残っているのは、最終日

の午前中のことである。私がホッケーの顧問医をし

ている関係で、できればホッケーの激励に行きたい

とお願いし、タクシーでホテルを後にした。ホテル

に迎えに来ていたタクシーに乗ったはいいが、実は

他県の役員が手配した迎車で、「別の車に乗り換え

てくれ」と途中で降ろされてしまった。その後、そ

の運転手が無線で連絡したタクシーか、流しのタク

シーに乗ったかは記憶がさだかではないが、今思う

とこれがケチの付き始めだったのかもしれない。運

転手は、「会場付近には一度だけしか行ったことが

ないが、大丈夫、心配しないでくれ」と言う。しか

し、行けども行けども会場にたどり着かない。地元

の人に道を訊く程度であればまだいいが、あっちに

行ったと思えばこっちに来たり、仕舞いには同じ道

を何度も行ったり来たりする始末である。そのうち

に試合開始の時間になり、前半が終了しとうとうハ

ーフタイムになろうかという時に、やっと会場が目

の前に現れた。こんな調子では、せっかく激励に訪

れた試合も勝てるわけがない。

以上が私の記憶のほとんどである。どうも、医療

活動よりも夕食のことの方が鮮明に記憶に残ってい

るようだ。これでは今後いけないと深く反省し、こ

れからは医療活動についての詳細な記録を逐一残す

ようにしようと肝に銘じた次第である。
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第６１回国体冬季大会に帯同して

立花 陽明

昨年に引き続き、第６１回冬季大会に帯同する機会

を得た。昨年は、スケート、アイスホッケーおよび

スキーの分離開催であったためにアイスホッケーの

みの帯同であったが、今回はスケートおよびアイス

ホッケー競技に帯同することとなった。苫小牧市で

１月２８日から３１日まで開催されたが、県体協から連

絡がきたときにはすでに予定が入っていたので、２９

日から３１日まで３日間の帯同となった。

今回は、昨年の苦い経験があるので、同じ轍を踏

まないように準備万端ととのえて出発した。前回は

アイスホッケーのドクターとしてベンチ入りし、最

終ピリオドには耐え難い冷気に襲われ我慢の限界で

あったことから、まず防寒衣類と防寒用品の買出し

から始まった。ベンチでは、足先からしんしんと冷

え込んで、徐々に全身フリージング状態となったの

で、とくに下半身の防寒に注意をはらった。最初に

買い求めたのは防寒下着であった。山登り・スキー

専門店で、「とにかく世界で一番寒くならない下着

をくれ」といって購入したのが、NASAで使用され

ているといういわくつきの下着で、夏は涼しく冬は

温かいという優れものであった。NASAで使用され

ているというのであれば、地球の果てどころか地球

圏外でも問題なかろうと、下半身はこのハイテク下

ズボンと、若者がはいている丈の短い靴下に通常の

靴下を重ねて２重にすることにした。また、苫小牧

空港の売店で趾先用の使い捨てカイロを購入し、こ

れで防寒対策は完璧。冬季国体がシベリアで開催さ

れようが怖いものなしである。

到着した日の夕方から早速フィギュアの SP観戦

となったが、寒さを感じることはほとんどなかった。

しかし、ハイテク下ズボンに加えて、上半身もハイ

テク下着にさらに何枚も重ね着をしているので、ズ

ボンのお腹のあたりが非常に窮屈なうえに全身が締

め付けられる感じは否めなかった。まずフィギュア

はクリアし、翌日はスピードスケートの激励であっ

た。スピードスケートといえば、おそらく街中から

離れた郊外の寒風吹きすさぶスケートリンクで競技

が行われることだろうと想像していた。ところが、

現地に到着してみると、ゴール前には一面ガラス張

りで暖房の効いたたいそう立派な建物があり、その

中では選手達がＴシャツ一枚でストレッチをしてい

た。この豪華な観客席に目を見張ったが、防寒対策

を準備万端ととのえてきた私にとっては少し拍子抜

けした感じであった。

初日、２日目とたいした問題もなく３日目となっ

た。最終日は少年アイスホッケーであった。前回、

額を切った選手の処置に苦慮した経験から、今回は

某病院の手術室からスキンステイプラーを拝借し、

切り傷にも即座に対処できるように万全の態勢で臨

んだ。防寒も完璧で、試合終了までしっかりベンチ

の中で待機するぞ、と勇んでホテルを後にした。し

かし、会場に到着するとすでに試合開始数分前で、

今回はベンチ入りすることなく観客席での観戦とな

った。しかも、観客席のシートには暖房がはいって

おり、至れり尽くせりのアリーナであった。さすが

に、埼玉の人間が考えるよりも北海道の防寒対策は

完璧で、余計な心配などする必要はなかった。

今回は、会場に行っても医療活動ができないとい

う諸事情があり私の防寒対策を中心に原稿を書いた

が、どんな名医でもメスがなければ手術はできない。

次回帯同するときには、ドクターバッグを携えてベ

ンチ入りしたいものである。

しかし、改めてよく考えてみると、ハイテク下着

にはNASAのロゴマークはどこにも付いていない

し、NASAのどこの誰が使用しているかは一切不明

である。
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第６１回国民体育大会冬季大会スキー競技会「尾瀬国体」に参加して

萎沢 利行

第６１回国民体育大会冬季大会は、平成１８年２月１９

日（日）から２２日（水）の期間に群馬県片品村で、

４７都道府県から２０００人を越える選手・役員が参加し

て開催されました。

テーマは、片品村が尾瀬の入山口であることより、

「尾瀬国体」で、スローガンは、選手一人一人が力

を出しきって輝いて欲しいという願いを込めて「輝

く君を見たい」でありました。

トリノ冬季五輪開催期間中で有力選手の参加は少

ない大会となりましたが、参加選手の帯同スポーツ

ドクターとして参加しましたので報告致します。

開会式の開催された２月１９日（日）の夕方から、

埼玉県選手団に合流しました。今大会に参加する埼

玉県の役員・監督・コーチ・選手の４９名が、一つの

宿舎で寝泊りする状況でありました。埼玉県体育協

会専務理事の森正博副団長の話しでは、こういった

大会で選手団と本部宿舎が一緒となることは今まで

経験がなく初めてのことであるとのことでした。

スキー競技会の競技種目は①ジャイアントスラロ

ーム②クロスカントリー③スペシャルジャンプ④コ

ンバインド（ジャンプ・クロスカントリー）の４種

目であります。

２月１９日（日）PM７：３０より全体会議が宿舎の

広間で開催されたので参加しました。国体参加のた

め県内の各地より集まってきた顔合わせしたことな

い参加者が全員集まり自己紹介しあって交流を深め

たことは、埼玉県選手団の団結に役立つたように思

えました。全体会議のあと、ジャイアントスラロー

ムの成年女子出場の選手が昨日の練習で右肩を傷め

たとのことで受診しました。右肩腱板周辺の痛みを

訴え挙上時痛が主な症状でありました。日常生活で

軽度の痛みはあるものの日常生活動作に支障がなく、

スキーの練習はできるとのことであったので右肩外

傷性関節炎と診断してロキソニン３Ｔ／３×、ミル

タックス外用で治療し、出場予定の２月２１日の試合

に実力が発揮できるようコンデショニングを整える

ことになりました。結果的にジャイアントスラロー

ルの試合に予定通り参加できました。

ジャイアントスラロームのコースは、片品村にあ

る７つのスキー場の一つであるホワイトワールド尾

瀬岩鞍スキー場のチャンピオンコースで実施されま

した。

２月２０日（月）に開催されたジャイアントスラロ

ームには埼玉県から、成年男子Ａに４名、成年男子

Ｂに３名が参加しました。各選手とも外傷もなく無

事競技を終えましたが、結果は残念なことに８位ま

での入賞にはとどきませんでした。

ホワイトワールド尾瀬岩鞍スキー場から宿舎への

帰り道の国体関係者用シャトルバスの中で、静岡県

の帯同ドクターで随行していた慈恵医大整形外科教

室同窓の先輩とお会いしました。１０年ぶりにスキー

をやりましたよと、国体に参加することでできた貴

重な経験をお話しになっていました。私もしばらく

ぶりにスキーをはき、選手の激励のためスキー場を

移動しました。最初はケガが不安でしたが、一緒に

激励に同行した坂本祐之輔会長と岩崎充晃体協事務

局長のカレイなスキーさばきを後から見ながら、ま

た適切な指導を受けながら、スキーができたことは、

貴重な経験となりました。

スキー競技の埼玉県の成績は、天皇杯１４位、皇后

杯１０位で昨年の成績と同じようでありました。選手

に大きなケガもなく終了いたしました。

感じたことを七五調にしました。

雪がふる 露天風呂から 冬景色

国体で スキーの疲れ ひさしぶり

スキーはく 国体参加で スキーはたのし
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財団法人埼玉県体育協会スポーツ科学委員会規程

（総 則）

第 １ 条 財団法人埼玉県体育協会（以下「本会」という）寄付行為第２８条に基づき、スポーツ科学委員

会（以下「委員会」という）を設ける。

（目的および事業）

第 ２ 条 委員会は、スポーツ医学・科学に関する研究を行い、県民の体育・スポーツの振興に寄与する

ことを目的とする。

第 ３ 条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

（１）県民の体育・スポーツ振興に関する科学的研究に関すること。

（２）競技力向上に関する科学的研究に関すること。

（３）スポーツマンの健康管理に関すること。

（４）その他、前条の目的達成のために必要な事業。

（委員および役員）

第 ４ 条 委員会は委員若干名をもって構成する。

２ 委員会に次の役員をおく。

（１）委員長 １名

（２）副委員長 若干名

（委員の委嘱）

第 ５ 条 委員は、次の各号から本会会長が委嘱する。

（１）本会担当理事 若干名

（２）行政機関の代表 若干名

（３）スポーツ科学に関する学識経験者 若干名

（役員の選出ならびに職務）

第 ６ 条 委員長および副委員長は、委員会において選出する。

第 ７ 条 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を掌理する。

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

（委員および役員の任期）

第 ８ 条 委員および役員の任期は、二ヶ年とする。ただし、再任は妨げない。

２ 第５条により委嘱した委員に欠員が生じた場合は、欠員を補充する。

３ 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
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（委 員 会）

第 ９ 条 委員会は、必要に応じて委員長が召集し、議長となる。

第 １０ 条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定する。可否同数の場合は、議長がこれを決定する。

２ 緊急を要するため、委員会に付議することが困難な場合は、委員長がこれを処理することがで

きる。ただし、次の委員会に報告しなければならない。

（専門部および委託）

第 １１ 条 委員会は、スポーツ科学等に関し、研究を進めるため、必要な専門部を設置することができる。

２ 専門部会の決定事項は、委員会の承認を得なければならない。

３ 専門部会の規程は別にこれを定めることができる。

第 １２ 条 委員会は、研究を進めるため、関係機関および専門職員等に研究を委託することができる。

（補 則）

第 １３ 条 委員会の機構および事業の基本方針・その他重要事項については、委員会において決定し、本

会理事会で承認を得なければならない。

付 則

この規程は、昭和６２年１０月１７日から施行する。

申し合わせ事項

１ 第５条（３）の内訳は、当分の間、日本体育協会公認のスポーツドクター、研究者、コーチ、指導者

とする。

２ 委員は、全体で１５名程度とする。

３ 本委員会には、必要に応じて相談役を置くことができる。
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平成１７年度

財団法人埼玉県体育協会スポーツ科学委員会名簿

役職 氏 名 勤 務 先 名 称 役職 氏 名 勤 務 先 名 称

委員長 萎沢 利行 藤和会藤間病院 〃 関 純 西大宮病院

副委員長 宮内 孝知 早稲田大学 〃 吉田 博幸 東京家政学院短期大学

副委員長 林 承弘 林整形外科 〃 玉井 朗 拓殖大学

副委員長 青葉 昌幸 大東文化大学 〃 坂井 順司 埼玉県教育委員会
スポーツ振興課

副委員長 桜井 勝利 埼玉県ウエイトリフ
ティング協会 〃 鈴木 征 埼玉県ソフトボール

協会

委 員 戸苅 晴彦 平成国際大学 〃 高橋 誠 埼玉県高等学校体育
連盟

〃 加賀谷�彦 埼玉短期大学 〃 細野 晃 北本市体育協会

〃 三戸 一嘉 埼玉県サッカー協会 〃 和田 卓 埼玉県ボート協会

〃 塩野 潔 塩野胃腸科医院 相談役 丸山 正董 丸山記念総合病院

〃 小林 正幸 埼玉医科大学

役職 氏 名 勤 務 先 名 称 役職 氏 名 勤 務 先 名 称

部会長 宮内 孝知 早稲田大学 〃 山本 修 健康福祉村

副部会長 吉田 博幸 東京家政学院短期大学 〃 須田 和也 共栄大学

部会員 加賀谷�彦 埼玉短期大学 〃 阿部 昌弘 自衛隊体育学校

〃 山本智恵子 〃 玉木 啓一 武蔵丘短期大学

〃 稲山 貴代 東京都立短期大学 〃 亀井 明子 女子栄養大学

スポーツ科学専門部会
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スポーツ医学専門部会

役職 氏 名 勤 務 先 名 称 役職 氏 名 勤 務 先 名 称

部会長 林 承弘 林整形外科 〃 船崎 俊一 済生会川口総合病院

副部会長 小林 正幸 埼玉医科大学 〃 坂本 静男 早稲田大学

部会員 萎沢 利行 藤和会藤間病院 〃 池田 浩夫 川口工業総合病院

〃 塩野 潔 塩野胃腸科医院 〃 矢地 孝 北里研究所

〃 立花 陽明 埼玉医科大学 〃 岡田奈緒子 山野美容芸術短期大学

〃 仁賀 定雄 埼玉医科大学 〃 溝口 秀雪 （学）花田学園

〃 関 純 西大宮病院 〃 佐藤 健志 健クリニック

〃 田澤 俊明 新都心たざわクリニック 〃 清水 和彦 清水クリニック

〃 石橋 俊郎 伊奈病院

コーチング専門部会

役職 氏 名 勤 務 先 名 称 役職 氏 名 勤 務 先 名 称

部会長 青葉 昌幸 大東文化大学 〃 小川 貴 浦和西高校

副部会長 玉井 朗 拓殖大学 〃 野瀬 清喜 埼玉大学

部会員 戸苅 晴彦 平成国際大学 〃 有川 秀之 埼玉大学

〃 山本 兼郎 上尾市役所 〃 亀井 良和 大宮高校

〃 和泉 洋 埼玉イトマン日高校 〃 大石 賢治 川口市立西中学校

〃 鈴木 守 上智大学 〃 鈴木 若葉 淑徳大学

〃
※科学 鶴見 秀海 スポーツ研修センター
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埼玉県スポーツ科学委員会 医学専門部会スポーツドクター小委員会

氏 名 勤 務 先 専 門 担 当 希 望 競 技

浅井 亨 川口市立医療センター 整形外科 ボート

浅沼 孝吉 浅沼医院 内科 スケート

安孫子 征 安孫子医院 産婦人科

新井 久夫 新井整形外科 整形外科・リハビリ 野球

池田 浩夫 川口工業総合病院 整形外科 スキー・サッカー

石井 邦夫 石井医院 柔道・テニス

石橋 俊郎 伊奈病院 整形外科 野球・スキー・サッカー

伊藤 隆夫 伊藤クリニック 外科・内科・胃腸科 バレー・陸上

井上 大輔 川口市立医療センター 麻酔・ペイン 水泳・カヌー

宇治 元 宇治医院 サッカー

大滝 栄典 大宮整形外科医院 整形外科 サッカー

荻内 隆司 東京医科歯科大学病院 整形外科 サッカー・水泳

小野 彰一 小野内科クリニック 内科 全競技OK

掛川 淳 掛川医院 内科 卓球・剣道

加藤 幹雄 加藤整形外科 整形外科 バスケット・サッカー

金子 茂 金子医院 外科・ペイン ボート・カヌー

川久保 洋 川久保病院 眼科 野球・バスケット

黒屋 信隆 くろや整形外科医院 整形外科 野球・スキー

桑原 稔 桑原医院 外科・麻酔科 弓道

公平不二雄 公平病院 外科 ラグビー・ボクシング

河野 柳一 河野整形外科 整形外科 サッカー・ゴルフ

小林 督志 小林クリニック 脳神経外科 ボクシング・サッカー

小林 正幸 埼玉医科大学 外科 ラグビー・ボウリング

塩野 潔 塩野胃腸科医院 外科 サッカー

紫田 輝明 北本整形外科 整形外科 剣道

萎沢 利行 藤間病院 整形外科 バレーボール・ラグビー

清水 昭 大宮医師会市民病院 脳神経外科 なぎなた

菅原 誠 菅原整形外科 整形外科 陸上・サッカー

鈴木 忠臣 北本中央クリニック 血液内科・呼吸器内科 サッカー

陶山 哲夫 埼玉医大総合医療センター 整形外科

諏訪 敏一 深谷赤十字病院 外科 サッカー・テニス
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関 純 西大宮病院 整形外科 サッカー

高木 俊和 埼玉社会保険病院 内科 馬術

高橋 公男 高橋外科医院 整形外科 サッカー

田澤 俊明 新都心たざわクリニック 脳神経外科 水泳・ゴルフ

立花 陽明 埼玉医科大学 整形外科 ホッケー・ハンドボール

鶴岡 明 鶴岡医院 循環器内科 サッカー

得丸 幸夫 得丸医院 神経内科・内科 ラグビー

内藤 毅嗣 内藤クリニック 血液内科 サッカー

中島 俊之 関越クリニック 内科 ラグビー・他可能

永田 明弘 大宮双愛病院 整形外科 スキー・スケート

永田 善之 永田整形外科 整形外科 ゴルフ・ヨット

仁賀 定雄 川口工業総合病院 整形外科 サッカー

西山 秀水 熊谷総合病院 整形外科 野球・ソフトボール

二瀧 方武 二瀧医院 内科 陸上・バイアスロン

丹羽 正幸 丹羽クリニック 消化器外科

野矢久美子 入間ハート病院 循環器内科 ボート・剣道

畠中 正孝 戸田中央総合病院 血管外科 サッカー

林 承弘 林整形外科 整形外科 ボウリング・陸上

原口 亨 原口外科医院 外科・整形外科 ソフトボール・野球

平野 裕 平野医院 外科・皮膚科

増淵 和男 野火止クリニック 循環器内科 相撲・馬術

丸山 正董 丸山記念総合病院 外科 サッカー・野球

三浦 信雄 三浦医院 内科・小児科

三須 雅子 みさと団地中央診療所 婦人科・内科

水谷 智彦 日大医学部神経内科 神経内科 柔道・アーチェリー

宮之原 啓 宮之原整形外科医院 整形外科 卓球・サッカー

村田 郁 村田医院 小児科・内科 バレーボール

茂木 條二 真木外科 整形外科・外科 陸上

本橋 政弘 生協戸塚医院 整形外科 ラグビー

八百坂 渉 八百坂整形外科 整形外科

安田 福輝 安田医院 内科 柔道

谷中 誠 臨床病理 ラグビー

吉岡 久 埼玉医科大学 消化器外科

渡辺 芳子 本島総合病院 整形外科・形成外科
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アンチ・ドーピング小委員会

役 職 氏 名 所 属
委 員 長 小林 正幸 埼玉医大地域包括医療部教授
副 委 員 長 矢地 孝 北里研究所臨床薬理研究所
委 員 坂本 静男 早稲田大学医学博士
〃 諏訪 敏一 深谷赤十字病院院長
〃 小野 彰一 小野内科クリニック院長
〃 塩野 潔 塩野胃腸科院長
〃 大山 昭 毛呂病院薬局
〃 浅見 孝雄 埼玉医大附属病院薬剤部
〃 鶴岡 明 鶴岡医院院長
〃 林 承弘 林整形外科院長
〃 萎沢 利行 藤間病院院長
〃 櫻井 勝利 県体育協会理事・ウエイトリフティング会長
〃 黒沢 章 埼玉県薬剤師会
〃 膳亀 昭三 埼玉県薬剤師会
〃 高野 博徳 埼玉県薬剤師会
〃 加賀谷貴彦 埼玉県教育局体育課

スポーツ科学委員会 体力測定小委員会

氏 名 所 属 氏 名 所 属

加賀谷�彦 埼玉短期大学 田中 弘之 県民健康福祉村

浅見 真一 健康つくり事業団 玉木 啓一 武蔵ヶ丘短期大学

有川 秀之 埼玉大学教育学部 中村 好男 早稲田大学人間科学部

出浦 申二 スポーツ研修センター 中山 達朗 スポーツ研修センター

池垣 功一 兵頭 圭介 大東文化大学

小川 貴 県立福岡高校 星 永 埼玉県立大学

清岡 智 東京理科大学 村岡 功 早稲田大学人間科学部

小沼 彰彦 国体局 山本 修 県民健康福祉村

佐藤 雄二 埼玉県立大学 山本 和雄 県立大井高校

武安 岳史 岐阜県国際バイオ研究所 吉田 博幸 東京家政学院短期大学
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顧問医名簿

競 技 名 ドクター名 勤 務 地 病 院 名

１ 陸上競技 菅原 誠 川口市 菅原整形外科

〃 二瀧 方武 さいたま市 二瀧病院

〃 茂木 條二 高崎市 真木外科

２ サッカー 塩野 潔 さいたま市 塩野胃腸科医院

〃 鶴岡 明 さいたま市 鶴岡医院

〃 諏訪 敏一 さいたま市 大宮赤十字病院

３ 柔道 水谷 智彦 板橋区 日大医学部

〃 安田 福輝 三芳町 安田医院

〃 加藤 浩 秩父市 加藤クリニック

４ 水泳 田澤 俊明 さいたま市 新都心たざわクリニック

５ バレーボール 萎沢 利行 熊谷市 藤間病院

〃 伊藤 隆夫 北本市 伊藤クリニック

〃 村田 郁 志木市 村田医院

〃 今村恵一郎 上尾市 今村整形外科・外科医院

６ ボクシング 公平不二雄 戸田市 公平病院

〃 小林 督志 三郷市 小林クリニック

〃 大久保利弘 大利根町 大久保病院

７ ホッケー 立花 陽明 鶴ケ島市 埼玉医科大学

〃 今村 巍 さいたま市 与野ハウスクリニック

８ バスケット 加藤 幹雄 さいたま市 加藤整形外科

〃 高木 正人 狭山市 至聖病院

９ 卓球 宮之原 啓 上尾市 宮之原整形外科

１０ ラグビー 小林 正幸 毛呂山町 埼玉医科大学

〃 桜井剛太郎 春日部市 桜井整形外科

〃 谷中 誠 岩槻市 細田医院

１１ ボート 峰岸 敦子 戸田市 戸田中央総合病院

〃 亀森健一郎 戸田市 戸田中央総合病院

１２ 剣道 柴田 輝明 北本市 北本整形外科

〃 掛川 淳 妻沼町 掛川医院

１３ 体操 野本 栄 狭山市 石心会狭山病院
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１４ ソフトボール 輿水 健治 戸田市 戸田中央総合病院

〃 西山 秀木 熊谷市 熊谷総合病院

１５ バドミントン 林 承弘 岩槻市 林整形外科

〃 渡邉 房雄 赤羽 赤羽整形リウマチクリニック

１６ 自転車 蓮見 悳彦 さいたま市 （蓮見医院）

１７ ハンドボール 代田 雅彦 さいたま市 大宮赤十字病院

１８ テニス 白石 悟 さいたま市 白石整形外科

〃 石橋 俊郎 伊奈町 伊奈病院

１９ 空手道 花家 隆之 日高市 花家産婦人科クリニック

〃 山川 護 川口市 山川整形外科

２０ ゴルフ 山口 現朗 川越市 山口病医

２１ 山 岳 畑中 浩成 盛岡市 盛岡赤十字病院

２２ ソフトテニス 荻内 隆司 さいたま市

２３ アーチェリー 鮫島 弘武 越谷市 さめしま整形外科

２４ 馬術 高木 俊和 さいたま市 埼玉社会保険病院

〃 大滝 栄典 さいたま市 大宮整形外科

２５ ウエイト 渕岡 道行 大井町 渕岡整形外科

２６ ダンス 池田 浩夫 川口市 川口工業総合病院

２７ なぎなた 清水 昭 さいたま市 大宮医師会市民病院

２８ クレー射撃 岡田奈緒子 秩父市 山野美容短期大学

２９ フェンシング ※紹介希望

事務局

長谷川 伸
県体育協会 担当
電話 ０４８―８２２―５１７１
FAX ０４８―８２２―５１７４

〒３３０―００４５ 常総市大塚戸町１４３１―２
０２９７―２７―０９３１
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