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月 日 曜 会 場 内 容

４月２１日 金 さいたま共済 委員長・３専門部正副部会長会議

５月１８日 木 さいたま共済 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 第１回スポーツ科学委員会

５月３１日 水 さいたま共済 第１回コーチング専門部会

６月１日 木 さいたま共済 第１回医学専門部会

６月９日 金 さいたま共済 第１回科学専門部会

６月２２日 木 さいたま共済 第１回スポーツ科学委員会 総会

７月５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［小林］）

７月１３日 木 さいたま共済 第２回アンチ・ドーピング小委員会

７月１４日 金 埼玉会館大ホール 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１７日 日 さいたま共済 エンジョイ・スポーツセミナー（堀井学・古旗照美・榊原孝彦）

８月８日 火 さいたま共済 医・ト・競合同研修会 運営委員会

８／１８～２０ 栃木県下 第６１回国体関東ブロック大会

８月２７日 日 県立スポーツ研修C 体力測定実地研修会

８月３０日 水 さいたま共済 アンチ・ドーピング教育・啓発講習（国体選手選考会議・監督会議［浅見・小林］）

〃 〃 〃 国体競技外ドーピング検査対象選手・監督説明会［浅見・小林］

９月１２日 火 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

９月１９日 火 埼玉会館小ホール アンチ・ドーピング教育・啓発研修（兵庫国体結団式［大山・小林］）

〃 〃 〃 国体競技外ドーピング検査対象選手・監督説明会［大山・小林］

９月２９日 金 神戸市 ドクターズ・ミーティング

９／３０～１０／１０ 兵庫県下 第６１回兵庫国体≪小林・塩野・立花・関 他１２競技１３帯同医・トレーナー≫

１０月２２日 日 県立スポーツ研修C 水泳競技（MC・体力測定・スポーツ心理・スポーツ栄養）

１０月３１日 火 さいたま共済 第２回コーチング部会

１１月１５日 水 さいたま共済 第２回科学専門部会

１１月１９日 日 県立スポーツ研修C ソフトテニス競技（MC・体力測定・スポーツ心理・スポーツ栄養）

１２月５日 火 さいたま共済 委員長・３専門部正副部会長会議

１２月１７日 日 県立スポーツ研修C 体操競技（MC・体力測定・スポーツ心理・スポーツ栄養）

１２月２７日 水 さいたま共済 パネルディスカッション パネリスト打合せ

２００７年

１月１１日 木 さいたま共済 医・ト・競合同研修会 運営委員会

１月１４日 日 さいたま共済 VICTORY SUMMIT in 埼玉（藤口光紀・塩野潔）

１月２３日 火 さいたま共済 第３回コーチング部会

１／２７～３１ 群馬県下 第６２回スケート・アイスホッケー国体≪立花≫

２月３・４日 国立女性教育会館 県スポーツ指導者研修会（スポ科講演：バド阿部氏：青葉／パネル：総合型：宮内）

２月８日 木 さいたま共済 第３回アンチ・ドーピング小委員会

２／１０～１３ 秋田県下 第６２回スキー国体≪萎沢≫

２月１５日 木 さいたま共済 第２回医学専門部会

２月１７日 土 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月２１日 水 さいたま共済 第３回科学専門部会

３月７日 水 さいたま共済 第２回スポーツ科学委員会

３月１０日 土 日体協 スポーツドクター協議会≪小林≫

３月２１日 祝 熊谷ラグビー場 コーチングセミナー（ラグビー）

３月２２日 木 さいたま共済 第２回スポーツ科学委員会 総会

平成１８年度 スポーツ科学委員会事業報告
テーマ【選手強化・生涯スポーツの推進】
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月 日 曜 会 場 内 容
４月１９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８日 火 自治会館４Fホール 第１回選手強化対策委員会
５月１０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２４日 木 さいたま共済会館 第１回スポーツ科学委員会（親委員会）
６月５日 火 さいたま共済会館 第１回コーチング専門部会（Ⅴ．サミット講師選定 他）
６月７日 木 さいたま共済会館 第１回医学専門部会
６月１２日 火 さいたま共済会館 第１回科学専門部会
６月２１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３日 火 さいたま共済会館 アンチ・ドーピング教育・啓発講習（コーチ研修会）⇒塩野
７月１２日 木 さいたま共済会館 第１回医・ト・競合同研修会 運営委員会
７月１３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）⇒膳亀
７月１９日 木 さいたま共済会館 第２回アンチ・ドーピング小委員会
７月下旬 さいたま共済会館 第１回顧問医・トレーナー・競技団体合同研修会
８／１７～１９ 埼玉県下 第６２回国体関東ブロック大会（中心会期）
８月２６日 日 県立スポーツ研修C 体力測定実地研修会
８月３１日 金 自治会館４Fホール 第６２回国体選手選考会議・監督会議（アンチドーピング講習）⇒浅見
８月３１日 金 自治会館４Fホール アンチ・ドーピング競技外検査対象者レク⇒小林（浅見）
９月初旬 さいたま共済会館 第３回アンチ・ドーピング小委員会
９月１８日 火 埼玉会館小ホール 第６２回国民体育大会結団式・壮行会（アンチドーピング講習）⇒大山
９月１８日 火 埼玉会館小ホール アンチ・ドーピング競技外検査対象者レク⇒小林（大山）
９月２８日 金 秋田県下 ドクターズ・ミーティング
９月２９日 土 秋田県下 第６２回国民体育大会（本部帯同・医学サポートスタッフ派遣）
～１０月９日 火
１０月下旬～ さいたま共済会館 科学・医学・コーチング 各部会の開催
１０月２８日 日 県立スポーツ研修C MC・体力測定・スポーツ栄養・スポーツ心理トータルサポート
１２月か１月 土日 コーチング青葉部会長と調整 VICTORY SUMMIT in 埼玉
１２月初旬 さいたま共済会館 委員長・３専門部正副部会長会議
１２月１６日 日 県立スポーツ研修C MC・体力測定・スポーツ栄養・スポーツ心理トータルサポート
１２月下旬 さいたま共済会館 パネルディカッション パネリスト打合せ
１月中旬 さいたま共済会館 第３回医学専門部会
２月中旬 さいたま共済会館 第３回コーチング専門部会
１／２６～３０ 長野県下 第６３回国体冬季スケート競技会（帯同）
１／２８～２／１ 長野県下 第６３回国体冬季アイスホッケー競技会（帯同）
２月２／３ 土日 国立女性教育会館 平成１９年度埼玉県スポーツ指導者研修会（講演会・パネル）
３月初旬 さいたま共済会館 第４回アンチ・ドーピング小委員会
２／１９～２２ 長野県下 第６３回国体冬季スキー競技会（帯同）
２月中旬 さいたま共済会館 第３回スポーツ科学専門部会
３月初旬 さいたま共済会館 第２回スポーツ科学委員会（親委員会）
３月初旬 土 日本体育協会 スポーツドクター協議会
３月下旬 さいたま共済会館 第２回スポーツ科学委員会 総会

平成１９年度 スポーツ科学委員会事業計画
テーマ【選手強化・生涯スポーツの推進】

★体力測定種目：ソフトテニス（３年目）・体操（２年目）・アーチェリー（初年度）
★コーチングセミナー
★ホームページ編集委員会・メディカルチェック小委員会
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平成１８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 宮内 孝知

平成１８年度の埼玉県体育協会スポーツ科学委員会

の活動は、活動テーマに掲げられた『選手強化・生

涯スポーツの振興』に沿って、科学専門部会、医学

専門部会、コーチング部会それぞれが、例年同様に

活発な活動を展開した、と言えよう。それぞれの専

門部会の活動は、部会長の報告に委ねるとして、科

学委員会全体の活動報告をさせていただく。

１７年度第２回の科学委員会総会（平成１８年３月）

において、萎沢利行委員長の後任として私、宮内孝

知の委員長就任が承認され、また同時に、科学部会

長に吉田博行氏、同副部会長に稲山貴代氏が、医学

専門部会長に小林正幸氏、同副部会長に立花陽明氏

が、コーチング部会長に青葉正幸氏（留任）、副部

会長に玉井明氏（留任）の就任が各専門部会より報

告され、１８年度の新しい体制が整えられた。

４月の委員長・３専門部会正副部会長会議におい

て本年度の、活動テーマ及び３専門部会の活動方針

の検討から１８年度の活動が開始されたが、ここで活

動方針、具体的な活動、活動のおおよその日程を例

年通りとすることが確認され、総会に諮ることにし

た。また、第１回の科学委員会総会（６月）までに

各専門部会は部会を開催し、そこでより具体的な活

動について議論していただき、総会時に報告してい

ただくことにした。

また、委員会全体の問題として、個人情報の取り

扱い方、研究倫理の確立（特に侵襲性のある実験、

検査、調査に関して）について検討しなければなら

ないとの認識が示され、委員長から、県体育協会の

問題としても取りあげていただくよう働きかけるこ

とにした。

６月に開催された第１回総会を経て、科学部会は

選手強化の一環としての体力測定、栄養指導、心理

的サポート活動を中心に展開された。医学専門部会

は、その下部組織としてのスポーツドクター小委員

会、アンチ・ドーピング小委員会の講習会を含めた

精力的な活動、国民体育大会のへ帯同等がなされた。

コーチング部会ではコーチングセミナーの開催、指

導者研修会等の活動がなされている。

しかしながら、これは例年のことと言わざるを得

ないが、テーマとしても掲げられている『生涯スポ

ーツの推進』に対する活動が、１８年度も少なかった

ようである。２月に開催された指導者講習会時の総

合型地域スポーツクラブに関するパネルディスカッ

ションが唯一のイベントであったように思われてな

らない。科学委員会として『選手強化』は当然のこ

とながら、この領域における活動を積極的に展開す

ることが１９年度には望まれよう。

また、１８年度になし得なかった事業として、「ホ

ームページの活用」が挙げられる。このことも科学

委員会として、その存在の広報に関わることでもあ

り、重要な問題として取り組む必要があろう。

平成１８年度も、各専門部会部会長をはじめとする

科学委員会会員の絶大なるご指導・ご協力により、

例年以上の活動が展開されたことをともに喜ぶとと

もに、こころから感謝する次第である。
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平成１８年度スポーツ科学専門部会報告

スポーツ科学専門部会 吉田 博幸

本年度のスポーツ科学専門部会の活動は，例年と

ほぼ同様の内容であった。以下にその概要を報告す

る。

スポーツ科学委員会発足当初より，本専門部会の

メインの活動である国体選手（高校生）の体力測定

については，競泳とソフトテニスの選手を対象に行

った。競泳は３年目，ソフトテニスは２年目となる。

これらの選手に対しては，さらに心理面および栄養

面のサポートを加えて，選手に対するトータル・サ

ポートという形で活動を進めてきた。今後もこの形

を続けて行く予定である。

体力面のサポートは，測定結果に加えて，競技特

性を踏まえて，向上させるべき体力要素を選手と指

導者にフィードバックした。心理面では，競技に臨

む心構えなど，講習という形でのサポートを実施し

た。栄養面では，栄養調査および栄養指導によるサ

ポートを行った。いずれも，選手一人ひとりに対し

て丁寧なフィードバックを行ったので，きっと競技

力の向上に役立ってくれるであろう。

体力測定に関しては，以前から検者の育成が問題

となっていた。最近では，本専門部会員だけでは対

応が難しくなってきているというのが現状であった。

そんな中で，トレーナー小委員会が発足し，トレー

ナーの方にも測定のお手伝いをいただきたいという

ことで，体力測定実地研修会を８月に行った。主な

研修内容は，１）バイオデックスによる等速性筋力の

測定，２）トレッドミルによる最大酸素摂取量の測定，

３）ボスコジャンプでの瞬発力の測定の３種目であ

った。来られた方は皆熱心に研修に参加していたの

で，スポーツ科学委員会での測定だけでなく，所属

する各競技団体の現場での体力テストでも本研修の

成果を生かしてくれるであろう。

２月には国立女性教育会館でスポーツ指導者研修

会が行われ，総合型地域スポーツクラブに関して本

部会員からの発表があった。スポーツ科学委員会で

は，「選手強化」と「生涯スポーツの推進」が２大

テーマであるが，埼玉国体までは選手強化がほとん

どであった。これからは生涯スポーツを大きく扱う

必要があると考えられ，本専門部会も具体的にどの

ように関わって行くかを現在模索中である。来年度

は具体的な活動記録を報告できるように努力して行

く次第である。

活動の項目は昨年までとほぼ同様であったが，内

容的には少し改善がみられたと考えている。来年度

はさらなる改善ができるように精進したい。

追悼

平成１９年１月１５日 加賀谷�彦先生が永眠されま

した。謹んでご冥福をお祈りいたします。
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平成１８年度医学専門部会報告

医学専門部会 小林 正幸

平成１８年度の医学専門部会の活動は�アンチ・ド

ーピング小委員会 �トレーナー小委員会 �国体

帯同医師派遣 �メディカルチェック小委員会 の

活動を目標に挙げた。以下にそれぞれについて述べ

る。

１）アンチ・ドーピング小委員会活動

静岡国体から導入されたドーピング検査も年々検

体数が増加してきた。特に、本年度の兵庫国体では

各県体育協会から推薦された数名の選手（本県から

は５名）の競技外検査が導入された。これは将来日

本代表として世界大会などで活躍するであろう選手

に、若いうちからアンチ・ドーピング活動を根付か

せようとするものである。選手、監督などには結団

式などの機会をみては啓発講習を行なったが、競技

外検査５名の選手にはこれとは別に、指導者と共に

ドーピング検査についてDVDなどを使い、具体的

に検査の方法や注意点などについても説明した。昨

年度までは日本体育協会の予算で運営されていたド

ーピング検査が、今年度から JADA（日本アンチ・

ドーピング機構）の予算で賄われることになったこ

とも、将来に向けさらに国体におけるアンチ・ドー

ピング活動が盛んになるものと考えられた。

ちなみに、本県では競技外検査対象者５名のうち

２名が、更には競技会検査で６名、合計８名がドー

ピング検査を受けたが全員結果は「陰性」であった。

実際、国体会場などで時に選手からアンチ・ドー

ピングについての質問を受けた帯同医師もいる。選

手間にもアンチ・ドーピングに関心を持つ人が増え

てきたことは喜ばしいことと考える。

２）トレーナー小委員会活動

今年度は小委員会で規定策定を行なった。これは

県体育協会独自のもので、医学専門部会の下部組織

と位置付けして活動を行なうものである。本年度は

溝口委員が中心となり規定（案）をまとめた。平成

１９年４月から施行予定である。平成１９年２月の顧問

医・トレーナー・競技団体合同研修会には、現在既

に各競技団体で活躍中の、そして将来その活動の場

を県内でと希望するトレーナーの方 ５々０名が参加し

た。今後のさらなる活躍が期待できる。

３）国体帯同医師・医学サポートスタッフ派遣につ

いて

今年度の第６１回兵庫国体から従来の夏季・秋季大

会が一つにまとめられ、９月３０日から１０月１０日の会

期で開催された。そのため本年度は１１日間の会期を

３分割して３人の医師で本部に帯同した。この他に

も競技団体によっては医師あるいはトレーナーを帯

同した。会期中は本部に情報が集中するようなシス

テムとなっていたが、十分そのシステムが稼動した

とは言い難かった。

例年、開会式前日には全国の帯同医師のドクター

ズミーティングが開催される。今年度は本部役員を

含め３人が出席した。前年開催岡山県から救護実績

の報告、兵庫からは本体制の紹介があった。その後

レクチャーが２つ（運動中の突然死とアンチ・ドー

ピング活動への JADAの取り組み）と日本サッカー

協会協会専務理事の田嶋幸三氏による「新生日本代

表・これからの日本サッカーの方向性」と題した特

別講演があった。その中で氏は２０５０年にワールドカ

ップを日本単独で開催し、そして優勝できるチーム

作りを目指す とした。

４）メディカルチェック小委員会の活動

残念ながら今年度はチェックシートの手配が遅れ

実施が不可能となった。詳細は別に述べる。しかし

水泳競技とソフトテニスにおける体力測定は本委員

会委員が中心となり実施された。

本年度の医学専門部会も科学専門部会、コーチン

グ専門部会との協力の下に、事業計画を積極的に行

なうことが出来たと考えている。

委員の皆様一年間ご苦労様でした。そして次年度

も宜しくお願いします。
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１９８８年 ’８９ ’９０ ’９１ ’９２ ’９３ ’９４ ’９５ ’９６ ’９７

４３th 京都 ４４th ４５th ４６th ４７th ４８th ４９th ５０th ５１th ５２th
（５位） （４位） （４位） （２位） （４位） （４位） （５位） （６位） （４位） （５位）
１９９８年 ’９９ ２０００年 ’０１ ’０２ ’０３ ’０４ ’０５ ’０６ ’０７

５３th ５４th ５５th ５６th ５７th ５８th ５９th 埼玉 ６０th ６１th ６２th 秋田
（４位） （４位） （５位） （３位） （２位） （２位） （１位） （３位） （２位） ！

平成１８年度コーチング専門部会報告

コーチング部会長 青葉 昌幸

埼玉県スポーツ科学委員会が１９８７年１２月にスター

トし、本年１２月で２０年を経過しようとしている。そ

の間コーチング専門部会もそれなりに活動を続け、

それなりに成果をあげて現在に至っている。１９８８年

（昭和６３年）京都・国民体育大会から２巡目に入り、

本県も２００４年、１９６７年以来３７年ぶり２度目の開催で

したが、今回も大会史上最高点で天皇杯を獲得。

２０年間の本県国体（天皇杯）成績

今から２００７年第６２回秋田わか杉国体がたのしみで

す。

国民体育大会については、さまざまな問題点が指

摘され国体の歴史的役割は終ったと言う人もいるが、

こと選手強化については、日々のトレーニングで満

足のゆくトレーニングはありません。スポーツとは

努力（トレーニング）によって不可能を可能にする。

ベターはあってもベストはありません。だからスポ

ーツは目標を達成しても、また次のチャレンジが生

れ、そのチャレンジの楽しみが、競技力向上へと…

…。

そんな思いで今後も埼玉県スポーツ選手育成強化

の一助となれるようコーチング専門部会は事業を推

進してゆきたい。

最後になりましたが、コーチング部会１８年度も部

員の協力によって例年と同じように年３回のコーチ

ング専門部会を開催。特にビクトリーサミット（講

師選定）。コーチングセミナー（種目について協議）

等々議論した。

V．サミットについては、２００７年１月１４日浦和レ

ッズ新社長藤口光紀氏とドクターは塩野 潔先生に

お願いして実施した。又コーチングセミナーについ

ては、ラグビーフットボールに決め県ラグビーフッ

トボール協会の協力をいただき２００７年３月２１日県営

熊谷ラグビー場（会議室）で講師に太田正則氏（本

県出身）日本代表コンデションコーチをお迎えして

開催した。

※１８年度の反省として女性がスポーツをやりやすい

環境をテーマにしたがうまくいかなかったので今後

の課題としたい。

また勝つづけるためにも各競技団体の指導者の育

成が必要と考える。
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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

� 施日

平成１８年５月１８日 ～ 平成１９年２月８日

� 実施内容

イ アンチ・ドーピング小委員会開催（５／

１８，７／１３，２／８……年３回）

ロ 選手・監督等の教育・啓発

ａコーチ研修会 ⇒小林正幸

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国体選手選考会議……監督・役員に対し啓

発講習 ⇒浅見孝雄・小林正幸

ｄ国体競技外対象選手……選手・監督に対し

啓発講習 ⇒浅見孝雄・小林正幸

ｅ国体選手団結団式……監督・強化関係者に

対し啓発講習 ⇒大山 昭・小林正幸

ｆ国体競技外対象選手……選手・監督に対し

啓発講習 ⇒大山 昭・小林正幸

� 実施場所

イ 埼玉共済会館

ロ ａ 県立スポーツ研修センター

ｂ 埼玉会館

ｃ 県民健康センターホール

ｄ 県民健康センターホール

ｅ 埼玉会館

ｆ 埼玉会館

� 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 今年度も計３回のアンチ・ドーピング小委

員会を開催した。本年度もアンチ・ドーピン

グの教育・啓発を進めた。講習・研修・会議

におけるアンチ・ドーピング教育・啓発にお

いては各競技団体関係者ばかりでなく選手自

身各々に浸透しつつあると感じた。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 今年度も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した。

又、インターハイ、国体大会選手団、競技

団体関係者には昨年に引き続いて講習を実施

した。指導者、選手自身への問題提起も行な

った。今年度の国体では、各県選手のなかか

ら競技外検査の対象者を登録して大会期間中

に検査が実施された。本県では５名の選手が

登録されたが、その５名に対し指導者と共に

教育啓発を行なった。うち２名が本大会で検

査を受けたが陰性、その他競技会検査でも６

名が検査対象となったが全員陰性で県選手団

からは本年度も陽性者を出していない。

今後も選手に対しては機会を捉え、直接ド

ーピング・コントロールの話をしたいと考え

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

医学専門部会 関 純

平成１４年１月トレーナー小委員会が立ち上げられ、

その後数回にわたり論議され、平成１９年になりよう

やくトレーナー小委員会及び登録トレーナー規程が

スポーツ科学委員会総会で承認され、４月１日より

施行されることになりました。

トレーナー活動はスポーツの現場において欠かす

ことができないものであり、すでに数多くのスポー

ツ団体がトレーナーを置いて、選手達の健康管理、

外傷・障害の予防、外傷の応急処置などを行ってい

るのが現状です。しかし、トレーナーは個人の力量

の差が大きく、持っている資格もアスレチックトレ

ーナー、鍼、灸、マッサージ、柔道整復師、理学療

法士、NATA公認のトレーナーなど様々であり、得

意とする分野も色々異なり、現場の指導者の意向に

マッチする者がいないということもありました。ま

たスポーツは各競技に特殊性があり、本当にそのス

ポーツを理解していないと指導者や選手から信頼を

得られないこともあるので、今後はスポーツの種目

別にトレーナーを養成することも大切なことである

と思います。

まだ始まったばかりのトレーナー規程であります

が、今後試行錯誤しながらよりよいものに作り上げ

ていく必要があると思います。

平成１８年度の顧問医・トレーナー・競技団体合同

研修会は９月１２日、２月１７日に２回さいたま共済会

館で行われ、いずれも栄養に関する講演が行われま

した。第１回の研修会ではスポーツ科学専門部会の

稲山貴代先生による自宅における食事指導について、

第２回の研修会では日本白十字社の杉江あい子先生

による競技前、競技中の食事のとり方についてお話

をいただきました。

平成１９年度は顧問医がうまく活動していない競技

団体があるため顧問医の担当競技の見直しを行う予

定です。今後も顧問医、トレーナー、指導者がより

良い関係を持ち、選手の育成に協力していけるよう

努力していきます。

－ 8 －



トレーナー小委員会の活動報告

埼玉県体育協会スポーツ科学委員会

医学専門部会 溝口 秀雪

トレーナー小委員会は、平成１４年にスポーツ科学

委員会医学専門部会の下部組織（委員長の林承弘先

生）として発足いたしました。医学専門部会の先生

方のご理解、ご指導もあり、平成１６年度に開催され

た「彩の国まごころ国体」でのトレーナーサポート、

各競技団体や中学・高校等との連携を図りながらト

レーナー活動をおこなっております。

平成１８年度開催された兵庫国体においても、埼玉

県体育協会の医学サポートスタッフ派遣事業により、

陸上、水泳、ソフトテニス、ウエイトリフティング、

バドミントン、バレーボール、レスリング、バスケ

ットボールの各競技団体に９名のトレーナーを派遣

いただきトレーナー活動することができました。

現在、埼玉県下の各競技団体や各競技会などでの

トレーナーサポート活動を行なっており、また、平

成２０年度開催の高校総体にむけ準備を進めており、

トレーナー小委員会のメンバーも９０余名となりまし

た。

今後、各研修会への参加やスポーツ現場での活動

を益々充実させるため、昨年度よりトレーナー小委

員会のあり方について、スポーツトレナー小委員会

委員長の関 純先生を始め医学専門部会の先生方や

埼玉県体育協会の事務局の長谷川氏とも相談してま

いりました。

そこで、平成１９年度に「トレーナー小委員会規程」

をもうけ、この規程により新たにメンバーを募るこ

ととなりました。

また、規程の中に「登録トレーナー制度」を新設

し、小委員会のメンバーで研修会への参加やスポー

ツ現場での活動や協力が著明な方々を、「登録トレ

ーナー」として登録することになりました。登録ト

レーナーやトレーナー小委員のメンバーの方々には、

埼玉県下の競技団体、学校及びスポーツ選手の競技

力向上に寄与し監督、コーチとの連携及び顧問医と

連携、協力し、より一層の活動をしていただく予定

です。

これとは別に、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において、各都道府県での公

認アスレティックトレーナー協議会の発足が進んで

おります。

日本体育協会公認アスレティックトレーナーも平

成１８年１０月現在、全国で８７９名、埼玉県では６７名が

登録されており、東京都１７２名、神奈川県１１８名、千

葉県７６名に次ぐ登録数となっております。

埼玉県においてもこの協議会発足に向け、医学専

門部会、埼玉県体育協会のご協力、ご指導の下、準

備を進めて参りました。

そこで、平成１９年度に埼玉県スポーツ指導者協議

会の一つとし、新たに「埼玉県アスレティックトレ

ーナー協議会」を発足することといたしました。

この協議会は、顧問医、トレーナー小委員会やス

ポーツ現場の監督、コーチの方々と連携、協力しな

がら、埼玉県下の競技団体、学校及スポーツ選手の

競技力向上に寄与するべく活動していく予定です。

今後共、医学専門部会トレーナー小委員会、埼玉

県アスレティックトレーナー協議会の活動に対し、

埼玉県体育協会、スポーツ科学委員会、各競技団体、

高等学校体育連盟等、各関係機関の皆様方のご指導、

ご鞭撻、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
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平成１８年度 医学検査および体力測定結果の報告

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

Ⅰ．医学検査

今年度の対象は競泳選手（男子６名，女子５名）、

ソフトテニス選手（男子５名，女子８名）および、

体操競技（男子１４名）であった。検査日は競泳が２００６

年１０月２２日、ソフトテニスが２００６年１１月１９日、体操

競技が２００６年１２月１７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

尿蛋白陽性がソフトテニス、体操競技に各１名見

られた。

２．血液検査

競泳選手の中に軽度の高総コレステロール血症、

高クレアチンキナーゼ血症が見られた。ソフトテニ

スと体操競技では、白血球増多症が各１名みられた。

３．胸部 X線像

全員に異常を認めなかった。

４．安静時心電図

一部の者に、洞性徐脈などが見られたが、運動中

止の必要は認められなかった。

５．運動負荷試験

全員に異常を認めなかった。

整形外科

ソフトテニス選手の中に、柔

軟性に欠ける者が６名（男女各

３名）おり、女子選手で、全身

弛緩性ありと、股関節過度内旋

がそれぞれ１名いた。しかし、

全て正常範囲の中での指摘の傾

向が見られるとの事であった。
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種 目

人数 年齢 身長 体重 前腕囲 上腕囲 大腿囲 下腿囲 腹囲 体脂
肪率

右 左 右 左 右 左 右 左

cm kg cm cm cm cm cm cm cm cm cm ％

競泳男子 ６ １６．０１７１．５ ６２．８ ２５．２ ２５．０ ２７．５ ２７．５ ５１．０ ５１．１ ３６．２ ３６．２ ７４．０ １２．２

競泳女子 ５ １５．３１６４．８ ５５．４ ２３．４ ２３．４ ２５．１ ２５．６ ４８．６ ４９．４ ３５．２ ３５．１ ６９．２ １９．３

ソフトテニス男子 ５ １７．２１７０．２ ５８．１ ２５．８ ２３．４ ２４．５ ２３．４ ４９．８ ４９．８ ３５．１ ３５．３ ７０．５ １２．０

ソフトテニス女子 ８ １７．１１６０．７ ５４．５ ２３．３ ２２．４ ２４．３ ２３．７ ５０．８ ５０．８ ３５．５ ３５．６ ７０．９ ２１．２

体操競技男子 １４ １６．８１６４．５ ５８．４ ２５．９ ２５．９ ２９．１ ２９．１ ５０．１ ４９．９ ３５．２ ３５．２ ６９．７ ９．３

種 目

６０度／秒
伸展

６０度／秒
屈曲

１８０度／秒
伸展

１８０度／秒
屈曲

３００度／秒
伸展

３００度／秒
屈曲

人数 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 ６ １７２ １６５ ８５ ８１ １３８ １３８ ７８ ７３ １１０ １０７ ７４ ７５

競泳女子 ５ １３６ １３６ ６４ ６４ ９４ ９７ ５２ ５１ ７３ ７４ ５７ ５５

ソフトテニス男子 ５ １５０ １５９ ７９ ７３ １０３ １０９ ６４ ６４ ８１ ９０ ５４ ４８

ソフトテニス女子 ８ １２３ １３０ ５５ ６１ ８１ ８５ ４５ ５０ ６１ ６４ ３７ ４１

体操競技男子 １４ １７９ １７３ ８７ ８３ １２４ １２２ ７２ ７１ ９７ ９６ ６３ ６０

測定にはBiodex System 3 を用いた

種目
人数 体脂肪率 ピーク Vo２ 自転車

パワー
ボスコ
ジャンプ
SJ

ボスコ
ジャンプ
CMJ

長座体前屈 全身反応

％ ml／分 W cm cm cm ms

競泳男子 ６ １２．２ ６３．５ ７８５．０ ３４．３ ３８．０ ５４．３ ３０９．８

競泳女子 ５ １９．３ ５５．２ ５６８．０ ２７．２ ２９．８ ５５．６ ３２２．０

ソフトテニス男子 ５ １２．０ ６４．９ ８６１．６ ３３．０ ３６．２ ４２．５ ３２５．０

ソフトテニス女子 ８ ２１．２ ５１．３ ６００．６ ２４．６ ２６．３ ４７．６ ３３８．１

体操競技男子 １４ ９．３ ５５．４ ７９５．０ ３５．９ ３８．４ ５６．８ ３１７．４

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

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

表２ 等速性筋力測定値（膝の伸展および屈曲）

表３ 体力測定値
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瞬発力
100
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0

無酸素パワー

筋力 柔軟性

敏捷性スタミナ

瞬発力
100

80

60

40

20

0

無酸素パワー

筋力 柔軟性

敏捷性スタミナ

瞬発力
100

80

60

40

20

0

無酸素パワー

筋力 柔軟性

敏捷性スタミナ

瞬発力
100

80

60

40

20

0

無酸素パワー

筋力 柔軟性

敏捷性スタミナ

表１に形態測定平均値を示した。３競技を比較す

ると、体操競技が体格的に小さな値を示している。

身体を回転させるために身長が低いことが有利に働

く体操競技の特性がでている。

表２に等速性筋力測定平均値，表３にその他の体

力測定平均値を示した。

競泳男子 競泳女子

ソフトテニス男子 ソフトテニス女子
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瞬発力
100

80
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40

20

0

無酸素パワー

筋力 柔軟性

敏捷性スタミナ

競技特性と、選手の今後のトレーニングの参考に

するために、体力検査項目を６つの要素（瞬発力、

柔軟性、敏捷性、無酸素パワー、スタミナ、筋力）

に分け、各選手毎にレーダーチャートにして選手と

指導者にフィードバックした。

瞬発力はCMJ の値、柔軟性は長座体前屈、敏捷

性が全身反応時間、無酸素パワーが自転車運動の最

大無酸素パワー、スタミナが体重当たりの最大酸素

摂取量、筋力が、６０度／秒の右脚の伸展力として、

今までスポーツ科学委員会が測定してきた埼玉県の

スポーツ選手全種目の平均値を基にH得点に換算

し、レーダーチャートを作成した。

今回測定した筋力と体力測定項目を、今までスポ

ーツ科学委員会が測定してきた埼玉県のスポーツ選

手全種目の平均値を基にH得点に換算した。

これらのレーダーチャートは、今回測定した、３

種目の競技選手の男女別平均値を示した。今回測定

した競泳選手は、他のスポーツ選手と比較して柔軟

性と、持久力に優れていた。女子選手では、瞬発力

にも優れている傾向があった。

ソフトテニスでは、持久力に優れていたが、男女

ともに敏捷性の値が芳しく無かったことは今後の課

題かもしれない。

体操競技では、柔軟性と瞬発力に優れていた。体

操競技の特性をよく表した結果が得られた。

Ⅲ．まとめ

埼玉県の有力選手の医学検査、体力測定を実施し、

選手・指導者にその結果をフィードバックするにあ

たり、結果の返却に時間がかかってしまうことが大

きな問題点で有ると感じた。測定実施日の時間的制

約を考えると現状では不可能であるが、体力検査に

関しては、測定をした当日にその場で選手指導者に

結果を返却・解説し、選手や指導者の意見を聞きな

がら競技力向上の可能性をともに考えられることが

これからのスポーツ科学のあるべき姿であると感じ

た。

体操競技男子
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「メディカル・フィットネステスト、栄養調査」参加のおねがい、

埼玉県スポーツ科学委員会 スポーツ科学部会

本測定は、埼玉県のスポーツ界を担う有望選手に

ついて測定・調査を行い、指導者と協力して選手個

人の競技力向上を図るとともに、埼玉県スポーツ競

技力の向上に役立つ資料を収集することを目的とし

て行います。公表は全て統計処理された形で実施さ

れ、個人が特定できる形での公表はいたしません。

測定結果は今後のトレーニングに役立てるために、

個人および指導者にフィードバックします。

内容

午前中から夕方までのほぼ一日の測定になります。

○メディカルチェック

スポーツを実施する際に、医学上留意すべきこ

とがあるかどうかを調べます。

内科的検査

尿検査、血液検査、胸部 X線、安静心電図、

運動負荷試験、問診などがあります。検査は全て、

医師をはじめとする有資格者が実施し、通常の健

康診断と同じようなものとお考えください。

整形外科的検査

専門医による、形態、関節可動域などの測定・

検査です。

○体力を測定

競技力を向上するための体力を把握します。形

態面以外は、全て全力で行う運動です。全力で実

施することにより、スポーツでの有用性を検討す

ることができます。

形態測定

身長、体重、周径囲（腕、胴、脚）体脂肪など

を測定します。

機能測定

筋力（膝の伸展屈曲力）、ジャンプ力、全身反

応時間、持久力（ランニング）、自転車ペダリン

グ、長座体前屈を実施します。

○心理サポート

講義形式で、スポーツと心理のサポートを実施

します。

○栄養調査

スポーツ選手として栄養面からの現状を把握し、

後日、個人別に改善点と改善方法について提示い

たします。

３日間の食生活の記録を実施して頂きますので、

その調査内容の説明をいたします。

－ 14 －



区 分 所 属 氏 名

申
請
者

研究責任者 埼玉県スポーツ科学委員会スポーツ科学部会 玉木 啓一 �

研究分担者 埼玉県スポーツ科学委員会スポーツ科学部会ならびに体力測定小委員会

研究テーマ 埼玉県内有力ソフトテニス選手のメディカル・フィットネステスト、栄養調査

研究計画の概要 注１

県内有力選手として選出された高校生（１５名程度）を対象に、メディカルチェッ
ク、体力測定、栄養状態および食生活状況に関する実態把握を把握し、さらに心理
面でのサポートを含め、これらを指導者および選手に個フィードバックし、競技力
向上の一助とすることを目的としている。
この研究でのデータは、数年時にわたり継続して行い、他種目選手のデータを収
集することと合わせて、スポーツ競技力向上の基礎データとして、埼玉県ひいては
全国のスポーツ選手の競技力向上に貢献することを目的としている。

研究対象者 県内有力ソフトテニス選手

倫
理
的
配
慮
の
た
め
の
方
法

研究対象者への影
響（身体的・精神
的負荷、その他リ
スク）と対策・措
置 注２

・身体的危害の可能性：○有・無
・心理的危害の可能性：有・○無
・社会的不利益の可能性：有・○無
・対象者負担経費：有・○無
・負荷課題：○有・無

研究対象者への説
明方法・同意確認、
謝金の支払い 注３

１）予め、研究対象候補者に、本研究の目的、内容、方法、社会的意義や有用性、
得られる成果について、研究参加離脱の自由も含め、文書／口頭にて説明を行い、
研究に対する十分な理解と参加の同意を得られ、調査回答用紙の提出を得られた者
を対象者とする。研究対象候補者が未成年の場合は保護者の同意も得て行う。
２）研究協力を拒否した場合、また途中で離脱した場合でも、いかなる不利益も被
らないことを説明・理解の後に研究を行う。
３）謝礼：無し

データ収集方法・
処理におけるプラ
イバシー保護のた
めの措置

【プライバシー保護】
１）調査データ・結果の取り扱いは、いかなる情報も外部に漏れないよう、細心の
留意をはらい、厳重に保管する。

２）学会等で発表するときは、集計結果の発表を基本とし、個人を特定した発表は
行わない。

３）質問紙調査にあたっては、例えば、栄養状態の評価などに必要な年齢は質問項
目に加えるが、生年月日は問わないなど、氏名以外に個人が特定される可能性
のある情報については細心の注意を払う。

【データ保存】
１）収集した資料等は、調査研究終了後、埼玉県スポーツ科学委員会の年報での報
告、学会発表あるいは論文発表などを終えるまでは、研究代表者および分担者
以外に知れることがないようにし、報告・発表後は処分する。

研究成果の公開方
法など

１）得られた研究成果は、協力をいただいた対象者または関係者に結果を文書また
は口頭、もしくは関係団体のHPを通じて報告する。

２）埼玉県スポーツ科学委員会の年報に報告する。
３）成果を発表するにふさわしい学会等で口頭または論文発表することもある。

その他特記事項

本調査の協力者：女子栄養大学栄養学部学生。調査結果の一部は、協力学生の卒業
研究の一部として、上記の配慮のもと、活用される。
本研究データを今回の目的以外に使用する必要が生じた場合は、改めて研究対象者
に説明をし、同意をとる。

備 考

研究倫理審査申請書
平成 年 月 日

財団法人 埼玉県体育協会 会長 様
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財団法人埼玉県体育協会 会長 様

同意書

テーマ：県代表選手を対象としたメディカルチェック・体力等の測定

私は、上記の測定の実施につき、その目的、内容および方法、測定項目、安全性、期待され

る成果、個人情報の保護および途中離脱の自由について、十分な説明を受け、よく理解しまし

た。また、その結果が埼玉県スポーツ科学委員会会報をはじめ、関連学会等で、個人情報が守

られ個人が特定されない形式で使用されることに同意いたします。

本書への署名をもって対象者として協力することに同意いたします。

平成 年 月 日

住 所：

本人氏名（自筆）：

未成年者の場合は保護者氏名（自筆）：

�

ご要望がございましたら、遠慮なくお申し出下さい。
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「埼玉県内有力ソフトテニス選手のメディカル、フィットネス、栄養調査」について

研究対象者への影響とその対処

身体的危害の可能性 → 有り

メディカルチェックの内容に採血があり、その際の身体的危害の可能性が皆無ではあり

ません。実施に際しては、医師の立会いの下、有資格者が採血を行い通常の健康診断以上

に危険性が高いことはありません。事故が発生してしまった場合でも、その場で、医師が

適切な判断、対処を迅速に行います。また、胸部 X線撮影も行いますが、その危険性も通

常の健康診断の危険性を上回るものではありません。

体力測定において、最大運動（走運動、自転車ペダリング、膝関節の屈曲進展など）が

あり、転倒や、筋痛の原因となりうるなど危険性が考えられます。しかしながら、今回の

研究参加予定者は、県代表レベルの競技者であり、日常的に激しいトレーニングを実施し

ている者であり、日常のトレーニング以上に危険性が増加するわけではありません。測定

に際しても、スポーツの専門家が測定に当たり起こりうる事故の危険性を可能な限り低く

して実施します。また、事故が発生した場合も医師による迅速な対処が可能です。

心理的危害の可能性 → 無

本研究において、研究対象者に心理的危害が加わる可能性は見当たりません。

社会的不利益の可能性 → 無

本研究に参加することにより、社会的に不利益をこうむる可能性は見当たりません。

対象者の経費負担 → 無

メディカルチェック、体力測定、栄養調査にかかる費用は、埼玉県体育協会の事業の一

環として負担され、研究参加者の経費的負担はありません。

負荷課題 → 有

体力測定において身体的最大能力を知るため、研究対象者は、走運動、膝関節屈曲・伸

展動作、自転車ペダリング、垂直跳び、体前屈、全身反応時間の測定において、最大努力

での筋力発揮あるいは動作をすることとなる。本研究における研究対象候補者は、競技ス

ポーツの選手であり、日常的に最大努力の身体的トレーニングを行っており、研究対象者

に健康被害等を及ぼす影響は少ない。
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平成１８年度スポーツ心理サポート報告

心理担当：須田和也

１．「ソフトテニス選手のメンタルマネジメント～コ

ミュニケーションスキル～」の講習の概要

埼玉県高校生のソフトテニス選手のサポートは、

今年度で２年目に入る。昨年は「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～」につ

いて講習会を行った。

ソフトテニスはペア同士の意思疎通やコミュニケ

ーションの状態が、競技パフォーマンスに大きな影

響を及ぼす。今年度はこのようなソフトテニスの競

技特性に着目して、メンタルスキルの一つである、

コミュニケーションスキルに焦点を絞り講習会を実

施した。以下に概要を示す。

日 程：平成１８年１１月１９日

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：埼玉県ソフトテニス有力高校の選手１４名

講習内容：パワーポイントを使用して、以下の項目

の講習を行った。

１）コミュニケーションとは

２）気持ちはどのように伝わるのか（言語的および

非言語的メッセージ）

３）しっかり「伝える」ために、しっかり「聞く」

ために

４）コミュニケーションが成り立つために（「素直

さ」について、チームの一員であるということ、

「それでも、理解が得られない」とき）

５）プラス思考とコミュニケーション

６）コミュニケーショントレーニング（ロールプレ

イ）

講習の流れは、１）から５）まではコミュニケー

ションに関する理論について理解する、その後、６）

でペアを作りロールプレイを行うというものであっ

た。

ロールプレイでは、まず話し手と聞き手という役

割分担を行った。「昨日の練習内容」というテーマ

で、話し手は理解を得やすいように話す。それに対

して聞き手が、気持ちよく話してもらう態度と、気

分が悪くなるような態度の２つの役割を演じるとい

うものである。聞き手の態度の留意点は、顔の向き、

視線、身体動作などであった。

ペアの２名は聞き手から話し手、話し手から聞き

手、というように異なる役割をお互いが演じること

により、聞き手の態度次第で、話す側の気分がどの

ようにも変容することを理解するものであった。

ロールプレイ後、選手に感想を求めた。主なもの

として「下を見られると、話しにくい」、「目線を

そらされると、話しにくい」、「貧乏ゆすりをされ

ると、むかつく」、「あくびをされる、いやな気分

になる」などが報告された。これらのことは、聞き

手の態度が話し手の気分に影響を及ぼすことや、聞

き手の良くない態度が、話すことや、理解を求める

ことへの動機づけの低下を起こさせるなどの気づき

を示すものであり、講習会の一定の効果と見ること

ができる。

２．「体操競技選手のメンタルマネジメント～メンタ

ルリハーサル～」の講習会の概要

体操競技は競技の実施環境から見ると、対人競技

のような環境からの影響は受けにくい競技種目であ

る。このことは、言い換えれば、予定された運動系

列をいかに正確に実施するか、いかに自分の演技を

するかが大きな課題であることを意味する。この意

味で体操競技は心理的要素が強い競技である。

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。
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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。

体操競技は初年度であること、比較的パフォーマ

ンスに直結し、選手も興味を示しやすいという観点

から、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することと

した。以下に概要を示す。

日 程：平成１８年１２月１７日

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：埼玉県体操競技有力高校の選手１５名

講習内容：パワーポイントを使用して、以下の項目

の講習を行った。

１）メンタルリハーサルとは？

２）メンタルリハーサルの準備（イメージ課題の明

確化）

今回の講習会では、本講習会用に作成され

た「メンタルリハーサル」の書き込み用紙に、

選手自身が試合場面で生じると予想される事

象を、時系列的に並べて記入する作業を取り

入れた。表１は体操競技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。

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。�イメージストーリーを覚える→�楽な

姿勢で座る→�閉眼→�リラクセーション

（腹式呼吸法、筋弛緩法）→�イメージスト

ーリーを思い描く→�伸びをする／顔をたた

く→�開眼

以上の行程を講習担当者が口頭で誘導する

形式で行った。

開眼後、選手全体に対して、どの程度イメ

ージできたかどうか挙手を求めたところ、約

半数の選手から、うまくできたという返答があった。

この中には手足がピクピク動くなど、かなり詳細か

つ鮮明にイメージできた選手もいたようである。こ

のような選手は書き込み用紙もかなり具体的に記載

できていたようである。一方で半数は「イメージが

とびとびになる」「部分的にしか浮かばない」、「よ

くわからない」という感想で、継続することの重要

性を指導した。

昨年の報告書でもメンタルリハーサルにおける、

リラクセーションの重要性を指摘した。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、

ある程度習熟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。講習会とい

う短い時間であったため、今後のリラクセーション

とイメージ想起の日常でのトレーニングの重要性を

説いた。
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平成１８年度 栄養調査報告

独立行政法人 国立スポーツ科学センター 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の今後の支援策を検討する

ために、選手の食事・栄養面の現状を把握した。調

査は、ライフスタイルと食生活に関するアンケート

と、食事調査である。ここでは、食事調査の結果を

報告する。

２．方法

対象は、競泳選手（男子６名、女子５名）、ソフ

トテニス選手（男子５名、女子８名）、器械体操選

手（男子１４名）である。調査の依頼は、各競技別の

メディカルチエック実施日におこなった。食事調査

は、使い捨てカメラを用いた秤量目安量法による食

事調査を実施した。調査日は、栄養担当で設定した

調査期間中の任意の３日間とした。調査期間とは、

競泳は、平成１８年１０月２３日～３０日、ソフトテニスは、

平成１８年１１月２０日～２８日、器械体操は、平成１８年１２

月１８日～２３日である。

また、調査日と同日の生活行動記録も依頼した。

調査用紙は全て後日郵送により回収した。

３．結果及び考察

１）エネルギー及び三大栄養素摂取量

食事調査の結果を男女別に示す。エネルギー及び

三大栄養素摂取量を表１と表２に示した。男子選手

のエネルギー摂取量は、競泳３２２９kcal（２４０５～３８６２

kcal）、ソフトテニス３０５１kcal（２７２６～３７１４kcal）、

器械体操３０８３kcal（２３１０～３８２２kcal）だった。平成

１６年度国民健康・栄養調査成績によると１５～１７歳男

子の平均エネルギー摂取量は２４９８kcal であり、３競

技とも同年代男子に比べ高い傾向を示した。

女子選手のエネルギー摂取量は、競泳２６３１kcal

（２５３４～２８５６kcal）、ソフトテニス２３０２kcal（１９６８～

２６３６kcal）だった。平成１６年度国民健康・栄養調査

成績によると、１５～１７歳女子の平均エネルギー摂取

量は１９９８kcal であり、２競技とも同年代女子に比べ

高い傾向を示した。

２）ビタミン及びミネラル摂取量

ビタミン及びミネラル摂取量を表３と表４に示し

た。ミネラル摂取量は、カルシウムに着目すると、

男子では、競泳９５８�、ソフトテニス５６４�、器械体

操５９５�であり、競泳選手のカルシウム摂取量が高

い傾向を示した。女子では、競泳８４４�、ソフトテ

ニス５５０�であり、男子と同様に女子においても競

泳選手のカルシウム摂取量が高い傾向を示した。

日本人の食事摂取基準によると、１５～１７歳の男女

で、カルシウム目安量をそれぞれ１１００�、８５０�と

なり、目標量を８５０�、６５０�としている。また、日

本体育協会スポーツ医・科学専門委員会監修「アス

リートのための栄養・食事ガイド」では目安の一例

としてカルシウムは１０００�程度とされている。ソフ

トテニス男女と器械体操ではカルシウム摂取量が

５００�台であったことから、カルシウムの不足が考

えられる。競泳の場合でも、個別にみると４０３�と

低い摂取量の選手がいることや、成長期のアスリー

トと考えると必ずしも十分とはいえない。

ビタミン摂取量についてである。ビタミンＣに着

目すると、男子では、競泳１７０�、ソフトテニス１０７

�、器械体操は１１９�とビタミンＣでも競泳選手が

高い傾向を示した。女子では、競泳１６８�、ソフト

テニス１１０�と女子でも競泳選手が高い値を示した。

他のミネラル、ビタミン類においても男女とも競技

別傾向は同様であった。

３）食品群別摂取量

食品群別摂取量を表５と表６に示した。乳類に着
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目すると、男子では競泳４８９ｇ、ソフトテニス１９５．３

ｇ、器械体操２３４．８ｇと競泳で高い傾向を示した。

女子では、競泳２３４．２ｇ、ソフトテニス１７６．１ｇと男

子と同様に女子においても競泳選手で高い傾向を示

した。

今回の３競技の選手は、成長期にあるアスリート

であり、将来の活躍を期待される県内強化指定選手

である。今後の競技力向上のためには、骨の成長や

体づくりにとって重要な牛乳やヨーグルトといった

乳類を十分に摂取することが必要と思われる。

エネルギー比率
年齢 身長 体重 エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 P F C
歳 cm kg kcal g /kg g g /kg ％ ％ ％

競泳 １５．５ １７１．５ ６２．８ ３２２９ １２８．２ ２．１ １０６．０ ４３３．１ ７．０ １６ ３０ ５４
n＝６ １．２ ３．０ ７．９ ６０５ ３１．２ ０．６ ２４．５ ９３．５ １．６ ２ ５ ６

ソフトテニス １６．６ １７０．２ ５８．１ ３０５１ １００．５ １．８ １０６ ４０７．９ ７．０ １３ ３２ ５５
n＝５ １６．６ ４．９ ３．６ ３９０ ２３．３ ０．５ １６ ８１．５ １．４ ３ ４ ６

器械体操 １６．４ １６４．５ ５８．４ ３０８３ ９７．５ １．７ １０８ ４１１．２ ７．２ １３ ３１ ５６
n＝１４ ０．５ ６．１ ８．３ ５７９ ２０．２ ０．３ ２６ １０３．８ ２．２ １ ５ ５

エネルギー比率
年齢 身長 体重 エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 P F C
歳 cm kg kcal g /kg g g /kg ％ ％ ％

競泳 １４．８ １６４．８ ５５．４ ２６３１ １０５．８ １．９ ８１．４ ３５８．４ ６．５ １６ ２８ ５６
n＝５ ０．４ ５．７ ３．１ １５０ １６．５ ０．３ ８．７ ２５．６ ０．６ ２ ３ ６

ソフトテニス １６．６ １６０．７ ５４．５ ２３０２ ８５．１ １．６ ８２ ２９５．９ ５．５ １５ ３２ ５３
n＝８ ０．５ ３．２ ３．６ ２２１ １５．３ ０．３ １２ ２６．１ ０．７ ２ ３ ６

表１ エネルギー及び三大栄養素摂取量（男子選手）

上段：平均値

下段：標準偏差

表２ エネルギー及び三大栄養素摂取量（女子選手）

上段：平均値

下段：標準偏差
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カルシウム 鉄 ビタミン A VB１ VB２ VC
mg mg μgRE mg ／１，０００kcal mg ／１，０００kcal mg

競泳 ９５８ ９．９ ９０７ １．６１ ０．４９ ２．１４ ０．６６ １７０
n＝６ ５１０ ２．６ ４４６ ０．７８ ０．１６ ０．９１ ０．２０ １２６

ソフトテニス ５６４ ９．３ １３６３ １．３９ ０．４５ １．６４ ０．５４ １０７
n＝５ ９５ １．８ １５６２ ０．４０ ０．０８ ０．４８ ０．１５ ４２

器械体操 ５９５ ９．２ ５１６ １．２７ ０．４１ １．５１ ０．５０ １１９
n＝１４ ２２３ ２．６ １６９ ０．３７ ０．０８ ０．４１ ０．０８ １２９

カルシウム 鉄 ビタミン A VB１ VB２ VC
mg mg μgRE mg ／１，０００kcal mg ／１，０００kcal mg

競泳 ８４４ １０．５ １０２９ １．４１ ０．５４ １．９４ ０．７４ １６８
n＝５ ２８４ １．８ ８１７ ０．５１ ０．２１ ０．６７ ０．２５ ８０

ソフトテニス ５５０ ８．１ ５５５ １．０８ ０．４７ １．５１ ０．６５ １１０
n＝８ ２１２ １．５ １６２ ０．２３ ０．０８ ０．３７ ０．１３ ７２

穀類 肉・
魚介類 卵類 豆類 緑黄色

野菜

その他
の野菜・
きのこ類

いも類 海草類 果物類 乳類 油脂・
種実類

砂糖・菓子・
調味料・嗜好
飲料類

競泳 ６９５．２ ２４８．１ ６２．４ ４２．０ １３８．０ １０９．３ ７４．２ ９．６ １８６．０ ４８９．０ ３１．３ １７６．９

n＝６ １６６．０ ７９．７ ２０．０ ２１．６ １９６．６ ４５．６ ２５．７ １５．５ １３０．５ ３６６．９ ７．４ １７５．８

ソフトテニス ７００．６ ２３１．８ ６４．０ ３０．０ １２４．４ １５５．５ ７１．８ ３．５ ８７．６ １９５．３ ４５．１ ５６０．３

n＝５ １４５．７ １０８．６ ６７．８ ２３．６ ７２．６ ５２．６ ３８．３ ２．５ ９１．４ １１３．９ １９．２ ４３２．１

器械体操 ６８７．７ ２２０．４ ５９．１ ６６．１ ６０．７ １３４．５ ８８．１ ４．４ １３７．１ ２３４．８ ３８．５ ５１７．８

n＝１４ １１７．０ ６１．７ ３５．１ ６０．１ ３４．１ ５１．２ ４４．９ ４．０ １３２．４ １８３．３ １３．３ ４４４．０

表３ ビタミン及びミネラル摂取量（男子選手）

上段：平均値

下段：標準偏差

表４ ビタミン及びミネラル摂取量（女子選手）

上段：平均値

下段：標準偏差

表５ 食品群別摂取量（男子選手）

g

上段：平均値

下段：標準偏差
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穀類 肉・
魚介類 卵類 豆類 緑黄色

野菜

その他
の野菜・
きのこ類

いも類 海草類 果物類 乳類 油脂・
種実類

砂糖・菓子・
調味料・嗜好
飲料類

競泳 ５３７．３ ２２２．３ ４３．６ ４３．２ ８６．７ １４１．９ ４５．５ ２１．０ ２８９．９ ２３４．２ １８．５ ３０１．１

n＝５ ８８．３ ９０．６ １６．４ ３１．６ ４３．８ ５４．３ ５５．１ ２６．４ ２０６．７ ２２４．２ １１．４ １５５．５

ソフトテニス ４５１．５ ２００．１ ７９．１ ５１．０ ７９．９ １１１．０ ５３．３ ６．６ １３６．８ １７６．１ ２８．９ ４２４．３

n＝８ ８０．２ ５８．２ ３６．９ ２９．８ ３６．４ ３９．６ ３４．２ ４．８ ９２．４ １３８．２ １０．８ １８１．２

表６ 食品群別摂取量（女子選手）

g

上段：平均値

下段：標準偏差
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平成１８年度国体ドクターズ・ミーティング報告

塩野 潔

平成１８年９月２９日（金）（１５：００～２０：００）例年

のように国体開会式前日に各都道府県選手団のチー

ムドクターを集めてのドクターズミーティングが開

催された。国体のドーピングコントロールの説明の

関係で近年は開会式前々日の木曜日に開催されてい

たが、不評のこともあり、またそろそろ各都道府県

体協にも周知されてきたこともあって従前のような

開会式の前日の金曜日の開催となった。

会は神戸新オリエンタルホテルにて第Ⅰ部、前年

度開催の岡山国体医療・救護報告の後、のじぎく（兵

庫）国体医療・救護体制の紹介、２つのキーノート

レクチャーと特別講演、第Ⅱ部は情報交換会の二部

構成で行なわれた。

キーノートレクチャー１では「運動中の心臓突然

死－危険因子と予防をめぐって」と題して兵庫県医

師会健康スポーツ医学委員会委員長の河村剛史氏が

AEDの有用性について述べた。埼玉国体でも全救

護所にAEDを配備しようという方針の下に医事運

営を行なったがこの動きが益々拡充され、もはや

AEDの配備は当然のこととなってきていると痛感

させられた。所謂スポーツ中の突然死の９０％は心臓

死であり、更にその９０％は心室細動という致死的不

整脈による、というのが最近の考え方であり、この

心室細動を唯一解除できるのが電気的除細動、即ち

AEDの使用である。このことを強く印象づけられ

たキーノートレクチャーであった。キーノートレク

チャー２は日本アンチドーピング機構の浅川伸氏に

よる「アンチドーピング活動に関する取り組み－

JADA主体による競技外検査の実際」であった。静

岡国体から始まった国体でのドーピングコントロー

ルはトトの売上減少に基く補助金の減額という予想

外のできごとにより当初の目論見どうりの検体数は

確保されなくなってしまったが、国体でのドーピン

グ検査は当然のこととして定着し、競技会検査から

競技外検査の拡大へと歩を進め、国体を通じてアン

チドーピング活動の意識を競技者、指導者に浸透さ

せていこうとする試みは着実に進んでいることを感

じさせられた。競技外検査の機会が増えるというこ

とは、競技会の時だけ泥縄式にドーピングのことを

考えるのではなく、常日頃からアンチ・ドーピング

のことを意識していなければならないこと、ドーピ

ング検査の該当者になる可能性を考え、自分の居所

を明らかにしていないということも禁止物質が検出

されることと同様にドーピング検査陽性とみなされ

ることを肝に銘じておかなければならないことであ

る。

特別講演は日本サッカー協会専務理事の田島幸三

氏によって「新生日本代表・これからの日本のサッ

カーの方向性」と題して行なわれた。ドイツワール

ドカップの総括と新しく選出されたイビチャオシム

監督についてこれ迄のトルシエ監督、ジーコ監督と

対比して興味深い話をされた。日本サッカー協会

JFAの約束２０１５、として世界でトップ１０の組織とす

ること、サッカーファミリーを５００万人にすること、

更に２０５０年にはサッカーファミリーを１０００万人とし、

FIFA ワールドカップを日本で開催し、優勝するこ

とを目標として今後活動していくと熱弁をふるわれ

た。

第Ⅱ部は会場を移し、立食パーティー形式で中嶋

寛之先生の挨拶で始まり、懐かしい顔を会場のアチ

コチに見つけ時間の過ぎるのを惜しみながらお互い

の情報交換、懇親を深め２０：００過ぎに散会となった。
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第６１回国民体育大会に帯同して

小林 正幸

平成１８年９月３０日から１０月１０日まで第６１回国民体

育大会（のじぎく兵庫国体）が兵庫県で開催された。

開会式前日ドクターズミーティングの９月２９日から

１０月３日まで本部帯同医師として参加したので報告

します。

９月２９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１１時５０

分の「のぞみ２５号」で出発した。宿泊先は駅と直結

した新神戸オリエンタルホテルで、かつホテルがド

クターズミーティングの会場でもあったので、チェ

クイン後荷物をフロントに預け直ちにドクターズミ

ーティングの会場へ向かった。

午後３時過ぎから開催されたドクターズミーティ

ング（以下DM）では、主催者、共催者、来賓の挨

拶の後、第６０回開催の岡山県から医療・救護の実績

報告があった。兵庫国体の医療・救護体制の紹介も

あったが、開会式では救護所全てに医師を配置した

とのことであった。開会式当日は晴天にも恵まれ、

開会式参加者のなかには式の途中で救護所へ搬送さ

れた者もあった。本県では気分不快を訴える役員が

出たため、私も一緒に救護所へ出向いた。幸いにし

て少し休憩をとった頃には気分も良くなりホッとし

た。救護所には他県の選手や役員が次々に搬送され

てきていた。医師を探す声に、思わず埼玉県の帯同

医師ですと名乗り現場の仕事を手伝うこととなった。

グランドへ戻る頃には式も終わり、退出口近くで本

県役員、選手団を待つことになった。この時、別行

動で退場する「ハンカチ王子」を間近に見ることが

出来た。

DMのレクチャーは２つあったが、その１は運動

中の心臓突然死―危険因子と予防をめぐってーと題

して兵庫県医師会健康スポーツ医・科学委員会委員

長の河村剛史先生が、また今回から始まる競技外検

査を中心に「アンチ・ドーピング活動に関する取り

組みー JADA主体による競技外検査の実際」で日本

アンチ・ドーピング機構の浅川伸氏の話があった。

それぞれにとても有意義なはなしであった。また今

回は「新生日本代表・これからの日本のサッカーの

方向性」と題して日本サッカー協会専務理事の田嶋

幸三氏が２０５０年には日本単独でワールドカップを開

催でき、そして優勝出来るチーム作りを目指し活動

を始めているとのこころ強い話があった。

翌日の開会式では、天皇・皇后両陛下をお迎えし

て開催されたが、今回も開会式での入場行進に参加

させて頂いた。開会式での出来事は前述した通りで

す。天気が良いのは良いことですが行進に参加する

選手・役員には過酷ともいえる時間であると感じた。

競技開始日は総務の長谷川さんと川西市で開催さ

れている「弓道」競技の現地応援に出かけた。あい

にくの空模様で会場に着く頃には雨が降り出してき

た。控え場に向かい監督さんに会い選手の体調につ

いてお聞きしたが、皆万全な状態のようで安心した。

会場までは電車とシャトルバスで１時間半ほどかか

るため弓道競技会場だけの応援となった。

二日目は伊丹市での「なぎなた」競技へでかけた。

こちらでも体調の不調を訴える選手がいなくホッと

した。残念ながら成年女子の「演技競技」は一回戦

で敗退した。昼前に伊丹を出発して神戸市内の総合

運動公園内のグリーンアリーナ神戸へ「バスケット

ボール」少女の応援に駆けつけた。こちらも僅差で

敗れてしまい、応援団の憑きの悪さが影響したのか

と心配した。

この夜、翌日現地応援に出かける予定の「レスリ

ング」競技の監督さんから連絡が入った。「フラン

スでの世界大会に出場していた選手が、痛みを訴え

ている。明日３時過ぎ頃から試合があるので、この

時間に合わせて痛み止めの注射を」とのことだった。

実はこの日の予定では新神戸を２時過ぎには発つこ
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とになっていた。そこで、急遽新幹線の予定を変更

して現地へ出かけることとなった。

会場は猪名川町文化体育館。昼前に現地に入り選

手とも顔を合わせ局所注射の時間を打ち合わせた。

１２０kg級の選手で体格はかなり大きかった。本部と

して用意している注射針は通常のもので短いのでは

と心配になった。会場内には救護所はあったがカテ

ランシンなどはもちろん、通常の注射針も置いてな

かった。救護所のベッドを借りて右季肋部の圧痛の

ある部位に注射した。１ml のアンプルしか準備さ

れていなかったので、５アンプルを使った。注射直

後に本人曰く。「痛みがありません」新幹線の時間

もあり実際の試合を見ることなく現地を出ることに

なった。

余談になるが、この選手は私の後を繋いだ立花先

生が翌日も局所注射を行い優勝の栄冠を勝ち取った。

さらにその翌日の埼玉新聞のスポーツ欄には、選手

が「医師に注射してもらい痛みを感じることなく試

合が出来感謝している」と言うような談話が載って

いた。

選手の健康管理はもとより、試合に臨む選手の不

安を除くのも帯同医師としての大きな仕事であると

実感できた今回の「のじぎく兵庫国体」であった。

以上、帯同した第６１回国民体育大会秋季大会（兵

庫県）の報告とします。

－ 26 －



第６１回国民体育大会帯同記

立花 陽明

第６１回国民体育大会は、平成１８年９月３０日から１０

月１０日まで兵庫県下で開催された。私は、１０月３日

から６日までの４日間、埼玉県選手団の帯同ドクタ

ーとして参加したので、その活動状況について報告

する。

まず、初日の１０月３日は、９時１３分発の新幹線で

東京駅を出発した。これまで幾度となく県選手団の

帯同ドクターとして国体に参加してきたが、行き帰

りとも常に１人で行動していたような気がする。し

かし今回は、宮内スポーツ科学委員会委員長と県体

協の阿部さんとご一緒させていただくことになった。

昼過ぎに神戸に到着したが、新神戸駅に着くやいな

や、宿舎に荷物を預け、早速、３人で最初の激励と

なる競泳会場の尼崎スポーツの森に向った。しかし、

三宮から JRに乗ったはいいが、どうも、先程新幹

線で来たのとまったく反対の方向に電車は進む。新

幹線ほどではないが、電車はスピードを上げ、どん

どん大阪を目指し、結局は大阪の１つ手前の駅に到

着した。私は新幹線の指定席をとっていただいただ

けでも十分に感謝していたが、他の２人は、「初め

から大阪で降りていた方がもっと早く着いたんじゃ

ないか」などと、ぶつぶつ文句を言っていた。

今年から夏季・秋季大会が合同開催されるように

なったが、これまでに夏季大会に参加したことがな

かったので、競泳を観戦するのは今回が初めてであ

った。県選手団の試合後、再び大阪駅の隣の尼崎駅

から神戸に向った。宿舎は新神戸オリエンタルホテ

ルで、超一流ホテルであった。食事付きでよくこの

値段で宿泊できるものだと、今更ながら国民体育大

会の偉大さを再認識させられた。実は、その後神戸

で学会があり、新神戸オリエンタルホテルに泊まろ

うかとインターネットで料金を調べたが、このホテ

ルに宿泊するのは、神戸で再び国体が開催されるま

で記念にとっておくことにした。

翌日はボウリングと競泳を激励に行く予定であっ

たが、レスリングの有望選手が胸部挫傷による胸部

痛を訴えており局所麻酔をしてほしい、という小林

先生からの申し送りがあり、レスリング会場に向っ

た。選手の希望で、練習終了後、試合直前に疼痛部

位にトリガーブロックを行った。選手の実力と私の

ブロックが奏効し、みごとに優勝をなしとげた。世

界大会にも出場する選手であったが、試合終了後に

は握手をもとめられ、誠に嬉しいかぎりであった。

他には、飛び込み、シンクロ、バドミントン、陸

上競技などを観戦した。飛び込みもシンクロも今回

が初めての観戦であった。バドミントンは以前にも

観戦したことがあったが、その時は、埼玉県の選手

が試合終了後に全身の痙攣をおこし、医務室で点滴

を受けたことを記憶している。今回も、成年男子の

シングルスの試合が、両者とも立っていることがや

っとという、もの凄い激闘となった。相手は全日本

レベルの選手であったが、途中まで勝てると思って

いたものの、最後の最後に逆転負けをくらってしま

った。この競技は、体育館を閉め切って空調なしの

状態で行うので、スポーツドリンクだけではなくも

っと十分なミネラルなどの補給が必要ではないかと

思った次第である。もう少し、競技力向上のために

何かいい対策を考えることができそうな分野である。

前述のように、今回の帯同は宮内委員長とご一緒

させていただいたが、３泊とも夕食後には、スポー

ツ科学委員会の今後について夜遅くまでいろいろと

語り合わせていただいた。３泊４日の滞在で、今回

は埼玉県の好成績に多少は貢献できたのではないか

と思っている。しかし、長期滞在を強いられる関係

者の方々はさぞや大変なことであろうと推察される。

これからも、ドクターの世話にならないように、大

会期間中は健康に十分に留意するようにして下さい。
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第６１回のじぎく兵庫国体帯同記

西大宮病院 関 純

２００６年１０月６日朝から降り続く豪雨の中、夕方の

外来終了後大宮を出発し、のじぎく兵庫国体に帯同

するため神戸へ向かいました。神戸に到着後、雨が

降っていないことに少しほっとし、宿泊先の新神戸

オリエンタルホテルで総務の長谷川さんと打ち合わ

せし、早々と床につきました。

翌日フェンシングの男子選手達が風邪をひいてお

り、体調が悪いようならフェンシング会場へ、良化

していればテニス会場へ激励予定となっていました。

早朝フェンシング競技のスタッフから連絡が入り、

フェンシング男子選手達は数日前から風邪をひいて

いましたが、ドーピング検査があるから薬を服用し

ておらず、昨日になりようやく近所の病院で点滴を

施行し回復したそうでした。正しいドーピング知識

を持ったドクターに相談すれば早目に投薬できたの

にと思うと非常に残念なことでした。

結局７日の午前はしあわせの森会場へ行き、テニ

ス競技を総務の神山さん、長谷川さんと一緒に激励

することになりました。

少年２回戦で福島県と対戦し、綿貫、江原両選手

がシングルで２対０で勝ち、３回戦へ駒を進めまし

た。試合終了後、綿貫君は観客席で応援している我々

の所までお礼を言いに来ました。早実野球部のハン

カチ王子みたいな非常にさわやかな少年で、見てい

るだけですがすがしい気分になりました。

次に成年女子２回戦で千葉県との対戦を途中まで

見ました。自分は試合を両選手が見えるように側方

より観戦していましたが、女子選手の後方に位置し

観戦する者もいて、このような見方があったのかと

感心しました。

午後は総務の神山さんと別れ、大久保のウェイト

リフティング会場へ行きました。初めて見学する競

技でしたが、埼玉県体協の副会長である桜井さんに

時間かせぎのテクニックや相手とのかけ引きなど細

かに解説していただき非常に参考になりました。自

分はあまり肩凝りなど起きたことがないのですが、

この競技を見ていると両肩に力が入り、会場を出た

時は肩が凝っていました。競技では７７kg級スナッ

チで埼玉県の綾部選手が７位に入りました。

宿所に戻り、夕食まで時間があったのでホテル周

囲をジョギングしたところ坂道がやけに多く、走行

後下腿後面が張ってしまいました。

夕食後は総務の神山さんに上腕骨外上顆炎の注射

を打ち、この日の仕事は終了となりました。

８日は加古川へ長谷川、伊藤総務とハンドボール

の激励に向かいました。朝から長谷川総務は下痢が

続き、駅、体育館とトイレにかけ込んでいました。

ハンドボール少年女子は京都との試合でした。１７

対２７と敗戦でしたが５位に入賞しました。試合中床

に転倒し後頭部を打撲した安部選手を診察しました

が、特に問題ありませんでした。

ハンドボール出身の伊藤総務が是非少年男子の応

援したいという希望もあり、すぐに高砂体育館に向

かい、神奈川県との対戦を見ました。前半１１対１１で

終了したところまで見て、次の大倉山フェンシング

会場へ移動しました。

移動中、陸上競技会場より女子４００m走の竹本選

手が１２時３２分ドーピングルームに入ったとの連絡が

ありました。ドーピング検査中特に問題もなく１３時

５２分退室したという連絡も入りました。

フェンシング競技にはフルーレ、エペ、サーブル

と３種があることを初めて知り、少女フルーレ競技

を見学しました。準決勝では秋田県に１対２と敗戦

しましたが、三位決定戦では福井県相手に２対０と

勝利を収めました。

この日の夕食前のジョギングはなるべく坂の少な

い道を選びましたが、昨日の疲労が残って充分な走

りができませんでした。
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９日は神戸総合運動公園へ行き、陸上競技の激励

を行いました。ハードル競技を中心に応援し、埼玉

県のテントに顔を出しました。以前より知人である

安藤トレーナーにはっぱをかけ、気合を入れてきま

した。

昼過ぎ新神戸へ移動し、圓崎総務と新幹線の中で

酒を飲み語り合いながら無事に帰県しました。

今回の国体の帯同を通して、今までに見たことの

ないスポーツを観戦したり、総務の人達との話の中

で新しいことを発見したり、勉強させてもらい非常

に感謝しています。次回の秋田国体にも是非帯同し

たいと思っています。
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第６２回国民体育大会冬季大会に帯同して

立花 陽明

第６２回国民体育大会冬季大会スケート競技・アイ

スホッケー競技会は、平成１９年１月２７日から３１日ま

で群馬県で開催された。今回、２７日から３０日までの

４日間、帯同ドクターとして参加したので活動状況

について報告する。

初日の２７日は、夕方に渋川駅に到着し、ホテルで

先発隊と合流した。夕食をとりながら県選手団の健

闘ぶりについて話が盛り上がったが、フィギュア成

年男子 SPでは織田信成選手が出場し、他の選手と

は別格の演技だったそうである。今回の宿舎は、渋

川駅から徒歩数分の「ホテルたつみ」というビジネ

スホテルで、食事は一般の宿泊客よりも１～２品多

く、また風呂も大浴場付きという非常に恵まれた滞

在であった。

今回は、フィギュアスケート、スピードスケート、

アイスホッケー成年・少年男子の激励に出かけた。

スピードスケートとアイスホッケー成年男子は伊香

保で行われ、アイスホッケーの少年男子は高崎市の

アリーナであった。これまでに伊香保の旅館・ホテ

ルには何度も泊まったことがあるが、温泉からロー

プウェイで登った高台に屋外リンクと室内リンクが

併設された場所があるとは想像すらしなかった。当

然、客がいなければ商売にはならないが、埼玉県で

は東松山、秩父とスケートリンクは閉鎖の方向に向

かい、何かいい策はないかと考えさせられた次第で

ある。

一方、フィギュアスケートは前橋市にある群馬県

総合スポーツセンター・アイスアリーナで開催され

たが、世界選手権でミキティーが金メダルをとった

直後とあって、とくに成年女子は大変な人気であっ

た。しかし残念なことに、冬季アジア大会とユニバ

ーシアードが同時期に開催されていたために、超一

流選手の出場は織田選手だけで、私は今回の帯同で

は彼の演技を観戦することはできなかった。フィギ

ュアスケートの競技を間近で観るのは昨年につづき

２度目であるが、やはり、TVで観た世界選手権と

はレベルが一段違うというのが正直な印象であった。

私が見た限りでは、５．８～５．９点が２・３人いたが、

６点台は皆無であった。しかしながら、フェンス越

しに観る演技は流麗さの中に迫力があり、TVとは

また違った感動を与えてくれた。

冬季国体が終了してしばらくしてから、大陸別対

抗フィギュアスケート大会とやらのエキシビション

を観にスーパーアリーナに出かけた。冬季国体会場

を想定し、オーバーパンツや毛布などを持参し完全

武装で臨んだが、Tシャツで十分観戦できるのには

驚いてしまった。予約したのが遅かったので上階の

席からの観戦になってしまい、今ひとつ迫力に欠け

るという印象であった。やはり、フェンス越しにか

ぶり付きで観るのが一番だとあらためて感じた次第

である。
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第６２回国民体育大会冬季大会スキー競技会に参加して

萎沢 利行

第６２回国民体育大会冬季大会スキー競技会は、平

成１９年２月１０日（土）～２月１３日（火）田沢湖スキ

ー場で開催され、埼玉県選手団に随行しましたので

報告します。

「秋田わか杉国体」のわか杉の名称は、『わか杉』

＝『木』＝『気』とし、『げんき』＋『ほんき』＋

『こんき』という『わか杉』で、第６２回国体の舞台

で活躍する選手、関係者の『げんき』を象徴するも

のです。『わか杉』は”てっぺん”をめざす意味の

「矢印」の形でもあります。県の木「秋田杉」は、

風雪に耐えて成長します。その若木のように、力強

く伸びやかなプレーを選手の皆さんに期待した名称

であります。

スローガンは「君のハートよ位置に着け」で、「君

の心は明日に向かって、そして私の心を国体でかな

えるために、さあ、位置につこう、スタートだ」と

いう意味のスローガンであります。大会マスコット

はスギッチで、モチーフの基本を『わか杉』として

います。

秋田県は、過去に国民体育大会冬季大会・夏季大

会・秋季大会を開催してきました。初めての国体は、

昭和２８年、大館市と大湯町で開催された第８回スキ

ー競技会で、昭和３６年には、第１６回夏季大会漕艇競

技と秋季大会が秋田市を中心として開催されました。

以降、昭和４６年第２６回スキー競技会を田沢湖町で、

昭和５４年第３４回スケート競技会のフィギア競技 を

秋田市で、昭和５７年第３７回スキー競技会を田沢湖町

で、平成９年第５２回スキー競技会が鹿角市で開催さ

れています。そして、今回、第６２回国民体育大会冬

季大会スキー競技会が開催されています。

今年は暖冬の影響で雪不足が深刻だったため、大

回転の会場の仙北市田沢湖スキー場では、１月３１日

と２月１日に、大回転コースの周辺の林から１００人

態勢で雪をかき集める荒療治を敢行したそうです。

皮肉なことに、２月２日には６０センチの恵の積雪が

あり、雪不足は一気に解消したとのことですが、開

催地の準備の大変さの一端を垣間見た思いです。

開会式は、仙北市の秋田県立田沢湖スポーツセン

ター陸上競技場で平成１９年２月１０日（土）に開催さ

れました。ノルディック競技は、鹿角市の花輪スキ

ー場、アルペン競技は、仙北市の田沢湖スキー場、

バイアスロンは、由利本荘市の特設バイアスロン競

技場で開催されました。埼玉県選手団の随行ドクタ

ーとして、仙北市の田沢湖スキー場で開催されたア

ルペン競技の激励を中心に活動いたしました。

アルペン競技は、２月１１日（日）にジャイアント

スラロームの成年男子A･Bが行われ、２月１２日

（月）にジャイアントスラロームの成年女子A、成

年男子C、少年女子、成年女子Bが秋田県田沢湖

スキー場国体コースで開催されました。２日間の埼

玉県選手団の出場選手から事前に医事相談も無く、

大会時の競技中に怪我もなく無事に試合が終了しま

した。国体の冬季大会スキー競技会に参加し印象に

残ったことを綴って見ます。

雪不足ゲレンデ造り雪が降る

スラローム応援の前飛んでゆく

スラローム田沢湖向かい降りて行く

若杉でてっぺん目指す元気者

雪国の雪降る中で露天風呂
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第１４回埼玉県スポーツ科学委員会コーチングセミナー

平成１９年３月２１日（水）

埼玉県ラグビーフットボール協会 駒井 正憲

県営熊谷ラグビー場大会議室

はじめに

講師紹介プロフィール
おお た まさ のり

太 田 正 則（３７歳） 生年月日 １９６９．８．１８

《学歴・職歴》 ・昭和６０年県立行田工業高校入学

・昭和６３年県立行田工業高校卒業

・昭和６３年三洋電機（株）入社

・平成１８年埼玉工業大学 非常勤

嘱託職員（同ラグビー部コーチ）

・日本ラグビーフットボール協会

と日本代表チームコンディショ

ニングコーチとして業務委託契

約

・平成１９年NPO法人日本 eコー

チング協会 理事就任予定

《ラグビー歴》 ・埼玉県立行田工業高校ラグビー

部（WTB）

・埼玉県代表としてクイーンズラ

ンド州代表（AUS）対戦

・三洋電機（株）ラグビー部入部

・平成７年関東代表としてNZ遠

征に参加

・ニュージーランドにラグビー留

学（ノース・ショアクラブ所属）

・平成８年三洋電機（株）ラグビー

部第４８回全国社会人大会優勝

・平成９年７人制日本選抜として

セブンス大会に出場

《コーチ歴》 ・平成１２年三洋電機（株）フィット

ネスコーチ就任

・平成１７年７人制日本代表フィッ

トネスコーチ就任

・平成１８年日本代表コンディショ

ニングコーチ就任

・平成１８年日本代表フランス遠征

にコンディショニングコーチ

・ラグビーワールドカップ２００７ア

ジア地区予選にコーチとして参

加

・平成１８年アジア大会（ドーハ）

にコーチとして金メダル獲得

・ラグビーワールドカップフラン

ス大会コンディショニングコー

チ予定
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「日本代表チームにおけるストレングス＆コンディショニング」

日本代表コンディショニングコーチ

太田 正則 氏

●日本代表での役割

JAPANの目的は IRBランキング TOP８（現在は

１６位）。ATQプロジェクトを行っている。そのため

に太田氏は、JAPANの個々の選手の測定を行い、

個々のメニューの作成、コンディショニングの管理

などを行っている。大切なことは、こちらからの一

方通行ではなく選手とコミュニケーションを取り、

納得のうえでトレーニングをやってもらうこと。ま

た、いかに選手がベストな状態でゲームに臨めるか

を心がけ、メディカルトレーナーと密に連絡をとっ

ていること。昨年度は１００日ぐらい代表に帯同した

（今年はワールドカップイヤーなので１５０日ぐらい

帯同予定）。

下記の内容が主な仕事である。

１）年間計画の作成

２）フィジカルテスト

３）フィジカルテスト（スタンダード設定）

４）テスト結果の分析・フィードバック

５）個別トレーニングプログラムの作成と説明

６）トレーニング進歩確認

７）ストレングス＆コンディショニング担当者への

指導・教育

８）体重・体脂肪・心拍数のチェック

９）トレーニング・ゲーム時のアップ・クールダウン

１０）ゲーム中のウォーターボーイ

１１）リカバリーの確保・手配

１２）メンバー外のコンディショニング

１３）トレーナーとの連携（怪我・リハビリ・個別ト

レーニング）

●測定項目

�コンディショニングチェック（必ず毎朝体重、体

脂肪、心拍数など。心拍数は疲れているときには

平常時より１０くらい多い。熱中症予防になる）。

�メディカルチェック（内科的なものから怪我など）。

�フィットネスチェック（PTDテスト、マルチ、

４０メートルダッシュ、ファンクショナルテスト［柔

軟性のテスト］、アスレチックテスト［体幹テス

ト］など）。

●アップ、クールダウン、ウエイトトレーニング

�アップはその日にやるメインの練習の事を考え、

関連づけて行う。

�ゲーム後はプールリカバリーを行う。

�食事の管理。特に高校生へのキーワードは、色（栄

養素）を多くとること。

�スロートレーニングを行う（機材がいらないので

便利。今回は具体的にワークショップ［首のスロ

ートレーニング］を教えてもらった）。

�ラグビーにおけるトレーニングは、怪我をしない

ためのトレーニングということを再確認すること。

無理をしない。

�ストレングストレーニングの目的は怪我をしない

体と競技力向上。

●心とパフォーマンス

直結

�セルフイメージ ���	 パフォーマンス

（心の状態）

タイガーウッズは強い相手といつも戦いたいと願

っている ���	 相手にも頑張れと思う。

こう思うことが強いセルフイメージを作り出す

（結果的にはパフォーマンスに影響する）。

�セルフイメージのコントロールは今の自分の行動

に集中すること。
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●コーチング

ポジティブにやる・ポジティブな言葉をかけてや

る。

目的達成のために PDCAAサイクル。（計画―実

行―検証―改善―達成）

●助言者 青葉 昌幸 氏

・ラグビーとはいろいろな要素（格闘技と球技と

陸上）を含んでいるスポーツ。

・今回の講習で、フリーの練習や心のトレーニン

グの重要性が勉強になった。

・怪我をさせないコーチング。

・大東文化大学陸上部では、下足を揃える指導を

し、そのようなことでも心を鍛えられる。（心

を強く、気持ちを安定させる）

最後に、ラグビーワールドカップイヤー（２００７年

フランス大会）日本代表のめざすものは世界ベスト

８である。その目標を達成するため日本代表スタッ

フと選手はすごく努力をしている。ただ、そのため

に大切な底辺拡大が今後の課題であると思う。埼玉

ラグビー界も底辺拡大・普及・ジュニア育成・ハイ

スクール・大学・社会人とラグビー王国を築いて行

けるように努力したい。
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平成１８年度ビクトリーサミット

「プロサッカー球団から地域スポーツクラブまで
―スポーツドクターとしての関与―」

埼玉県サッカー協会医事委員／埼玉県体育協会スポーツ科学委員 塩野 潔

平成１９年１月１４日（日）さいたま共済会館６Fホ

ールにおいてスポーツドクター、スポーツ科学者、

競技指導者を対象に「２００６VICTORY SUMMIT in

埼玉」が開催された。セッション１は「プロサッカ

ーから地域スポーツクラブまで―スポーツドクター

の関わり方」と、スポーツドクターの立場から塩野

が、セッション２は「スポーツ栄養とアミノ酸」と

して大塚製薬大宮支店販売促進課が、セッション３

は「レッズ優勝！選手強化と地域との連携―スポー

ツ指導者の立場から」として浦和レッドダイヤモン

ズ社長藤口光紀氏が講演を行なった。本稿では塩野

が担当したスポーツドクター部門の講演内容を簡単

に紹介する。

私がビクトリーサミットでの講演依頼を受けた平

成１８年初秋は Jリーグでの浦和レッズの初優勝がほ

ぼ確実視されかけた時であった。浦和レッズの優勝

記念ということで、Jリーグ専務理事で浦和レッズ

社長時代にビッグクラブとしての地盤を確立、不動

のものとして、Jリーグの雄としてレッズを存在せ

しめた犬飼基昭前社長と小生の“浦高サッカー部

OB同士で話しを”という企画であった。終盤にな

りさしもの浦和レッズも少々足踏みをしたが予定ど

うり初優勝したのでレッズがらみの話しとスポーツ

ドクターとしての話しの両方を、ということで表題

のような話しになった。

浦和レッズが浦和をフランチャイズ（後にホーム

タウンと改称）として決まる前から“浦和プロサッ

カー球団をつくろう会”と、浦和レッズのジュニア

ユース、ユースチームの受け皿として前年から活動

していて浦和スポーツクラブの両方の起ち上げに関

わった者として、その当時の経緯について少し述べ

てみる。

Jリーグ発足の報せに、浦和にプロサッカーチー

ムを呼ぼう、との掛け声の下に有意の人達が集まっ

て当初接触していたのは以前から埼玉県にチームの

あった本田技研であった。故宮本征勝監督と接触し

て好感触を得ていたのだが本田側が最終的にアマチ

ュアのままでいき、プロリーグには参加しないとの

決定をしたことを受け、交渉相手を失ってしまい途

方に暮れていた時に一筋の光明を与えてくれたのが

後に Jリーグチェアマンに着任する川渕三郎氏との

面会であった。そこで江戸川からグラウンドの提供

を拒まれて新たにフランチャイズ先を見つけなけれ

ばいけなくなっていた三菱を紹介され、「浦和プロ

サッカー球団をつくろう会」のメンバーが早速面会

に赴いたのがそもそもの始まりであった。一方、そ

れらの動きの前から、埼玉県のサッカー関係者の中

で主に埼玉県体育協会のスポーツ科学委員会のメン

バーをかねている人達の中からヨーロッパスタイル

の総合スポーツクラブ設立の話しが出ていて、毎月

埼玉新聞社の２F会議室に集まって設立準備の話し

合いがもたれていたのであるが、旧知の間柄でもあ

ることから、そこに三菱側から森氏が加わりいよい

よ浦和レッドダイヤモンズ招致のうねりとなってい

ったのである。

そこに更に前述の「浦和プロサッカー球団をつく

ろう会」のメンバーが加わり浦和市、三菱、浦和ス

ポーツクラブ、プロサッカー球団をつくろう会の合

同会議が、連絡協議会として定期的に浦和市のとき

わ会館を会場として会合をもち、プロチーム誕生へ

と歩を進めることになったのであった。Jリーグク

ラブとなるには下部組織としてジュニアユース（中

学生年代）、ユース（高校生年代）のチームを持っ

ているというのが前提条件であったが、これには既
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に発足している浦和スポーツクラブのチームを充て、

三菱側から浦和スポーツクラブ側へ指導者を派遣す

ること、等として三菱（浦和レッズ）と浦和スポー

ツクラブとは不即不離の関係で補充し合って理想的

なクラブをめざしていこうということになったので

あった。１９９０年４月１日うらわまちづくりフォーラ

ムを開催、特別講演として JOC専務理事の岡野俊

一郎氏を招き、また落合弘日本代表チームコーチ、

佐々木一樹 JSL 事務局長、塩野潔日本サッカー協

会医事委員、松本暁司浦和市サッカー連盟理事長、

山口斎浦和青年会議所理事長、武正公一浦和プロサ

ッカー球団をつくろう会代表の諸氏によるパネルデ

ィスカッションで旗上げの第一歩としたのであった。

一方浦和スポーツクラブは会長に相川宗一浦和市長、

理事長倉持守三郎県サッカー協会副会長、顧問畑和

埼玉県知事等々各界そうそうたる人達をメンバーと

してスタートしていったのである。

このようにして浦和スポーツクラブと浦和レッズ

の共同体として出発していったのであったが、演者

は浦和プロサッカー球団つくろう会の設立発起人、

浦和市とのプロサッカーチーム連絡協議会委員、浦

和スポーツクラブ副理事長として関与し、また浦和

レッドダイヤモンズ設立時にはチームドクターの一

員として参加していったので、スポーツドクターと

しての関与という面から、浦和レッズ、或いは県サ

ッカー協会医事委員会、県体協スポーツ科学委員会、

県健康スポーツ医会との活動という観点から少し話

しをしてみる。Jリーグの発足と共に浦和レッズも

“医学管理部”を設け部長に大富襄氏が就任、アド

バイザーの一員として小生も名を連ねた。そして選

手の疾病治療は小生の診療所（塩野胃腸科）が当た

ることになった。因みにフィットネス測定は慈恵医

大、スポーツリハビリテーションは県立障害者リハ

ビリテーションセンター、外傷・障害の治療は慈恵

医大・県立リハビリセンター、川口工業総合病院、

赤坂病院、聖マリアンナ大学、里見整形外科クリニ

ック、川久保病院がそれぞれ分担して当たることに

なった。メディカルケアとしては選手一人一人に対

することはもとよりチームのケアとして、選手のメ

ディカルチェック、外傷や障害のチェックや治療、

メディカルコンディショニング（栄養、フィジカル

トレーニング、フィットネストレーニング、リハビ

リテーション）、試合時の帯同とスタジアム内医務

室へのドクター、ナースの派遣（県サッカー協会医

事委員会へ委託）、ドーピング等に対する選手への

教育・啓蒙等が挙げられる。小生は既述のように選

手の内科的な疾病の治療の他に「教育」も担当した

が実際には「教育」に当たることは殆どなく、診療

所で選手の内科的疾患に当たることが殆どであった。

日本が２００２年ワールドカップ開催国に名乗りをあげ

てから、その後韓国も立候補したことに対して日本

の優位性を示すために Jリーグではドーピングコン

トロールを導入（現在も引き続き毎節どこかの会場

で実施している）したので、風邪をひいたからとい

って一般の医療機関を受診して、ドーピングコント

ロールにひっかかるような薬を処方されては困るの

で、内科的疾患については益々小生が全部を担当し

ていったのである。

一方でドーピングコントロールは日本サッカー協

会医事委員会が担当することになったので、小生も

主に埼玉でのドーピングを担当することになり、そ

のために公立性・公平性を保つためにその時点で浦

和レッズのチームドクターの任から離れることにな

った。

小生のスポーツ活動の原点は日本サッカーリーグ

古河電工サッカー部のチームドクターとそれに続く

日本サッカー協会の医事委員会にある。その延長で

埼玉県サッカー協会医事委員会設立、埼玉県体育協

会スポーツ科学委員会設立と、その後の埼玉県全体

のスポーツ医学への関わり、埼玉県医師会健康スポ

ーツ医学委員会、埼玉県健康スポーツ医会、埼玉大

学教育学部での非常勤講師と活動の場が拡がってい

ったのであるが、実践の場として戸苅晴彦先生や加

賀谷�彦先生、倉持守三郎先生、三戸一嘉先生、桜

井勝利先生と語らいヨーロッパスタイルの多種目の

地域密着型の総合スポーツクラブ設立へと夢が拡が

り、多くの人たちの参画を得て浦和スポーツクラブ

の設立となり、小生も副理事長として主にスポーツ
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医学の部門を担当してきた。

スポーツ医学のスポーツへの関わりには種々のも

のがある。これ迄にも発育期スポーツ障害の防止、

中高年とスポーツ、熱中症、朝練の是非、こころの

スポーツ障害等々、いろいろなことに言及してきた

が最大のものはスポーツ傷害（外傷、障害）の防止、

就中スポーツ中の突然死の防止にあると言っても過

言ではない。そのためには心血管系を中心としたメ

ディカルチェックの重要性を論を待たないことであ

り、一方でスポーツ実施の手順としては、（１）メ

ディカルチェック（特に循環器系を中心として）、

（２）体力測定、（３）運動処方、－種目、運動強

度、時間、頻度、（４）当日のセルフチェック、（５）

スポーツ開始－ウォーミングアップ、クールダウン、

（６）スポーツ中止、（７）リラクゼーション－瞑

想、バス／サウナ、スポーツマッサージ、飲茶と続

いて一日のスポーツ活動は終了となるわけであるが、

プロも含めてなかなかこのとうりにはいかないのが

常である。その中で、では最も大切なことは何か、

と問われれば、運動当日のコンディショニングの把

握、即ち当日のセルフチェックであろう。何となく

調子の悪い時には外からのストレスと内なる免疫系

との失調が大きな障害の引き金となることが予想さ

れ、スポーツの実施は十分に注意すべきである。最

近、埼玉県サッカー協会では高校一年生のサッカー

選手を適確な心肺蘇生法とAEDを用いて心肺停止

状態から救命し得たが、その選手は以前から心臓の

異常を指摘されており（精密検査ではOKと言われ

ていた）、選手自身が当日のコンディションの悪さ

を自覚しており、チームメイトにもそう伝えていた

由であった。サッカー中に突然死したカメルーン代

表のフォエ選手、ハンガリー代表のフェフェール選

手もそうであった。最近ではスポーツ活動中の突然

死の９０％は心臓死であり、更にそのうちの９０％は心

室細動によると言われている。この心室細動からの

救命にはAEDの迅速な使用が欠くべからざるを得

ないものであり、否、迅速なAEDの使用でしか救

命できないと言われている。もっともこの場合でも

AEDを使用する迄の数分間に、適確な心肺蘇生法、

即ち胸骨圧迫法（従来言われていた心臓マッサー

ジ）と人工呼吸（マウストゥーマウスが有効）であ

り、２００５年AHAの指針では、いろいろな理由で人

工呼吸が行ない難い状況であれば、先ずは胸骨圧迫

法を、そしてできるだけ迅速にAEDの使用を、と

いう指針を出している。埼玉県サッカー協会では

２００２日韓W杯での埼玉スタジアムへの配備の後に、

埼玉スタジアムへの常備、大宮サッカー場、浦和駒

場スタジアムへの常備、埼玉県協会そのものによる

所有と進め、関係者へのAED実技研修を行ない、

また県協会医事委員会設立の約３０年前から大きな大

会・試合には医事委員を派遣してきた。更に小生の

関与している埼玉県健康スポーツ医会では県教育委

員会、さいたま市に対して強力に全公立学校への

AEDの設置を働きかけており、H１８年からさいた

ま市では全公立学校にAEDの導入を決め、それに

ひきづられて県も遅ればせながら全公立学校への

AEDの配備となった。既にこのAED導入により何

人かが救命なされており、これ迄救命手段を持たな

かった心室細動に対して我々はAEDという強力且

つ極めて有用な対処手段を持ったわけで、これから

もスポーツ現場での突然死から多くの生命が救命さ

れていくに違いない。今後はスポーツ指導者、父母、

観客等多くの人にAEDの使い方を教育していくこ

とが大切なことだろう。

小生が会長を務めている埼玉県健康スポーツ医会

では県サッカー協会と共同で浦和レッズ小野選手、

大宮アルディージャ田中選手の協力を得て、それぞ

れ浦和レッズバージョン、大宮アルディージャバー

ジョンの教育啓発用AEDの DVD、“生命を救うた

めに”を作成、平成１８年 Jリーグホーム最終戦のオ

ーロラビジョンに映写したことを報告して本講演を

終える。
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○日時：２００７．１．１４（日） １５：００～１６：３０

○会場：埼玉共済会館６階ホール

『レッズ優勝！選手強化と地域との連携』

・・・スポーツ指導者の立場から・・・

藤口 光紀 氏（浦和レッドダイヤモンズ社長）

２００６VICTRY 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

日本サッカーリーグの三菱重工サッカー部で、

１９７４年から１９８２年までの９シーズンをプレーし、通

算１２７試合出場、２７得点１７アシストの活躍をした。

その間１９７８年には同社のサッカー部の、史上初の３

冠獲得に貢献している。

選手引退後は、浦和レッドダイヤモンズ事業広報

部長・運営部長から同事業本部副本部長を経て、現

職に至る。

◎講義

前犬飼社長の代理でお話しさせていただきます。

先シーズン、浦和レッドダイヤモンズは、Jリーグ

を初制覇し、天皇杯も２連覇し良いシーズンになり

ました。今講義のテーマは、かいつまみますと「育

成無くして強化無し」と言うことですので、この内

容でお話しさせていただきます。

＜映像を使用して講義に入る＞

○さいたま市役所

J リーグを制覇し垂れ幕がさいたま市役所に下が

り、紙吹雪が舞いました。横浜市ではマリノスが優

勝してもこんなことはしませんでした。レッズがこ

こ埼玉にいかに根付いているかの証だと思います。

まるで日本ではないような光景です。一時勝てない

時期がありましたが１４年かけて優勝しました。

○優勝パレード

パレードで馬車を走らせましたが、公道を走らせ

るのには大変苦労しました。裏方は優勝する前にそ

の作業をするのですからますます大変です。オープ

ンバスも出しました、こんなものも日本にはあるの

です。パリーグ優勝の日本ハムにまねされましたけ

れど。今回の優勝はブッフバルト監督とコーチング

スタッフ（日本人コーチを含めて）のチームワーク

の成果だと思います。また選手たちも勝つ意欲をよ

り強くしたと思います。

○天皇杯２連覇

リーグ優勝１か月後、２００７年１月１日の天皇杯決

勝を制して２連覇を達成いたしました。実は前年優

勝が浦和レッズになって初の天皇杯制覇でした。選

手たちはこれで、残るは Jリーグの制覇だとして、

気持ちが一つになって２００６年シーズンを頑張りまし

た。天皇杯の２連覇というものは難しいものです。

天皇杯は草チームでも勝ち上がってくれば、Jリー

グのチームと優勝を争うことも可能です。サッカー

はそのようなオープンなシステムを持っています。

Jリーグ制覇後、天皇杯のトーナメントに加わり、

決勝でガンバ大阪と再度戦ったわけですが、試合の

大半を支配されながら１－０で勝ちました。トゥー

リオはじめワシントンやサントスなど Jリーグを戦

った中心選手が６人ほど出ていませんでした。彼ら

は怪我の治療などで休ませなければなりません。よ

く勝てたと言われますが、だからこそ勝てたのだと

思います。監督とも意見が一致していたのですが、

Jリーグ優勝に加われなかったモチベーションの高

い選手を中心に起用しました。押されていても数少

ないチャンスを生かして勝つことが出来たのは、勝
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つ気持ちの強い選手がいたから劇的な勝利を収めら

れたのです。これはある意味チームマネージメント

の勝利だと思っています。

天皇杯優勝によりアジアチャンピオンリーグに参

加できることになり、勝ち進めば世界的な大会に進

出して、あのバルセロナとかと戦うことも出来るよ

うになりますので、大きな勝ちでした。しかも２００７

の Jリーグ制覇への良いスタートにもなりました。

○チームの土台作り

１９９９年には J２に降格を味わいました。なりふり

構わず２年ほどで昇格を果たしましたが、J２の時

に土台作りをしないで昇格したため、昇格後、常に

下位に甘んじていました。

２００２年２月から本格的に強化の中長期プランをス

タートさせたが、ゼロからの立ち上げでした。

当初のクラブハウスは大原のクラブハウスで、９３

年に出来ていたものです。物置のようで、ひどいこ

の施設では誰も良い選手は来てくれませんでした。

最下位が続きましたが、森、中村体制で優勝を目

標にオフト監督を招聘し、選手にサッカーのイロハ

から教えてもらい、本当の基本から強化を始めてい

き、着実にチーム力は上向いていきました。

犬飼体制に移り、２００４年にはブッフバルト監督が

就任し、森ゼネラルマネージャーの下、日本人スタ

ッフもこのときにそろってきました。また、選手も

平川、坪井、堀之内、長谷部が新加入し、都築、山

崎、三都主、トゥーリオなどが移籍してきて、良い

素材が集まってきました。サポーターサロンも備え

た新クラブハウスもスタートし、これで良い指導者、

良い環境、良い選手とそろってきて、強いチームの

基礎が出来てきました。

与野八王子には人工芝・夜間照明付きのグランド

があります。これは今、下部組織が使用しています。

２００５年７月には荒川河川敷にレッズランドがオープ

ンしました。これは広大な敷地でまだ少しずつ地域

とともに整備しており、地域にも開放しているオー

プンスペースでもあります。スペースを残す勇気も

必要で、何もない原っぱが子供には大切です。子供

は何もなくても何かを作って遊んでいきます。

○強いチームを作るには

良い素材（選手）、良い指導者（監督・コーチ）、

良い環境（ソフト・ハード）があれば絶対できます。

一度勝つか、続けて勝つかですが、Jリーグでは

勝ち続けることが大事だと思います。長期的に努力

して行かねばならないことです。

○良い素材とは

身体能力（スピード・パワー）、技術力、考える

力（判断力）です。

サッカーの場合３Bと言い ま す が、BODY

BARLANCE（身体能力）、BALL CONTROLL（技術

力）、BRAIN（考える力）です。そろっていないと

勝ち続けることができません。他の競技にも当ては

まると思います。

○良い指導者

分析力、観察、情熱、創造力、マネージメント、

決断力を持っていなければ行けません。

中でも情熱が一番大事です。もう一つ大事なのが観

察力です。良い監督は選手をよく見ています。ブッ

フバルト監督は情熱、観察力が凄い方でした。

ドイツ人のバイスパイラーさんも凄い指導者でし

た。昔、無名な選手を育ててドイツチャンピオンに

なりました。すごい指導者で先の能力をすべて持ち

合わせていました。レッズの前身の三菱の二宮さん

が押しかけていき友人になり、その三菱時代には選

手を短期留学させてもらいました。奥寺選手他もお

世話になっています。

３０年前にいただいたバイスパイラーさんからの日

本サッカーに対する八つの提言は、今でも通用する

ものです。

そのときの八つの提言は、

１．一時も早くプロリーグを作る。

本物の味を知るために海外派遣を行う。これはも

う実現していますが、これ以降が残念ながら実現し

ていません。

２．個性のある選手を育てる。

欠点修正より長所を伸ばす。画一的でなく個性を

伸ばす。

３．ストライカーの特別強化訓練。
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ゴールキーパーとストライカーは特別なもの。

４．システムにこだわりすぎないこと。

システムは選手の個性を最大限に伸ばすツールに

過ぎない。

５．意外性がサッカーの最大の魅力。

選手に自由にさせ、選手と話し合って長所を自覚

させる。意外性が必要です。

６．一対一の攻防の強化訓練。

一対一の練習は、適材適所の判断になる。

７．若手タレントの発掘と勇気を持つこと。

若手とベテランなら、若手を使う勇気を持ちなさ

い。

８．フェアプレイの徹底。

ファウルを徹底的に排除する。それが一番強いチ

ームである。

○良い環境

新トレーニングハウス、新ピッチ（良いピッチで

怪我が減りました）、そして新スタジアム（６万３

千人収容）の完成、大観衆の声援は最大の指導者で

す。レッズは大声援を受けて、埼玉スタジアムのホ

ームゲームでは一度も負けません。

良いチームスタッフと重要な通訳の役割が大事で

す。特に通訳は外国人監督の意志を伝えるために、

大きな存在です。

○必要な選手を取る

その前にサッカーとは何だろう？実はサッカーは

ポジショニングのゲームです。ボールを持つ時間よ

り走っている時間が圧倒的に長いです。では何のた

めに走るのでしょう。ボールを持たさないためにポ

ジショニングをするために走るスポーツです。意志

決定のゲームであり、ボールを持つ前に何をするか

決めておくことが必要です。間違っても良いから、

自ら意志決定をしなければなりません。コミュニケ

ーションゲームでもあります。意志決定でコミュニ

ケーションが生まれます。意志決定とは押しつけや

否定でなく、いろいろな失敗から学ぶことです。指

導者は我慢が大事です。失敗から逃げるのでなくど

んどん行くことが本当は必要です。失敗した選手を

外すことはいけないことで、それがチームワークを

育て、選手同士の思いやりを作っていきます。また

コミュニケーションは大事で、選手同士での声出し

やいろいろなコミュニケーションがあります。これ

は画一的には行きません。チームにとって派手でな

くともその点で必要な選手はいます。また、局面を

打開したり、ムードメーカーとなる選手がチームに

とって大事です。

○普及無くして育成無し、育成無くして強化無し

底辺が大事で、循環型の育成システムを継続して

いかなければ長期的に強いチームにはなりません。

レッズでは強化と育成は一本になって進めるように

なりました。ピラミッド型の編成になっています。

また、地域との連携が大事で一緒に進んでいくこと

が良いチームを作ります。選手の成長を待つために

も一緒のシステムが必要です。

スポーツを通じて豊かな国を作りましょう。いろ

いろなスポーツのコラボレーションも行っています。

子供たちにはいろんなスポーツをさせることが大事

で、自ら選べばよいのでそのように進めています。

子供たちが元気で体を動かすことを念頭に置いてい

ます、それがハートフルプランで小中学校などとも

連携して、指導者を送っています。サッカーだけで

なくスポーツの育成として取り組んでいます。子供

たちだけでなくシニアの方々にも協力いただいてい

ます。

強化としては、上の人だけ育てるのでなく、底辺

を底上げして競争を激しくさせることがチームレベ

ルを上げていきます。

＜最後にビデオで「レッズワンダーランド」を紹

介して講義を終了しました。＞

拍手の中、講義は終了しましたが、終わりに戸苅

氏（スポーツ科学委員会）がまとめと感謝の言葉を

述べて閉会しました。
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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１８年度

財団法人 埼玉県体育協会 スポーツ科学委員会 名簿

スポーツ科学専門部会

役職 氏 名 勤 務 先 名 称 役職 氏 名 勤 務 先 名 称

委員長 宮内 孝知 早稲田大学 委 員 立花 陽明 埼玉医科大学

副委員長 吉田 博幸 東京家政学院短期大学 〃 関 純 西大宮病院

〃 小林 正幸 埼玉医科大学 〃 玉井 朗 拓殖大学

〃 青葉 昌幸 大東文化大学 〃 稲山 貴代 首都大学東京

〃 三戸 一嘉 埼玉県サッカー協会 〃 坂井 順司 スポーツ振興課

委 員 萎沢 利行 藤和会藤間病院 〃 藤木 敏夫 近代五種
バイアスロン連合

〃 戸苅 晴彦 平成国際大学 〃 豊田 幹雄 三郷市体育協会

〃 加賀谷�彦 埼玉短期大学 相談役 丸山 正董 丸山記念総合病院

〃 塩野 潔 塩野胃腸科医院 担 当
副会長 櫻井 勝利 県体育協会副会長

〃 林 承弘 林整形外科

役職 氏 名 勤 務 先 名 称 役職 氏 名 勤 務 先 名 称

部会長 吉田 博幸 東京家政学院短期大学 部会員 阿部 昌弘 自衛隊体育学校

副部会長 稲山 貴代 首都大学東京 〃 玉木 啓一 武蔵丘短期大学

部会員 加賀谷�彦 埼玉短期大学 〃 亀井 明子 女子栄養大学

〃 宮内 孝知 早稲田大学 〃 金子 益巳 県立スポーツ
研修センター

〃 山本 修 埼葛南福祉保健
総合センター 〃 小山 克二 県民健康福祉村

〃 須田 和也 共栄大学
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スポーツ医学専門部会

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 小林 正幸 埼玉医科大学 部会員 池田 浩夫 川口工業総合病院

副部会長 立花 陽明 埼玉医大・かわごえ
クリニック 〃 仁賀 定雄 浦和レッズ

部会員 萎沢 利行 藤和会藤間病院 〃 矢地 孝 筑波大学院

〃 林 承弘 林整形外科 〃 岡田奈緒子 山野美容芸術短期大学

〃 塩野 潔 塩野胃腸科医院 〃 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 〃 小山 豊 岩槻南病院

〃 船崎 俊一 済生会川口総合病院 〃 藤野 紀之 東邦大学医療
センター大森病院

〃 坂本 静男 早稲田大学

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 部会員 有川 秀之 埼玉大学

副部会長 玉井 朗 拓殖大学 〃 亀井 良和 大宮高校

部会員 戸苅 晴彦 平成国際大学 〃 大石 賢治 川口市立西中学校

〃 山本 兼郎 上尾市役所西貝塚
環境センター 〃 鈴木 若葉 淑徳大学

〃 鈴木 守 上智大学 〃 岡安 敦 国立スポーツ
科学センター

〃 鶴見 秀海 インターハイ事務局 〃 秋元 恵美 岩槻商業高校

〃 小川 貴 浦和西高校 〃 山田真由美 浦和第一女子高校

〃 野瀬 清喜 埼玉大学
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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名簿

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 練馬総合病院 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

体力測定小委員会

役職 氏 名 所 属 委員 氏 名 所 属

委員長 小林 正幸 埼玉医科大学 〃 林 承弘 林整形外科

副委員長 矢地 孝 ロイヤルドゥクリニック 〃 萎沢 利行 藤和会藤間病院

委 員 坂本 静男 早稲田大学 〃 櫻井 勝利 県体育協会副会長

〃 諏訪 敏一 深谷赤十字病院 〃 黒沢 章 県薬剤師会

〃 塩野 潔 塩野胃腸科医院 〃 膳亀 昭三 県薬剤師会

〃 大山 昭 毛呂病院 〃 高野 博徳 県薬剤師会

〃 浅見 孝雄 埼玉医大付属病院 〃 永井 一博 スポーツ振興課

委員 玉木 啓一 武蔵丘短期大学 委員 星 永 埼玉県立大学

〃 吉田 博幸 東京家政学院短期大学 〃 松田 克彦 平成国際大学

〃 浅見 真一 県健康づくり事業団 〃 村岡 功 早稲田大学

〃 有川 秀之 埼玉大学 〃 山本 修 埼葛南福祉保健総合センター

〃 池垣 功一 〃 山本 和雄

〃 出浦 申二 〃 鶴見 秀海 インターハイ事務局

〃 小川 貴 浦和西高校 〃 柴田 峰行 こうのす鍼灸整骨院

〃 小池 正彦 県立スポーツ研修センター 〃 高橋 和之 ひかり整骨院

〃 清岡 智 東京理科大学 〃 今井 智子 筑波大学院

〃 久保寺光明 久喜高校（定） 〃 吉澤 穂波 ㈱セコム

〃 小沼 彰彦 〃 曽川 恵子 三枝接骨院

〃 佐藤 雄二 埼玉県立大学 〃 塩崎 広慈 コウゼン整骨院

〃 武安 岳史 G&Gサイエンス 〃 斉藤 俊明 斉藤接骨院

〃 中村 好男 早稲田大学 〃 畑中 仁堂 仁堂接骨院

〃 �野 庸夫 県立スポーツ研修センター 〃 竹之下 司 県立スポーツ研修センター

〃 兵頭 圭介 大東文化大学
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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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事務局

長谷川 伸

（財）埼玉県体育協会 〒３３０－００６３ さいたま市浦和区高砂３－１４－１自治会館３F
電 話：０４８－８２２－５１７１
ＦＡＸ：０４８－８２２－５１７４
hasegawa-saitamaken@japan-sports.or.jp

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 練馬区 練馬総合病院

〃 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
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