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月 日 曜 会 場 内 容
４月１９日 木 さいたま共済 委員長・３専門部正副部会長会議
５月８日 火 県立スポーツ研修C 第１回選手強化対策委員会
５月１０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２４日 木 さいたま共済 第１回スポーツ科学委員会
６月５日 火 さいたま共済 第１回コーチング専門部会
６月７日 木 さいたま共済 第１回医学専門部会
６月１２日 火 さいたま共済 第１回科学専門部会
６月２１日 木 さいたま共済 第１回スポーツ科学委員会 総会
７月３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［塩野］）
７月１２日 木 さいたま共済 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 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１９日 木 さいたま共済 第２回アンチ・ドーピング小委員会
８／１７～１９ 埼玉県下 第６２回国体関東ブロック大会
８月３１日 金 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［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６日 木 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１８日 火 埼玉会館小ホール アンチ・ドーピング教育・啓発研修（秋田国体結団式［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２８日 金 秋田市 ドクターズ・ミーティング
９／２９～１０／９ 秋田県下 第６２回秋田国体≪小林・立花・関 他１２競技１３帯同医・トレーナー≫
１０月２８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）
１０月３０日 火 さいたま共済 第２回科学専門部会
１１月１日 木 さいたま共済 第２回医学専門部会
１１月２７日 火 さいたま共済 第２回コーチング部会
１２月６日 火 さいたま共済 委員長・３専門部正副部会長会議
１２月１５日 土 大東文化大学 VICTORY SUMMIT in 埼玉（室伏重信・坂本静男）
１２月１６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）
２００８年

１月７日 月 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
１月１４日 祝 県立スポーツ研修C アーチェリー競技（MC・体力測定・スポーツ心理・スポーツ栄養）
１月１８日 金 自治会館 第３回選手強化対策委員会
１月２０日 日 ソニックシティ コーチングセミナー（野球：杉本泰彦・玉井）
１月２１日 月 さいたま共済 医・ト・競合同研修会 運営委員会
１／２６～３０ 長野県下 第６３回スケート国体≪岡田≫
１／２８～２／１ 長野県下 第６３回アイスホッケー国体≪立花≫
２月２・３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：水泳戸川氏：青葉／パネル：総合型：宮内）
２月１４日 木 さいたま共済 第３回医学専門部会
２月１９日 火 さいたま共済 第３回科学専門部会
２月１９～２２ 長野県下 第６３回スキー国体≪萎沢≫
２月２６日 火 さいたま共済 第３回コーチング部会
２月２８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
３月６日 木 さいたま共済 第２回スポーツ科学委員会
３月１３日 木 さいたま共済 第３回アンチ・ドーピング小委員会
３月１７日 月 さいたま共済 スポーツ科学委員会ホームページ小委員会
３月８日 土 日体協 スポーツドクター協議会≪矢地≫
３月２７日 木 さいたま共済 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１５日 火 さいたま共済会館 ２０周年記念事業第１回準備委員会
４月１７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１２日 月 さいたま共済会館 ２０周年記念事業第２回準備委員会
５月１３日 火 自治会館４Fホール 第１回選手強化対策委員会
５月１５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２０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）
５月２２日 木 さいたま共済会館 第１回医学専門部会
５月２９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８日 日 浦和東武ホテル ２０周年記念祝賀会（総会）

６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２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）
７月１０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９日 水 埼玉スーパーアリーナ インターハイ結団式・開会式リハーサル
８／１５～１７ 山梨県下 第６３回国体関東ブロック大会（中心会期）
８月２９日 金 自治会館４Fホール 第２回選手強化委員会・第６３回国体選手選考会議・監督会議（アンチドーピング講習）
８月２９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
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月中旬 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
９月１７日 水 埼玉会館小ホール 第６３回国民体育大会結団式・壮行会（アンチドーピング講習）
９月１７日 水 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
９月２６日 金 大分県下 ドクターズ・ミーティング
９月２７日 土 大分県下 第６３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７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
１２月初旬 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２１日 日 県立スポーツ研修C 体操：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
１月１６日 金 さいたま共済会館 第３回選手強化対策委員会
１月１８日 日 県立スポーツ研修C アーチェリー：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
１月下旬 青森県下 第６４回国体冬季スケート・アイスホッケー競技会（帯同）
２月７・８日 土日 国立女性教育会館 平成２０年度埼玉県スポーツ指導者研修会（講演会・パネル）
２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
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
２月中旬 新潟県下 第６４回国体冬季スキー競技会（帯同）
３月８日 日 県立スポーツ研修C バスケット：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
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
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２０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：・体操（３年目）・アーチェリー（２年目）・バスケット（新規競技）
★コーチングセミナー
★ホームページ小委員会・メディカルチェック小委員会
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（財）埼玉県体育協会スポーツ科学委員会の平成１９年度活動について

埼玉県体育協会スポーツ科学委員会 宮内 孝知

私が委員長をお引き受けして２年目となった平成

１９年度の（財）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、コーチング専門部会それぞれが、例年同

様に活発な活動を展開した、と言えるが、計画を粛々

と実施する一方、結果として新たな事業展開がなさ

れなかったとも総括できよう。

それぞれの専門部会の活動は各専門部会長の報告

に委ねることにし、ここでは科学委員会全体の活動

報告をさせていただく。

新体制となって２年目を迎えた本委員会の活動は、

例年通り４月の委員長・３専門部会正副委員長会議

において、本年度の活動テーマを前年に引き続き『選

手強化・生涯スポーツの振興』とすることにし、そ

れに沿った各専門部会の活動方針を検討することか

らスタートした。ここでは、その活動方針にしたが

い、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、６月の第１回科学委員会

総会に諮ることにした。それに合わせ、総会までに

各専門部会は部会を開催し、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

を確認した。

総会の決定として、会議は、科学委員会では、委

員会及び総会、委員長・３専門部正副委員長会議を

それぞれ年２回、各専門部会は年２～３回の部会、

更に選手強化対策委員会、スポーツドクター小委員

会、アンチ・ドーピング小委員会等の開催が決定さ

れた。また、アンチ・ドーピング教育・啓発講習会、

顧問医・トレーナー・競技団体合同研修会等の開催

が年次事業として盛り込まれた。

科学部会は選手強化の一環としての体力測定、栄

養指導、心理サポート活動が中心的に展開された。

医学専門部会は上述の各小委員会やその主催による

研修会・講習会が開催され、また、国民体育大会へ

のドクターの帯同等積極的な活動がなされた。コー

チング部会はコーチングセミナーの開催、指導者研

修会の開催等の活動が主なものとしてあげられる。

個人情報の取り扱い、研究倫理（特に侵襲性のあ

る実験、検査、調査等に関する）の確立については、

１８年度から引き続いて検討され、県体育協会理事会

においてもご議論いただき、委員長、３専門部正副

委員長で構成する「研究倫理委員会」を立ち上げ、

国体選手の体力測定等の倫理判断をし、県体育協会

に報告した。このことは更に２０年度にも申し送りし、

検討を進めることにした。

平成１８年度の反省として、科学委員会のテーマの

一つである『生涯スポーツの振興』についての活動

が少なかったことが挙げられるが、平成１９年度もこ

れに関しては改善されたとは言えない状況にある。

平成１９年度も２月に開催された「埼玉県スポーツ指

導者講習会」時のパネルディスカッション（テーマ：

「総合型地域スポーツクラブ」の４年目）が唯一の

活動であったと言わざるを得ない。科学委員会とし

て『選手強化』は当然のことながら、この生涯スポ

ーツの振興についても、科学委員会として積極的に

取り組まねばならにことは言うまでもない。

他にも、「ホームページの活用」、それと関わる

「科学委員会の広報」等、残された課題が多く見受

けられる。これらを平成２０年度の活動課題としたい。

平成１９年度も、科学委員会委員、専門部会委員長

をはじめとする部会員の絶大なるご指導・ご協力の

お陰で、例年に劣らぬ活動が展開されたことを共に

喜び、感謝し、２０年度のさらなる発展を期したい。
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平成１９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

平成１９年４月からは新しい専門部会員が加わり，

大きく若返った部会としてスタートした。本年度は

スポーツ科学委員会が発足して２０年目に当たり，発

足当初から本専門部会に席をおく私は，あれから２０

歳年をとってしまったわけである。

当初サッカー選手たちを対象として始まった体力

測定は，本年度はソフトテニス，体操，アーチェリ

ーの３種目について行い，この２０年間で１２競技種目

延べ１０００人余りを測定してきたことになる。結果の

概要は毎年この報告書に掲載してきたが，選手育成

のための参考になっていれば幸いである。

始めは体力学的見地からのみ測定と評価を実施し

たが，そこに栄養調査を加え，さらには心理学的ア

プローチも加えて，現在ではトータル・サポートと

して選手の競技力向上に貢献している。多くの競技

団体にスポーツ科学専門部会のサポートを利用して

いただきたい。

測定に当たっては，本年度から倫理委員会を立ち

上げ，選手に対してこれまで以上に細かい配慮をす

ることとなった。測定の詳しい説明はもちろんのこ

と，選手本人および保護者からの同意書を提出して

いただき，要望があればそれに沿うように測定・調

査を進めていくようになった。

本年度はスポーツ科学委員会のホームページが立

ち上がり，ようやくスポーツ科学専門部会の紹介を

インターネットでできるようになった。しかし，内

容的には多くの改善を必要とし，これから少しずつ

更新を重ねて生きたい。埼玉県のスポーツ選手，ス

ポーツ指導者だけでなく，一般の方々にもスポーツ

科学の情報を発信していきたい。

平成１６年度からスポーツ科学委員会のテーマに

「生涯スポーツの推進」が加わり一般の方々に対す

る事業も計画する必要が出てきた。体力測定や栄養

指導等の具体的な事業はまだ行っていないが，ホー

ムページを使った情報発信を皮切りに，具体的な事

業に発展させていきたい。

「選手強化」と「生涯スポーツの推進」がスポー

ツ科学委員会の２大テーマであるが，スポーツ科学

専門部会ではこれからもこれらのテーマに関する事

業をスムーズに遂行できるよう貢献していきたい。
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平成１９年度医学専門部会報告

医学専門部会 小林 正幸

平成１９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 に

まとめることができる。

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は年々そ

の検体数が増加してきた。昨年度の兵庫国体から、

各県体育協会で推薦した選手の競技会外検査が導入

された。今年度も選手、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、本県から選

出された競技外検査対象となる５名の選手には、こ

れとは別の機会を設け、指導者と共にドーピング検

査について具体的に検査の方法や注意点などについ

て説明した

ちなみに、本県では競技会外検査対象者５名のう

ち１名が、更には競技会検査で９名、合計１０名がド

ーピング検査を受けたがもちろん全員結果「陰性」

であった。

また、ドーピング禁止薬に関する問合は、本県で

開催された５９国体の年度では１００件、薬剤数も１８４剤

であったが、翌年からは件数も一桁、薬剤数も３０件

ほどとなっていた。昨年まではその中に禁止薬物も

わずかながら含まれていたが、今年度は全く禁止薬

物は含まれていなかった。

２）トレーナー小委員会活動

昨年溝口委員が中心となって規定が施行された。

平成２０年２月の顧問医・トレーナー・競技団体合同

研修会では、平成２０年１月の箱根駅伝での途中棄権

チームが３大学に及んだことから、関東学連会長で

もある本県スポーツ科学委員会副委員長の青葉昌幸

氏の講演とドクター、トレーナーの立場で鶴岡明氏

と畑中仁堂氏からの話があり、出席者にとって非常

に得るものが多い研修会となった。

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６２回秋田国体は昨年から夏季・秋季大

会が一つにまとめられたため、本年度も１１日間の会

期を３分割して３人の医師が本部に帯同した。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

が多く帯同した。会期中は本部に情報が集中するよ

うなシステムをとっており、そのシステムが十分活

かされたと思われた。

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２人が出席した。前年開催の兵庫県から救護実

績の報告、秋田県からは今国体の体制の紹介があっ

た。その後レクチャーはアンチ・ドーピングに関す

るものであった。

４）メディカルチェック小委員会の活動

今年度は小委員会の活動も体協本部としては期待

までは届かなかったようだ。しかし今年も水泳競技

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。

５）その他

本年度は科学部会と共に県内有力選手の「メディ

カル・フィットネステスト、栄養調査」に向けての

審査要綱などを決めた。

医学専門部会は科学専門部会、コーチング専門部

会との協力の下に、本年度も事業計画を積極的に行

なうことが出来たと思います。委員の皆様一年間ご

苦労様でした。そして次年度もどうぞ宜しくお願い

します。
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平成１９年度コーチング専門部会活動報告

青葉 昌幸

埼玉県体育協会スポーツ科学委員会は、昨年１２月

（２００７年）創立２０周年を迎えることができました。

設立当初のコーチング専門部会メンバーは、部会長

戸苅（東京大）部会員松尾（埼玉大）、青葉（大東

大）、青木（熊谷女高）、田中（大宮高）、山本（上

尾教委）、久保（浦和高）、福島（大宮東）でスター

トし、今日まで多少、部会員の移動もありましたが、

関係各位のご支援、ご指導、ご協力をいただき２０年

間。コーチング部の大きな目的である「選手強化」

にいろいろの形で取り組んできたが、特に設立後２０

回の国民体育大会、総合成績（天皇杯）を振り返え

ると、その内容は素晴しいもので、スポーツ大県、

埼玉に少なからず協力出来たことは、私達にとって

も貴重な体験でした。

今後のスポーツ科学委員会は、２０年前と大きく変

わっている、スポーツの地方主義、地域主義、総合

型地域スポーツクラブの活動など、今考えなければ

ならないのは、競技スポーツのサポートだけでなく、

今日の体育スポーツとして考えていかなければいけ

ないと考える。

最後になりましたが、平成１９年度コーチング部会

事業活動は、例年と同じように年３回の専門部会で

各事業について協議、検討し主に３事業について実

施した。

２００７ ビクトリーサミット in 埼玉

１９年１２月１５日（土）会場、大東文化大学（記念講

堂）

特に本年は長年の思い、念願の室伏重信氏（中京

大学教授）に「人の可能性について」……スポーツ

指導者の立場から……の講話をいただいた。

第１５回コーチングセミナー

２０年１月２０日（日）、大宮ソニックシティ（４０１市

民ホール）

埼玉県野球連盟の協力をいただき本年は、野球競

技を対象として、杉本康彦氏（（財）日本オリンピッ

ク委員会野球専任コーチ）に「指導者としてどうあ

るべきか」といった演題でお話しをいただいた。

埼玉県スポーツ指導者研修会

２０年２月２日（土）・３日（日）（国立女性教育

会館）

県体協スポーツ科学委員会講演会

「トップアスリートへの道」

戸川晴夫氏（埼玉県水泳連盟強化委員長）に水泳

界の国・県レベルの動向について講話をいただいた。
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アンチ・ドーピング小委員会報告

委員長 小林 正幸

１ 事業実施報告

� 施日

平成１９年４月１日 ～ 平成２０年３月３１日

� 実施内容

イ アンチ・ドーピング小委員会開催

（５／１０，７／１９，３／１３・・年３回）

ロ 選手・監督等の教育・啓発

ａコーチ研修会での啓発講習 ⇒塩野 潔

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 ⇒大山 昭・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 ⇒大山 昭・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 ⇒浅見孝雄・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 ⇒浅見孝雄・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 さいたま共済会館

ｄ さいたま共済会館

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。またアンチ・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

すると共に指導者、選手自身への問題提起も

行なった。今年度の国体でも、競技会外検査

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１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９名が検査対象と

なったが全員陰性で県選手団からは今年度も

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・コントロールについて話をしたい

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）

－ 7 －



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１９年度の活動において、７月３日のコーチ研

修会でアンケート調査を行ったところ医療スタッフ

希望団体が１８団体あり、顧問医が必要であると返答

があったのが１６団体、トレーナーの必要性を認める

と返答があったのが２０団体ありました。今後、顧問

医と競技団体関係者の出会いの場を体協が中心とな

り設けることが必要であると再認識しました。

また顧問医に対して担当競技の見直しを行うため

にアンケート調査を行う予定となりました。

本年度より登録トレーナー規程が施行されること

になり、すでに競技団体に入って活動しているトレ

ーナーに対しても出来るだけトレーナー小委員会に

入会してもらい、研修会にも出席してもらうよう働

きかけをしていくことになりました。

第１回顧問医・トレーナー・競技団体合同研修会

は９月６日台風の中、共済会館で行われました。講

演は「世界陸上を終えて」という演題で埼玉栄高校、

平成国際大学陸上部監督の清田浩伸先生にお話をい

ただきました。その後トレーナーの安藤心兵先生、

高橋萌木子選手と共にディスカッションが行われま

した。

競技団体関係者の出席は少なかったのですが、台

風にもかかわらず、ドクター、トレーナーは多数参

加しており、今までになく会場からの質問、意見が

多く活発な研修会でした。

今回の世界陸上大会では日本人で足をつる選手が

多くみられ、現場のコーチからのドクター、トレー

ナーに対する必要性が問われた大会だったようです。

陸上競技に帯同したドクターは大会前に選手がドク

ターのもとに顔を出してもらえたらと言っていたそ

うですが、むしろドクターからの歩みよりが必要だ

ったのではないかと思いました。大切なことは競技

団体の現場を良くしようとするドクター、トレーナ

ーの姿勢だと思いました。

第２回顧問医・トレーナー・競技団体合同研修会

は２月２８日共済会館で行われました。「箱根駅伝で

のドクター、トレーナー活動の状況について」とい

う演題でスポーツ科学委員会副委員長の青葉昌幸先

生にお話をいただきました。第８４回箱根駅伝では順

天堂大学、東海大学、大東文化大学の３チームが途

中棄権となり、監督が選手のコンディションの把握

が充分できていなかったという反省点があると指摘

がありました。トレーナーやドクターの医療スタッ

フが選手の体調管理を行い、監督にアドバイスする

ような対策が良いとのお話しもありました。

また今回までの途中棄権した例には脱水や疲労骨

折などがあり、今回は１５km地点での水分補給を可

としており、箱根の山登りでは２回の給水を行うこ

とを可としたそうです。

青葉先生の講演後、埼玉県サッカー協会医事委員

会の鶴岡明先生より水分補給についての話がありま

した。運動時の体温維持のための水分の必要性、体

重の３％の発汗が起こると運動能力が落ちることか

ら運動前に水分を摂取することの必要性を話してい

ただきました。

次に埼玉県バレーボール協会のトレーナーの畑中

仁堂先生よりバレーボールにおける現場における水

分摂取のしかたについての話もありました。

第２回の合同研修会は競技団体の役員の方の出席

者も多く、３名の先生の講演後も会場からの質疑が

活発に行われました。

今後、この合同研修会はトレーナー研修の単位制

度にも加わり益々盛んになっていくと思いますが、

出席者に対して興味のある演題やより深い知識を与

え、各競技団体に還元できる研修会にしていきたい

と思っています。

－ 8 －



平成１９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

今年度の測定対象者はソフトテニス選手（男子６

名，女子７名）、体操競技選手（男子１６名）および、

アーチェリー選手（男子６名，女子４名）であった。

検査日はソフトテニスが２００７年１０月２８日、体操競技

が２００７年１２月１６日、アーチェリーが２００８年１月１４日

であった。検査結果の概略は以下の通りであった。

内科 検査項目

１．尿検査

蛋白、糖、ウロビリノゲン、潜血

２．血液検査

赤血球、白血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、

血小板、総蛋白、アルブミン、GOT、GPT、γ-GPT、

ALP、LDH、CPK、総コレステロール、中性脂肪、

血糖、HbAlc、尿酸、尿素窒素、クレアチニン、Na、

K、Cl、Ca、Fe、Pi、TIBC、フェリチン、RF因子

３．胸部 X線像

４．安静時心電図

５．運動負荷試験

整形外科

選手の中に、柔軟性に欠け

る者が見受けられたが（体操

競技選手に柔軟性に欠ける者

はなし）、総合判定では、体

操選手の以前の怪我以外はす

べて正常範囲であった。
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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 ％

ソフトテニス男子 ６ １８．１１７０．６ ５８．９ ２５．６ ２３．８ ２５．７ ２４．９ ５１．１ ５０．８ ３５．３ ３５．３ ７２．６ １３．３

ソフトテニス女子 ７ １８．１１６１．４ ５６．１ ２３．８ ２２．５ ２５．９ ２５．４ ５２．５ ５２．２ ３６．３ ３６．０ ６８．１ ２０．９

体操競技男子 １６ １６．４１６４．９ ５８．９ ２６．９ ２６．５ ２９．１ ２８．５ ５１．０ ５０．９ ３５．９ ３６．０ ６９．９ ９．７

アーチェリー男子 ６ １６．２１６７．０ ６１．１ ２５．３ ２４．８ ２６．０ ２５．３ ５３．０ ５２．５ ３６．９ ３６．８ ７３．７ １４．９

アーチェリー女子 ４ １６．１１６０．４ ６０．０ ２４．１ ２３．７ ２７．２ ２６．７ ５５．０ ５４．６ ３５．９ ３６．２ ７６．９ ２３．９

種 目

人数 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

右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左

Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm

ソフトテニス男子 ６ １６４ １６１ ８５ ８４ １１７ １１４ ６６ ６５ ９２ ８８ ６４ ６１

ソフトテニス女子 ７ １１９ １１８ ６２ ５７ ７９ ８１ ４８ ４８ ５９ ６１ ３７ ３８

体操競技男子 １６ １７７ １７５ ９２ ８３ １２８ １２９ ７７ ７３ ９９ １０２ ６５ ６２

アーチェリー男子 ６ １４３ １２９ ７２ ６３ １０８ ９７ ６３ ５５ ８５ ８３ ５３ ５０

アーチェリー女子 ４ １２９ １３０ ５３ ５４ ８３ ８７ ４０ ４１ ６２ ６７ ３６ ３１

測定にはBiodex System ３を用いた

種 目
人数 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

ソフトテニス男子 ６ ５６．６ ８９９ ３５．４ ３７．５ ４５．６ ３０５．７

ソフトテニス女子 ７ ４８．０ ６２０ ２３．９ ２５．０ ４９．６ ３１７．３

体操競技男子 １６ ６０．５ ７６９ ３６．２ ３８．２ ６２．６ ３３７．２

アーチェリー男子 ６ ５３．１ ７７４ ２９．４ ３２．６ ３９．６ ３６５．５

アーチェリー女子 ４ ４１．６ ５３６ ２２．１ ２３．８ ４２．７ ４０７．８

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１～３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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表１に形態測定平均値を示した。３つの競技を比

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。女子選手におい

て、体脂肪率が高めであることが少し気になった。

ソフトテニスでは、前腕囲に左右差が見られた。右

利きの選手が多いことも反映し、右の前腕囲が太い

傾向にあった。また、アーチェリー選手でも若干そ

の傾向が見られた。

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。

ソフトテニス男子 ソフトテニス女子

アーチェリー男子 アーチェリー女子
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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。

６つの体力要素は、瞬発力がCMJ の値、柔軟性

が長座体前屈、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

脚の伸展力とした。

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して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、３種目の競技選手の男女別平均値

をレーダーチャートに示した。今回測定したソフト

テニス選手では、スポーツ選手の平均的な体力特性

を示していた。昨年優れていた持久力は、平均的な

値になったが、敏捷性と無酸素パワーに若干の伸び

が見られた。

体操競技では、柔軟性が優れており、今年も体操

競技の特性をよく表した結果が得られた。昨年に比

較し、スタミナが大きく伸びていた。敏捷性が昨年

より下がった印象があるが、メンバーの入れ替わり

により半数以上が初めての測定であったことが関係

しているかも知れない。

本年度より、初めて測定を行ったアーチェリーで

は、今回の選手では、他のスポーツ選手の体力レベ

ルと比較すると全般に低い値であった。筋力やパワ

ーが高いことが必ずしも成績に反映しないことが予

想できる競技であるからかもしれない。敏捷性が低

いことが競技特性を反映する「落ち着き」と関連す

る結果なのかもしれない。

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昨

年同様大きな問題点で有ると感じた。ソフトテニス

や体操競技では、昨年劣っていた項目に改善が見ら

れたことは、この測定の意義を感じるものである。

選手・指導者に対する迅速かつ丁寧なフィードバッ

クの機会があれば、この測定の効果がより大きくな

るのかもしれない。

玉木啓一

体操競技男子
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平成１９年度スポーツ心理サポート報告書

心理担当：須田 和也

１．ソフトテニス競技

埼玉県高校生のソフトテニス選手のサポートは、

H１９年度で３年目である。ソフトテニスの試合では

試合の流れや外部環境などの影響による、感情の変

化に伴うパフォーマンスの低下が想定される。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、

リラクセーションスキルに焦点を絞り「ソフトテニ

ス選手のメンタルマネジメント～リラクセーション

スキル～」の講習会を実施した。以下に概要を示す。

１）日程：平成１９年１０月２８日（日）

２）対象：埼玉県A高校ソフトテニス選手１３名、

各高校指導者３名

３）会場：埼玉県立スポーツ研修センター研修室

（上尾市）

４）講習時間：６０分

５）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）ソフトテニスの試合中の心理状態の特徴

（２）ソフトテニスの試合中の心理状態の変化の伴

う身体の変化

（３）リラクセーションの必要性とその方法（セル

フマッサージ、筋弛緩法、呼吸法、自律訓練法、

その他の方法）

（４）リラクセーションを実施する場所と時間の工

夫

講習会はリラクセーションに関する理論について

理解、その後講義に実技を交えて実施した。

試合状況は時間的に、あるいは場所的に外部環境

の統制を受けやすい。つまり、自分のペースで試合

を進行させることは困難な状況である。したがって、

そのような変化にとんだ流れの中で、「いかに自分

の時間」を作り、リラクセーション技法を行うかが

ポイントとなる。参加の選手には、実際の試合状況

を想定させ、リラクセーション実施可能な「場所」、

「姿勢（立位あるいは座位）」、「時間（何をどれく

らい実施するか）」をシュミレーションさせ、その制

約の中で実際にリラクセーションの技法を実施させ

た。

２．体操競技

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、いかに自分のもって

いるものを表現でき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。

今年度はメンタルトレーニングの基礎技法として

位置づけられるリラクセーション技法をテーマに、

「体操競技選手のメンタルマネジメント～リラクセ

ーションスキル～」講習会を実施した。以下に概要

を示す。

１）日程：平成１９年１２月１６日

２）会場：埼玉県立スポーツ研修センター研修室

（上尾市）

３）講習時間：９０分

４）対象：埼玉県O高校の体操競技選手７名

５）講習内容：メンタルトレーニングにおけるリラ

クセーションの基本的な理論と技法はどの競技種

目でも同様である。講習会の流れは、平成１９年１０

月２８日（日）に実施された「ソフトテニス選手の

メンタルマネジメント～リラクセーションスキル

～」とほぼ同様である。ただし、今回は個人種目

としての体操競技の種目特性を踏まえた講習会を、

パワーポイントを使用して行った。

（１）体操競技の試合中の心理状態の特徴

（２）体操競技の試合中の心理状態の変化の伴う身

体の変化

（３）リラクセーションの必要性とその方法（セル

フマッサージ、筋弛緩法、呼吸法、自律訓練法、
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男（n＝８） 女（n＝４）
平均 S.D. ５段階評価 平均 S.D. ５段階評価

競技意欲 ５３．６ ９．９０ ２ ５３．８ ８．０６ ２
精神の安定・集中 ３８．９ １２．０４ ２ ４８．３ ２．５０ ４
自信 ２０．３ ５．２３ ２ １９．５ ４．１２ ２
作戦能力 ２１．３ ６．５８ ２ ２０．５ ５．８０ ３
協調性 １５．３ ２．７６ ２ １７．０ １．４１ ３
総合得点 １４９．３ ２５．６９ ２ １５９．０ １２．１４ ３

表１．アーチェリー選手の心理的競技能力

５段階評価：１＝かなり低い、２＝やや低い、３＝もう少し、４＝やや優れている、５＝非常に優れている

その他の方法）

（４）リラクセーションを実施する場所と時間の工

夫

３．アーチェリー競技

平成１９年度より新たにアーチェリー競技がサポー

ト対象となった。アーチェリー競技の試合は運動強

度が比較的低く、心理的な要素がパフォーマンスに

及ぼす影響は大きいと考えられる。サポート内容は

心理テストの実施とフィードバック、及び心理テス

トに基づいたメンタルトレーニングの講習会であっ

た。

１）心理テストの実施と結果

練習や試合などの競技場面の精神的な競技力に関

してはDIPCAを、競技生活を含む日常の行動様式

を決定する心理面の推定尺度として東大式エゴグラ

ムを実施した。

（１）心理テスト

DIPCA：心理的競技能力診断検査

競技意欲（忍耐力、闘争心、自己実現意欲、勝利

意欲）、精神の安定・集中（自己コントロール能力、

リラックス能力、集中力）、自信（自信、決断力）、

作戦能力（予測力、判断力）、協調性（協調性）の

４スケール（１２サブスケール）を持つ。

東大式エゴグラム

人は受けてきた教育や経験が異なり、それによっ

て自我が形成される。したがって同じ場面でも、異

なる認識や反応をすることが予想される。エゴグラ

ムは交流分析に理論背景を持ち、おもに他人との関

わりの中における自我特性を測定し行動様式を推定

するものである。以下の５つのスケールを持ってい

る。

CP（Critical Parent）＝自他への厳しさ、正義感、

理想の高さ、融通の利かなさ、他者批判性、NP

（Nurturing Parent）＝他者への思いやり、やさし

さ、おせっかい、A（Adult）＝冷静に分析する理知

的な側面、現実認識能力、FC（Free Child）＝自由

奔放さ、天真爛漫さ、無邪気さ、幼さ、AC（Adapted

Child）＝順応性、いい子でいようとする程度、ス

トレスの感じやすさの５スケールである。

（２）測定対象と方法

測定対象は埼玉県内のM公立高校と私立K高校

を対象とした。両校ともにアーチェリー部監督に心

理テストを郵送し、各高校で測定を実施してもらい

県体育協会へ返送してもらった。

（３）心理テストの結果と心理的なトレーニング課

題

表１に男女別にDIPCAの５スケールの平均と標

準偏差を示す。

男子は全てが「やや低い」という評価であった。

女子は競技意欲と自信が「やや低い」、作戦能力と

協調性が「もう少し」、精神の安定・集中が「やや

優れている」という結果であった。総合評価として

は男子が「やや低い」、女子は「もう少し」という

結果であった。

今回測定対象者には高校からアーチェリーを始め

た選手が多く含まれている。また試合経験が少ない

（アーチェリーの競技暦が半年の選手も含まれる）

ことが考えられる。ある程度競技経験を積むことに
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より全体的な向上が見られると思われる。

しかし、練習や試合経験だけでなくそれらを補足

し、短期的な向上を期待するには、心理的なスキル

の獲得が必要といえる。競技意欲を高めるためには、

具体的な目標設定（勝敗や順位などの結果の目標と、

「今、ここで何をすべきか」といったプレーの目標

の区別と設定）、精神の集中・安定を高めるための

呼吸法、筋弛緩法、自律訓練法などのリラクセーシ

ョントレーニングが必要といえる。特に男子は精神

の安定・集中が女子より低いことから、リラクセー

ショントレーニングが早急の課題となった。

２）心理テストの結果のフィードバック

（個別セッションの実施）

事前に高校監督を通じて必要項目の記入を済ませ

てある心理テスト（心理的競技能力診断検査および

東大式エゴグラム）を用いて、競技場面（試合や練

習）での心理的課題の明確化を主な目的とし、個別

セッションを実施した。選手は高校生ということも

あり、競技力向上や競技力発揮を目的とし、DIPCA

および東大式エゴグラムの測定結果を用いて、両者

の関連性も含み、総合的に選手の競技に関わる心理

特性についての気づきを深めることを目的とした。

以下に概要を示す。

（１）日程：平成１９年１１月４日（日）

（２）対象：埼玉県M高校アーチェリー部部員

５名

（３）場所：共栄大学（須田個人研究室）

（４）時間：１０：００から昼食時間をはさみ、１名６０

分の面接（面接記録の作成時間を含む）を計５

回実施した。

（５）セッション資料（採点済DIPCAと東大式エ

ゴグラム）

（６）面接による所見とフィードバック

各選手個別に東大式エゴグラムとDIPCAによる

心理特性を解説し、監督へは選手別に書面にて以下

のようなフィードバック用文書を作成郵送した。以

下心理テストと面接に基づいたフィードバック文書

の１事例を記載する。

H選手 男

DIPCA：全体的に低得点であるが、精神の安定

集中が中程度であるのが特徴。精神の安定・集中が

高いとはいえないが、他の尺度より高いのが特徴で

あるので、ここをベースにて他の尺度を引き上げて

いくことが可能。「自分は落ち着いて出来る」とい

うことが心の支えとなり、自信が伸場していくこと

が可能。その結果競技の面白さや、深さを知ること

が出来るようになり、競技意欲の向上につなぐこと

が出来ると思われる。

東大式エゴグラム：CPが低く、ACが高いこと

から、あまり我は強くなく、他人のいうことに対し

ては素直に聞き入れる傾向がある。したがって、い

われたことは淡々とこなすが、自分で目標を設定し

たり、自分で考えて行動することは得意としない。

普段は他者とのトラブルはあまり起こさないタイプ

と思われる。よく言えばいい子で、裏返すとあまり

個性が無い。自己主張はあまりせず、素直な分、ス

トレスを内部に抱え込むことが予想される。

Aが高いことから、現実認識力もあり、理屈で行

動することも出来る。したがって、自分の持ってい

る実力も理解できる。目標を明確に提示してあげる

と意欲の向上やパフォーマンスが伸びることが予想

される。また、一定のクラブ内での仕事や役割がこ

なせるようになると（自分の責任で考える機会が増

えてくると）良い意味で自己主張が出来るようにな

ると思われる。

３）講習会形式のサポート

（１）日程：平成２０年１月１４日（日）

（２）対象：埼玉県M高校アーチェリー選手１３名

（３）会場：埼玉県立スポーツ研修センター研修室

（上尾市）

（４）講習時間：６０分

（５）講習内容：講習会の流れは、基本的に平成１９

年１０月２８日（日）に実施された「ソフトテニス

選手のメンタルマネジメント～リラクセーショ

ンスキル～」とほぼ同様である。メンタルトレ

ーニングにおけるリラクセーションの基本的な
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理論と技法はどの競技種目でも同様である。講

習会では個人種目としてのアーチェリー競技の

種目特性、及び平成１９年１１月４日（日）の個別

セッションを踏まえ、心理特性からみたあがり

やすさの理論を展開し、その後リラクセーショ

ンスキルの理解と実技体験を行う「アーチェリ

ー競技選手のメンタルマネジメント～リラクセ

ーション～」の講習会を行った。

１）DIPCA（心理的競技能力診断検査）と東大式

エゴグラムからみた「あがりやすい」選手

２）アーチェリー競技の試合中の心理状態の特徴

３）アーチェリー競技の試合中の心理状態の変化の

伴う身体の変化

４）リラクセーションの必要性とその方法（セルフ

マッサージ、筋弛緩法、呼吸法、自律訓練法、そ

の他の方法）

５）リラクセーションを実施する場所と時間の工夫
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平成１９年度 栄養調査報告

栄養担当 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、平成１８年度と同様、ライフスタイルと食生活

に関するアンケート、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、ソフトテニス選手（男子５名、女子５名）、

器械体操選手（男子１６名）、アーチェリー選手（男

子５名、女子４名）である。調査の依頼は、各競技

別のメディカルチェ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、ソフトテニスは、平成１９年１０月２９

日～１１月４日、器械体操は、平成１９年１２月１７日～２３

日、アーチェリーは、平成２０年１月１５日～２１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、ソフトテニス２５２７kcal（２１４７

～３２７１kcal）、器械体操３５１７kcal（２４３１～５１１３kcal）、

アーチェリー２５２２kcal（１９４２～２８１２kcal）だった。

平成１７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２４５２kcal であり、

ソフトテニス、アーチェリーは、同年代男子とほぼ

同様の値となった。

女子選手のエネルギー摂取量は、ソフトテニス

１９７８kcal（１７４８～２３５２kcal）、アーチェリー１９５７kcal

（１４０５～２９０７kcal）だった。平成１７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１９１６kcal であり、ソフトテニス、アー

チェリーとも、同年代女子とほぼ同じ値を示した。

たんぱく質、脂質、炭水化物エネルギー比率では、

女子の２競技で脂質エネルギー比率が３０％を大きく

上回り高い結果となった。

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。カルシウム摂取量では、男子で、ソフトテニス

４５６mg、器械体操８１６mg、アーチェリー５２２mgであ

り、ソフトテニス、アーチェリーで低い摂取量だっ

た。

女子では、ソフトテニス３９２mg、アーチェリー５１９

mgであり、男子と同様に女子においても２競技の

カルシウム摂取量が低かった。

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１１００mg、８５０mg

とし、目標量を８５０mg、６５０mg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１０００mg程度とされている。

今回の対象競技全てカルシウム摂取量の不足が考え

られる。なかでも器戒体操を除く男女２競技で、３００

～５００mg台と一般男子及び女子の場合でも、不足

の傾向である。成長期にある生徒として健康の維持

・増進のために十分な摂取が必要といえる。

鉄の摂取量では、男子で、ソフトテニス７．３mg、

器械体操１０．６mg、アーチェリー８．９mgであり、カ

ルシウムと同様、器械体操他の２競技で低い摂取量

だった。女子では、ソフトテニス６．９mg、アーチェ

リー６．３mgであり、カルシウムと同様、女子にお
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いても２競技の鉄摂取量が低かった。

日本人の食事摂取基準によると、１５～１７歳の男女

で、鉄推奨量をそれぞれ１０．５mg、１１．０mg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、目安の一例として鉄は１０～１５mg程度とされ

ている。今回の器械体操を除く男女２競技で低い摂

取量となり、なかでも女子は６mg台と低い摂取量

だった。

ビタミン摂取量についてである。ビタミンCで

は、男子で、ソフトテニス８１mg、器戒体操１３２mg、

アーチェリー１０６mgとなった。女子では、ソフト

テニス９４mg、アーチェリー６５mgとなった。

日本人の食事摂取基準によると、１５～１７歳の男女

でビタミンC推奨量は男女とも１００mg、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、すべての競技者

に２００mgの値を設定している。一般生徒で示され

ている１００mgを当面は目指すことが必要だろう。

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。乳類では、

男子でソフトテニス１６９．７g、器戒体操３１５．１g、ア

ーチェリー１５３．９g、女子では、ソフトテニス９７．４g、

アーチェリー１２２．５gと器戒体操を除く男女２競技

とも乳類の低い摂取量を示した。この傾向は、果物

類、野菜類でも同様であった。

４．さいごに

今回対象となった３競技の選手は、成長期にある

競技者であり、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、成長

期にある一般男女としての健康の維持・増進を目指

した食習慣の形成が必要と思われる。

なお、本調査を終えた後、栄養担当では個人別の

結果返却表を作成している。その中には、栄養摂取

量の現状を対象選手にわかり易く工夫して示し、か

つ、基本的な食事の整え方を強調して示している。

さらに、各選手の食事摂取状況の特徴から、簡潔に

選手個別の食事アドバイスを加えている。

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 ％ ％ ％

ソフトテニス １７．６ １７０．９ ５９．６ ２５２７ ８２．８ １．４ ７９．７ ３５７．９ ６．０ １３ ２８ ５７
n＝５ ０．５ ４．７ ２．６ ４４７ １６．４ ０．６ １８．１ ５８．０ ０．９

器械体操 １６．４ １６４．９ ５８．９ ３５１７ １１８．８ ２．１ １１５．８ ４８３．３ ８．４ １３ ３０ ５６
n＝１６ １．０ ４．７ ６．６ ７５７ ２５．４ ０．５ ２５ １５０．８ ３．０

アーチェリー １６．１ １６４．９ ６０．８ ２５２２ ９３．７ １．６ ８９．８ ３２１．８ ５．５ １５ ３２ ５３
n＝５ ０．２ ７．５ １１．３ ３４８ １５．１ ０．４ ２１ ６１．６ ２．０

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
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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 ％ ％ ％

ソフトテニス １７．６ １６１．３ ５５．５ １９７８ ６７．８ １．２ ７４．３ ２５０．９ ４．６ １３ ３３ ５３
n＝５ ０．５ ３．０ ４．３ ２５７ １１．８ ０．３ １９．４ １５．６ ０．６

アーチェリー １６．１ １６０．４ ６０．０ １９５７ ７５．７ １．３ ８７．０ ２０７．４ ３．５ １５ ３９ ４６
n＝８ ０．１ １．１ ６．７ ７１０ ３１．４ ０．６ ３８．３ ５６．１ １．２

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

ソフトテニス ４５６ ７．３ ６０２ ０．５７ ０．２３ ０．６７ ０．２８ ８１
n＝５ ７１ ０．９ ２８１ ０．３２ ０．１４ ０．４８ ０．２１ ４３

器械体操 ８１６ １０．６ ８４４ １．５３ ０．４４ １．９７ ０．５６ １３２
n＝１６ ２４１ ２．９ ４６０ ０．３８ ０．１０ ０．５４ ０．１４ ９１

アーチェリー ５２２ ８．９ ５０１ １．２６ ０．４９ １．４４ ０．５７ １０６
n＝５ ２６５ ０．９ ２１０ ０．４５ ０．１４ ０．３４ ０．１０ ６９

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

ソフトテニス ３９２ ６．９ ４９２ ０．９１ ０．４５ １．１６ ０．５９ ９４
n＝５ １３１ １．３ ２５６ ０．２３ ０．０７ ０．３６ ０．１５ ３９

アーチェリー ５１９ ６．３ ４４０ １．０４ ０．５５ １．１５ ０．５８ ６５
n＝８ ３０１ ２．４ ７０ ０．２５ ０．０７ ０．４４ ０．０９ １３

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

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
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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

ソフトテニス ６５２．７ １６８．３ ４８．３ ３９．４ １０９．２ １１９．４ ３０．５ ９．５ ２７．８ １６９．７ ３０．５ ６７５．３

n＝５ １４２．１ ４９．７ １３．７ ３７．５ ７２．３ ３５．７ １９．０ １９．０ ３４．４ １４０．３ ９．９ ４５２．４

器械体操 ８２５．８ ２６３．７ ６９．１ ４２．７ ８３．４ １８３．４ ３８．９ １０．４ １５６．１ ３１５．１ ２７．８ ３７７．８

n＝１６ ３１８．５ ８２．０ ４１．２ ３７．８ ７１．９ ６６．６ ３４．６ １５．４ １７８．０ １９３．９ ７．５ ２４７．０

アーチェリー ５８５．０ ２３８．８ ５８．８ ６５．２ ７３．８ １３４．３ ９４．４ ４．３ ４７．８ １５３．９ ２５．０ １７７．７

n＝５ １３４．９ ６６．３ ４８．４ ３８．７ ４１．３ ７５．０ １０２．０ ４．４ １０１．５ ２５５．６ １３．８ １３８．８

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

ソフトテニス ３７１．１ １５３．４ ５０．４ ５１．４ ９５．６ １２４．０ ９２．０ １０．２ ７６．７ ９７．４ ２５．１ ３２５．１

n＝５ １２．１ ３９．８ ２２．４ ４４．２ ３８．１ ７３．７ ９２．７ ９．７ ５９．７ ３８．０ １１．７ ２６５．２

アーチェリー ５２５．９ １７４．７ ４３．７ ６４．９ ９４．３ １０７．０ ２０．１ ７．６ １４４．６ １２２．５ ３２．０ １３０．２

n＝８ １２７．６ ５３．４ ４６．３ ４６．５ １６．４ ２９．３ ７．５ ３．２ ９９．２ ２０５．２ ７．２ ３７．５

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

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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第６２回国民体育大会に帯同して

小林 正幸

平成１９年９月２９日から１０月９日まで第６２回国民体

育大会（秋田わか杉国体）が秋田県で開催された。

開会式前日ドクターズミーティングの９月２８日から

１０月２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２８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、大宮駅発１０時２２

分の「こまち１３号」で出発した。宿泊先は駅前のイ

ーホテル秋田。途中から雨模様となり秋田駅に着い

た時は本格的な雨足であった。改札口を出ると地元

の方々が踊りを披露し迎えてくれていた。駅前の美

味しいと聞いていたそば屋が準備中のため、近くの

店で遅い昼食を摂りドクターズミーティングの会場

へ向かった。

午後３時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、秋田国体の医療・救護体制の紹介もあり、開会

式では救護体制は万全であるとのことであった。続

いての「ドーピング防止研修会」では早稲田大学ス

ポーツ科学学術院赤間高雄教授が「医師のための

TUE申請ガイドブック２００７」と題して講演された。

TUEの申請についての説明の後、具体的なの申請

例をあげ医師としてどう対処すべきなどを丁寧に呈

示された。

DMの第一部の最後は「高さへの挑戦」と題し、

能代工業高校バスケットボール部が全国優勝３３回を

達成するまでの力を保持するまでの苦労を、直接指

導した加藤廣志元監督がその経験談を時には笑いを

誘いながら講演された。２００７年８月までに全国優勝

を５７回まで伸ばしているとのことでもあった。

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。いつもながら行進が始まるまでの待

ち時間が長いと感じた。

競技開始日は総務の長谷川氏と鹿角市で行われる

少年男子「卓球」競技の現地応援に出かけた。秋田

を６時３４分初の電車で約３時間かかった。鹿角トレ

ーニングセンターでの少年男子対佐賀県では３―０

で勝利した。秋田へ帰る電車までは十分な時間があ

ることから、前島副団長と柳川総務員が現地応援し

ている少年女子「ソフトテニス」の応援に加わった。

現地に着いたのはちょうど二回戦が始まる直前で対

新潟県を２－１で破った試合の応援が出来た（ちな

みに翌日４位入賞となった）。第一日目は携帯電話

の呼び出し音を聞くことは全くなかった。

二日目は秋田市立体育館での少年男子「新体操」

競技へでかけた。こちらでも体調の不調を訴える選

手がいないとの報告を受けた。昼食を挟んで続いて

県立総合プールでの「水泳」競技に向かった。４００

m個人メドレーでは鮫島渓太君が大会新記録で優

勝した。又、少年女子Aと同 Bそして成年女子と

男子が４００メドレーリレーで決勝進出が決定した。

この日も呼び出し、相談ゼロ。

三日目はタクシーで開会式があった秋田県立中央

公園陸上競技場近くの庭球場まで少年男子「テニ

ス」競技に足立総務、長谷川氏と出かけた。対神奈

川との５～８位決定戦を２－０で勝利し、次の５，６

位決定戦へ進出した。残念ながらこの試合を観ずに

長谷川氏と秋田市内へ戻った。途中、タクシーの運

転手さんお勧めのそば屋「安澄」で昼食を摂り「水

泳」競技の県立総合プールへ向かった。会場では約

２時間、帰埼のため２時過ぎに会場を後にした。今

回の帯同期間中は医師としての仕事は全くなかった。

このまま最後まで医師の仕事が無いことを祈って秋

田を後にした。

以上、帯同した第６２回国民体育大会（秋田県）の

報告とします。
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第６２回国民体育大会帯同記

西大宮病院 関 純

平成１９年９月２９日から１０月９日まで秋田県各地で

『秋田わか杉国体』が行われました。

１０月５日午後外来を早く切り上げ、１８時２２分大宮

駅発の新幹線に乗り込みました。２１時５８分秋田駅に

着き、ホームに出ると冷やりと涼しい風が吹いてお

り北国に来たなという感じになりました。しばらく

すると長谷川総務が迎えに来て下さり、本部宿舎の

イーホテル（旧ワシントンホテル）に直行しチェッ

クインした後、遅い夜食を食べに行きました。

６日朝８時に出発し、タクシーにて北秋田市合川

体育館のフェンシング会場へ向かいました。途中秋

田市の町を見ていると女子高校生のスカートの丈が

超ミニではなく普通の長さであり、がっかりした反

面ちょっとほっとしました。高速道路に乗ると秋田

杉が生えてある山々や田んぼの豊かな田園風景が続

きます。１時間半程で会場に着き、早速フェンシン

グ競技の応援をしました。フルーレ少年男子が７位、

成年男子が５位に入賞しました。

途中休息所へ行くと合川幼稚園児による饅頭と抹

茶サービスがあり、ほのぼのとした感じがしました。

別の休息所ではきりたんぽの無料サービスもあり、

至れり尽くせりのサービスでした。

その後少年少女の草野広美選手が１０日前左第１趾

内損傷を起こし軽度の疼痛が残っているということ

で診察しましたが、競技には差し支えない程度の外

傷であったので心配ないから試合をやってきなさい

と後押しをしました。同日１、２回戦を突破し、翌

日行われた試合で少年少女フルーレは準優勝しまし

た。

また少年少女の西村典子監督が１か月前に左足を

捻挫しまだ痛みが残っているとのことで診察しまし

た。左第４中足骨周囲に腫脹と限局性の圧痛があり、

帰県してから X線でチェックするよう指示しまし

た。

帰りは合川駅より内陸線という一両編成の電車に

乗車しました。電車に乗ると酒の臭いがたち込め、

酒盛りをしているおじいちゃんのグループが２組あ

り、後で話を聞いてみると見知らぬ女性の乗客と一

緒に「津軽海峡冬景色」を歌っていたそうです。こ

の内陸線は角館より鷹巣まで９４．２�を約２時３０分で

結ぶゆるやかな時間の流れを満喫する電車ですが、

赤字路線で経営が大変だそうです。でも地元のほの

ぼのとしたおじいちゃん達のことを思うと絶対に廃

線にしてはいけない路線だと思いました。鷹巣駅か

らは JR特急線で秋田駅まで戻りました。

夕食は地酒とはたはた、比内地鶏などの郷土料理

を食べた後稲庭うどんでしめました。

７日は一日中ボート競技の応援の予定でしたが、

近くにレスリング会場があり、午前中レスリングの

応援をしてからボート会場へ行くことになりました。

横山、長谷川総務と共に五城目体育館に行き、成

年男子のレスリングを応援しました。

８日は夜から大雨が降り始めました。開会式から

ずっと晴れが続いていたそうですが今大会初めての

雨が降りました。この日も応援する競技の変更があ

り、陸上競技より由利本庄市の弓道場へ向かいまし

た。

渡辺総務と共に弓道近的競技の応援をしましたが、

少年男子は１回戦にて敗退、少年女子は８位という

成績でした。弓を打つ場所と的の置いてある場所に

は屋根がありましたが、矢の通り道では雨風が強く、

集中力の差が勝敗を左右する非常にむずかしい競技

だなと感じました。

午前で競技が終了し、秋田駅まで戻り新幹線で帰

県しました。４日間ではありましたが、のどかな、

ほのぼのとした昔の臭いがした心暖たかな感じのし

た秋田わか杉国体でした。
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第６２回国民体育大会秋田わか杉国体に帯同して

立花 陽明

平成１９年１０月２日から５日まで、第６２回国民体育

大会秋田わか杉国体に帯同したので報告する。

初日は、午後の外来終了後に出発したので、ホテ

ルに到着したのは２２時過ぎとなり、翌日の激励に備

え早めに就寝した。

２日目は相撲の激励に出掛けた。これまでに相撲

は国体で２～３回観戦したことがあった。この日は

相撲競技の第４日目最終日で、成年団体および個人

決勝トーナメントがあった。埼玉県のこれまでの相

撲競技の戦歴は、５９国体に向け強化を始めた５５国体

が５位、そして５６国体４位、５７国体２位、５８国体優

勝と着実に実力をつけてきたが、５９国体では惜しく

も準優勝にあまんじてしまった。しかし、その後も

昨年の国体で準優勝と、非常に高得点が期待できる

競技である。

今回、団体の１回戦の相手は山形で、２勝１敗で

勝利した。２回戦は地元の秋田戦であったが、地元

サポーターの熱烈な応援にもかかわらず、敵の声援

に負けない熱のこもった戦いの末に２勝１敗で勝利

した。その後も準決勝・決勝とそれぞれ愛知と兵庫

を２勝１敗で撃破し、団体優勝を成し遂げた。個人

戦は２回戦で敗退したが、実は、優勝した秋田の選

手はふるさと出場枠の埼玉県からのレンタル選手と

いうことであった。結局、少年団体の３位と合わせ、

見事３年ぶり２回目の天皇杯を獲得した。これまで

に数多くの競技を激励してきたが、天皇杯を獲得し

た瞬間に会場にいたことはなく、幸運にも表彰式に

出席することもできた。表彰式では、君が代に引き

続き、若い力を声高らかに唄った。

３日目は、ホッケーの成年男子３位決定戦、ボウ

リング、水泳の激励に行った。ホッケーは私が顧問

医をしている関係もあり、ぜひ好成績を残して欲し

いと期待していたが、決め手を欠いたせいもあり、

１対１で島根と３位の得点を分けてしまう結果とな

った。選手の高齢化が進んでいるようなので、今後

は世代交代がうまくできるように期待したいところ

である。ボウリングは、女子団体の埼玉の最終ゲー

ムはストライクのオンパレードで、もの凄い勢いで

他県を追い上げた。しかし、スケジュールの都合上、

競技の途中で次の会場に移動しなければならなかっ

たが、この競技も天皇杯を獲得したという連絡が移

動中にはいった。

最終日は、午後から埼玉で手術の予定があり早朝

に秋田をあとにした。業務としては、治療に携わる

ことはなかったが、選手が市販の風邪薬を内服した

が、ドーピングの問題がないかという問い合わせが

１件あった。問い合わせの連絡があったのは良いこ

とであるが、市販薬を安易に内服したという行為に

対しては、アンチドーピングに対する選手の意識が

まだ十分でないと感じた次第である。初日に秋田に

出発した時には埼玉は雨で寒い日が続いていたが、

秋田に滞在した４日間は快晴に恵まれ、天皇杯を獲

得した競技にも立ち会うことができ非常にさわやか

な帯同となった。

しかし、稲庭うどんは毎日食べても飽きることは

なかったが、お土産に購入しようとした比内地鶏が

偽装表示だったことには驚かされた。不二家、ミー

トボール、赤福、船場吉兆など、日本人としての品

格を持って、いつでもどこでもフェアプレーを心掛

けたいものである。
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第６３回国民体育大会長野かがやき国体

立花 陽明

今回、アイスホッケーとスケートが別開催となり、

平成２０年１月２９日から３１日までアイスホッケー競技

の帯同ドクターとして参加したので報告する。

１月末にもかかわらず、埼玉はほかほか陽気であ

ったが、午後の外来終了後に埼玉を出発して１９時過

ぎに軽井沢に到着すると雪一面の銀世界であった。

宿泊先は千ヶ先温泉ホテルという西武系の大浴場完

備のホテルであった。先発隊はすでに夕食をすませ

ていると勝手に思い込み、新幹線でビールを数本飲

んで弁当を食べたが、いざホテルに到着すると、ま

だ会場で少年の準々決勝を観戦しているということ

であった。荷物をかたづけてから合流し、２度目の

夕食とビールとなった。

２日目は成年準々決勝と少年準決勝であった。午

前中は成年準々決勝の地元長野との試合であったが、

敵方応援団の熱い声援を吹き飛ばす５対０の快勝で

あった。以前に帯同した際にはベンチ入りしたこと

もあったが、今回は客席からの観戦となった。試合

途中、選手が打撲しコールドスプレーによる処置が

必要となった。しかし、ドクターバックにコールド

スプレーの在庫がなく、医務室にお願いしてどうに

か対処することができた。

午後からは少年の準決勝神奈川戦であったが、こ

れがドラマ顔負けの劇的な試合であった。第３ピリ

オドの途中まで２対３と負けていたものの、終了間

際に３対３とし延長戦に突入した。それまであまり

動きはよくなかったが、延長にはいって勢いは完全

に埼玉に移った。しかし、延長の前後半でもお互い

に得点することができず、３選手ずつでのペナルテ

ィーショット合戦となった。さらに、１対１で決着

がつかないため、とうとうサドンビクトリー、いわ

ゆるサドンデス方式のペナルティーショット合戦に

なった。まず、神奈川失敗。そして埼玉。先鋒はキ

ャプテンだった。しかし、直前のペナルティーショ

ット合戦では残念ながらショットをはずしており、

相当なプレッシャーがかかっているのではないかと

思われた。シャッ、シャッ、シャッ（氷の上を滑っ

ている音のつもり）。見事ゴーーール。激戦にやっ

と幕が降り、ついに決勝進出が決定した。

最終日は、成年の準決勝の香川戦が午前中にあっ

たが、選手が膝の捻挫でテーピングをして欲しいと

いう連絡があり、朝食をすませ早々に会場入りした。

以前に負傷したという内側側副靱帯 I度損傷であっ

た。早速テーピングをしようとしたがアンダーラッ

プがない。選手の膝の周りには毛が生い茂っており、

どの程度の効果があるかわからないものの、できる

だけ毛を避けてテーピングをすることにした。テー

ピングの際に後ろの巻きが緩かったので、巻き直し

のためにちょっとテープを剥がすと、「ギャッ」・

・・「あー、すんげー痛かった」。後方の毛の生え

具合までは注意していなかったのでわからなかった

が、毛の上に直接テーピングをしてテープを剥がす

とさすがに相当痛いらしいことはわかった。

試合は７対１で楽勝であった。一応、テーピング

も奏効したらしく、試合が終わってからテーピング

の仕方を教えて欲しいという。そこで、居残りの総

務の方に、翌日の決勝前に同じようにテーピングを

してもらうことにした。少年・成年とも決勝に進ん

でくれたおかげで、午後に予定されていた３位決定

戦がなくなり、昼過ぎに帰県することができた。こ

の時点で埼玉の天皇杯は確定していたが、決勝の結

果によっては北海道と青森との三つ巴で同時優勝に

なるということであった。決勝の相手は少年は北海

道、成年は準決勝で北海道を破った青森であった。

決勝の詳しい結果については忘れてしまったが、見

事、埼玉県は天皇杯を単独で獲得したことをその後

の新聞の報道で知った。
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埼玉県スポーツ科学委員会 第１５回コーチングセミナー
報 告 書

日時：平成２０年１月２０日（日）AM９：３０～１２：００

場所：さいたま市 大宮ソニック市民ホール（ソニックシティビル４F）

埼玉県野球連盟

開会挨拶（埼玉県野球連盟理事長 程塚孝作）

埼玉県体育協会の傘下として取り組んでいきた

い。指導者の力量が選手育成の向上につながる。

本会の主旨を理解し、協力していただきたい。本

年は天皇賜杯が埼玉で開催され、国体競技も一本

化される変革の年であるので全力をあげて頑張り

たい。

講師紹介（埼玉県野球連盟強化副委員長 森田進一）

杉本泰彦氏、玉井 朗両氏の経歴説明

講演（日本オリンピック委員会 選任コーチ

杉本泰彦氏）

講演テーマ：“指導者としてどうあるべきか”

精神面と技術面の双方から指導者としての必

要な条件を話題としてあげた。

・精神面

チームの主体が企業チームであることを挙げ、

企業が何のためにチームを持つのか企業理念

をまず浸透させること。野球人の前にまず社

会人であること。まずは人間ありき、良識ある

社会人が野球をすることに意味がある、そう

した意識を選手たちにまず伝えることが必要。

・技術面

チームの方針と選手個人のデータのマッチン

グがチーム力向上につながる。

TEACHINGと COACHINGとの違いを知り、

バランス良く使うこと

MANAGEMENT能 力 を あ げ る こ と

（LEADERSHIP はそれぞれのチームでもっ

ているだろうが、比較的この能力が欠けてい

る）

以上の点をまとめると・・・

現状の正確な把握

↓

問題の抽出

↓

課題の絞り込み

↓

方向性のプラン化

このような考え方を基本として手法を変えて

取り組んでいただきたい。

講評（埼玉県スポーツ科学委員会 拓殖大学准教授

玉井 朗氏）

受講者の熱意を感じたセミナーであったと評価

したい。

講演者もビジネスマンとしての経験が豊富であ

り、プレゼンテーションが非常に良かった。内容

も旬の指導者であることから、密度の濃い充実し

たものであった。

閉会挨拶（埼玉県野球連盟事務局長 三橋隆之）

本セミナーで得た知識を生かし、各チームで実

践してレベルアップにつなげていっていただきた

い。

以 上
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○日時：２００７．１２．１５（日） １３：００～１４：３０

○会場：大東文化大学 記念講堂

『人の可能性について』

・・・スポーツ指導者の立場から・・・

室伏 重信 氏（中京大学教授）

２００７VICTRY SUMMIT IN 埼玉 セッション１参加報告

スポーツ科学委員会 コーチング専門部会 山本 兼郎

◎講師紹介（青葉スポーツ科学委員会副委員長より）

ハンマー投げの日本記録歴代２位（第１位はご存

じのとおりご子息が達成）を持ち、オリンピックに

４回出場されています。アジア大会では数多く優勝

され、日本選手権のハンマー投げ競技は、ご自身と

ご子息によって優勝が続いています。

現在は中京大学教授で、ご子息を指導されていま

す。

◎講義

色々な競技があるが、誰が一番強いか歴代の選手

で比べることが出来ない競技が多い。

反して、陸上や水泳競技は記録が残るため、レベ

ルや実力が分かるとともに、世界記録を破るなどの

目標が出来る。

しかしながら陸上競技は難しいと思う。競技人口

が多い、オリンピックなどへ参加する国と地域は２００

以上ある。そのため、国際大会に参加するための標

準記録も高く設定されており、参加できない種目も

ある。さらにある面では人種の戦いでもある。瞬発

力が要求される短距離種目や跳躍種目には黒人が圧

倒的に多い。重心位置の関係や前に進める力が強い

のだろう。

投擲種目は圧倒的に白人が多く、重いものを扱う

ため、大きな力を持つ方が有利であり、大きな選手

が良い。男子円盤投げのベストエイトの選手は、皆

身長２�位あり、体重も１３０�位ある。イラン選手

が６位に入っているが、特に黄色人種は少なく、中

国、韓国の投擲選手は少ない。

陸上競技における日本人選手の陸上金メダリスト

は、戦前に３段跳びの織田、南部、田島の３選手が

おり、戦後になって初めての陸上金メダリストは、

高橋尚子選手であり、続いて野口みずき選手と息子

の室伏広治であり、合計でこれまで６名しか金メダ

ルを取っていない。

息子は中学３年からハンマー投げを本格的に始め

た。同時期の私より身長は高かったが、体重は少な

かった（身長１８３�、体重６５�）。私でさえ体格の不

利を感じていたのでハンマー投げでの大成は難しい

と思ったものの３ヶ月間じっくりと取り組んだ。

小さいときから陸上をやりたがっていたので、９

歳頃にハンマーを投げてみたが、変な癖を付けない

ように教えた。１２歳までに感覚面の発達は止まって

しまうので動きは教えておいた。その後、ハンマー

投げはしていなかったものの、中学３年で再開した

ときにその感覚が戻っていた。体重は少ないものの

ハンマー投げで良いものを出し始めた。２回転から

すぐに４回転に変更し、高校２年生で高校新記録を

更新し、高校３年生で７３�の記録を出した。このと

きはまだ体重が７５�でしかなかった。大学を出てか

ら、私の記録を更新したが、そのとき体重は８５�弱

だった。シドニーオリンピックで８０�を超えたが、

体重は９０�弱であった。ジャンプ力があるので投擲

距離が伸びるのだと思うが、今やっと体重１００�を

少し超えてきた。

私は、高校、大学、社会人とハンマー投げのアマ
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チュア競技者を続けてきたが、社会人になると午前

中仕事をして、午後から練習に取り組んだ。

しかし、社会に出て競技生活を送るうちに、家庭

を持ちながら、つらいハードな練習を続けていくこ

とに疑問が出てきた。競技生活は毎日練習が５時間

以上にも及び、天候が悪くてもハンマーを投げ続け

る。出世も無視してきた。

しかしながら、その答えとして「高まること」に

喜びや幸せを見つけた。全てにおいて高まることか

ら自信を得て、活力をもらっている。生きている間

の活力源はハンマー投げであり、苦労も感じず活力

を生み出している。重要なことは「より高まること

を見つけること」で、おかげで４１歳の直前まで現役

を続けることが出来た。

最初に何をすべきか、素質というものには３つ有

ると思う。身長など遺伝子に影響され精神力も大事

だが、素質としては�体力、�体型、そして�感覚

の３つがある。

一つめの体力は、スタミナや瞬発力で、筋肉には

タイプが二つあり、速筋と遅筋に分かれる。各人毎

にその割合が違い、速筋は瞬発力があるが、スタミ

ナが無い。遅筋は逆に疲れないが、瞬発力が無い。

この割合で向く種目が決まり、向いていない種目を

続けても自信を失ってしまうことになる。

二つめの体型は、遺伝子に左右されまるが、ハン

マー投げの場合は体が大きいことが必要となる。体

が小さい人には別に向く種目がある。

三つ目の感覚は重要で、精神力もあるが感覚が悪

いと競技での成功は難しい。神経系は重要で、色々

なことをして神経系を鍛えることで、持てる体力を

生かすことが出来る。

では、高める方法にはどんなものがあるか。これ

は刺激への適応である。強い刺激に適応することが

必要であるが、弱い刺激と強すぎる刺激は良くない。

弱すぎる刺激では能力が低下していく。オーバーロ

ードをかけることで、強い刺激に筋肉、そして持久

力も適応していく。

自分の能力を見極めて、強すぎる刺激を与え続け

ないようにする。能力適応する範囲で刺激を与えて

いく、その際に刺激を意識して行うこと、少しずつ

刺激を強くしていく漸進性が必要である。そして反

復して行うこと、目的意識を持つこと、個人個人の

差が有ることもトレーニングの原則である。

ここで色々な世界の記録を見ると、走り幅跳びで

パウエル選手が約８�９５�を跳んでいる。中間地点

で高さ２�に達するし、スピードもすごく速い。踏

切時の負荷は凄いのでウエイトトレーニングをして

いる。

走る方のマラソンでは２時間４分２６秒であり、１００

�を１７秒６９で走り続けることになる。同様に１万�

は１００�あたり１５秒７８であり、８００�では１２秒６４、無

論、現時点での１００�の世界記録は９秒７４となって

いる。

ハンマー投げは８６�７４�が世界記録であり、これ

を投げるためには凄い負荷がかかる。自分のベスト

は７５�９６�である。とはいえ、東京オリンピックな

ら６９�位で金メダルが取れていた。今では８０�投げ

ないと勝つことは出来ない。大変大きな記録の伸び

であり、遠くに投げるための技術が向上している。

つぎに、いかにして壁を破るだが、昔のハンマー

は１４ポンドで、今は１６ポンドになっている。しかし

投げるための回転が２回転から３回転そして４回転

へと進み、記録が伸びている。自分は身体が大きか

ったので、投擲種目に進んだ。海外へ行くと大きな

選手が多く、負けることは仕方がないと思っていた

が、自分より身体が小さな日本人のライバルの負け

ていた時期がある。トレーニングは十分に積んでい

たのにもかかわらず、記録が伸びなかった。オリン

ピック標準記録にも届かず、大変悔しい思いをした。

その時、精神面でも強く、身体は十分に鍛えている

のになぜかという思いだった。残されていたのは技

であった。自分のそしてライバルの動きを知るため

に映像を記録していった。それを研究することでア

イデアがどんどん沸いてきた。そのアイデアを一つ

ずつ試して詰めていった。４から５ヶ月でだいぶ変

わってきて、自信も付いてきた。結果として１９６９年

には６７�台を記録することが出来た。そして１９７１年

のアジア大会で７０�を越え世界ランク１３位につけた。

－ 28 －



しかし世界も記録が伸びていて８０�手前まで来て

いた。モントリオールオリンピックで４回転を行う

選手がおり、映像に記録させてもらい研究した。自

分の年齢は３５歳を超えてしまったが、記録はさらに

伸ばしたかった。この４回転投擲の技術により、３９

歳にして７５�９５�を記録することが出来た。

人間の可能性は大変大きなもので、私自身がそう

感じている。自分を見つめ、自分を乗り越え、競技

力を高めた。その結果が記録を向上させた。最後に

皆さんも可能性を信じチャンスを生かすことで成功

されることをお祈りいたします。

＜感想と質問＞

○埼玉県陸上競技協会副会長 大川先生

ハンマー投げの関係で室伏先生には４８年前に出会

いました。必死に取り組んできましたが、室伏親子

を越えることはかなっていません。私は事故でも大

病でも死なないので、まだまだ頑張れということだ

と思っています。昔、全国からハンマー投げ関係者

が埼玉県に集まったことがありますが、あきらめな

かったのは、室伏親子でした、あきらめないことが

国際的に成功した原因と思います。今日は良い話を

聞けました、これからもよろしくお願いします。

○埼玉県体育協会スポーツ科学委員会副委員長

青葉氏

ご自分の持つハンマー投げの日本記録を息子さん

が更新されたとき、どのような思いでしたでしょう

か。

→私の日本記録を超えることは、世界への通過点で

しか無く、越えてくれたことがうれしかった。

◎最後に今回の講演のポイントを青葉氏がまとめ、

２００７ビクトリーサミットセッション１は盛大に終了

いたしました。
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平成１９年度整形外科学メディカルチェックの報告

医学専門部会 関 純

今年度の対象選手はソフトテニス（少年男女）、

体操（少年男子）、アーチェリー（少年男女）であ

った。

上尾の県立スポーツ研修センターで平成１９年１０月

２８日ソフトテニス、平成１９年１２月１６日体操、平成２０

年１月１４日アーチェリーの医学検査、体力測定を実

施した。

整形外科学的メディカルチェックは別紙の如く、

整形外科学的問診、筋骨格系の検査を行った。全選

手ほぼ正常であり、運動を中止せざるを得ない明ら

かな異常所見を持つ者は皆無であった。

種目別にみると体操競技において小、中学校時代

に練習中骨折を起こしている選手がやや多くみられ

たが、現在では運動に支障を起こしている者はみら

れなかった。

また体操選手では腰椎、股関節などの下肢の柔軟

性が良好にもかかわらず上肢の柔軟性に欠ける傾向

がみられた。上肢の筋力は他の競技選手に比べ強い

ような感じがした。

アーチェリー競技では腰椎の柔軟性に欠け体幹前

屈において手掌部が床につかない選手が多くみられ

た。

スポーツの種目により、身体の柔軟性が異なる傾

向があり、今後も多種目のスポーツ選手の整形外科

学的メティカルチェックを行い、各種目の身体特性

を調査することが必要であると感じた。
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別紙１

（問題点 ）

整形外科的メディカルチェック
医師名

１、整形外科的問診

現在の外傷、障害、 無・有（主訴： ）

（病名： ）

けがの既往

肩・肘 無・有

手・手関節 無・有

膝関節 無・有

その他 無・有

治療経験 医師 無・有（手術など： ）

（ ）

その他 無・有（針・灸・接骨院： ）

２、筋骨格系の検査

ａ頚部 Ａ正常 Ｂ運動制限（回旋 屈曲 伸展） Ｃ運動痛

ｂ脊椎 Ａ正常 Ｂ弯曲異常（過度前弯 亀背 側弯）

Ｃ運動制限（前屈 後屈 側屈） Ｄ運動痛 Ｅ反射減弱

Ｆ知覚異常 Ｇラセグ陽性

ｃ上肢

肩 Ａ正常 Ｂ運動制限 Ｃ運動痛 Ｄ筋萎縮 Ｅ不安定性

肘 Ａ正常 Ｂ（内反・外反）肘 Ｃ過伸展 Ｄ反射減弱

手関節 Ａ正常 Ｂ運動制限（掌屈 背屈 回旋） Ｃ運動痛

手指 Ａ正常 Ｂ運動制限（屈曲・伸展） Ｃ運動痛

ｄ下肢（アライメント他）

右 左

下肢長＜ＳＭＤ＞（ ）� （ ）� （足内果－上前腸骨棘）……①

右 左

大腿周径 （ ）� （ ）� （膝蓋骨上極１０ｃｍ上方、膝伸展位）…②

下腿最大周径（ ）� （ ）� ………③

Ｑ角 （ ）度 （ ）度

（上前腸骨棘－膝蓋骨中央と膝蓋骨中央－脛骨粗面中央とのなす角）…④

アキレス腱角（ ）度 （ ）度 （ア腱と踵骨のなす角）

Ｏ脚 無・有 （ ）横指 （両膝内顆間の距離） ………⑤
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別紙２

Ｘ脚 無・有 （ ）横指 （両足間果間の距離） ………⑥

股関節過度内旋（８０度）以上 無・有（ ）

膝不安定性（apprehension.Lachman 等） 無・有（ ）

膝運動痛 無・有（ ） 足関節不安定性 無・有

偏平足 無・有（ ） 凹足（ハイアーチ） 無・有

e全身関節弛緩性テスト

１．手指（手関節背屈時、手指が前腕と平行になる） （ ）

２．手関節（掌屈時、母指が前腕掌側につく） （ ）

３．肘 （１５度以上過伸展） （ ）

４．肩 （背中に斜めに回した両手がきちんと握れる） （ ）

５．膝 （１０度以上反張） （ ）…⑦

６．足関節（４５度以上背屈） （ ）

７．腰 （膝を伸ばしたまま前屈した時、手掌が床につく） （ ）

８．股関節（立位で踵をつけたまま両爪先が１８０度開く） （ ）

上記８項目中５項目以上を満たすものは全身関節弛緩性あり ／８ ……⑧

ｆ筋肉柔軟性テスト

１．大腿四頭筋群（腹臥位で膝を屈曲したときに尻が上がらない）（ ）

２．大腿屈筋群（仰臥位で両膝を伸展したまま検査側の下肢を持ち上げたとき

股関節が９０度以上屈曲する） （ ）

３．腰背筋及大腿屈筋（両膝を伸展したまま直立した状態から腰部を前屈したとき

指先が床につく） （ ）

／３ ……⑨

上記３項目中一つでも満たされないものがあれば柔軟性に欠けると判断

ｇ判定 正 常 ・ 異 常

問題点①

②

③
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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１９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

〃 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

〃 林 承弘 林整形外科 担 当
副会長 櫻井 勝利 県体育協会副会長

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 宮内 孝知 早稲田大学 〃 亀井 明子 女子栄養大学

〃 山本 修 埼葛南福祉保健
総合センター 〃 小池 正行 県立スポーツ

研修センター

〃 須田 和也 共栄大学 〃 小山 克二 県民健康福祉村
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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

－ 38 －



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 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 委員 大山 昭 毛呂病院薬局

副委員長 矢地 孝 北里研究所
臨床薬理研究所 〃 浅見 孝雄 埼玉医大附属病院薬剤部

委 員 坂本 静男 早稲田大学医学博士 〃 桜井 勝利 県体育協会理事・ウエ
イトリフティング会長

〃 塩野 潔 塩野胃腸科院長 〃 膳亀 昭三 埼玉県薬剤師会

〃 林 承弘 林整形外科院長 〃 安田 福輝 安田医院

〃 萎沢 利行 藤間病院院長 〃 島田 篤 むさしの歯科医院

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 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 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

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

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

－ 40 －



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

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

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
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