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写真提供：横浜市
2019年度後期ソフトボール女子TOP日本代表選手
この情報誌は、横浜市と公益財団法人横浜市体育協会との共同編集により発行しています。
当情報誌はUDフォントを使用しております。

SPORTSよこはまはスポーツ振興く
じ助成金を受けて作成しています。

横浜市は東京2020大会を
ともに盛り上げていきます

東京2020 オリンピック
野球・ソフトボール サッカー 開催自治体

横浜市
開催概要

1964年の東京大会から56年ぶりに、日本・東京でオリンピック・パラリンピックが開催されます。
第32回オリンピック競技大会（2020/東京）

東京2020パラリンピック競技大会

開催期間▶７月24日（金・祝）
～８月９日（日）

開催期間▶８月25日（火）
～９月６日（日）

競 技 数▶33競技

競 技 数▶22競技

横浜市でも野球・ソフトボール、サッカーが行われます。
世界から注目が集まる東京2020オリンピック・パラリンピックを横浜全体で盛り上げましょう！

野球・ソフトボール
会場／横浜スタジアム（中区）

サッカー
会場／横浜国際総合競技場（港北区）

野

球

男

７月30日(木)～８月8日(土)

※７日(金)を除く

試合数▶決勝を含む15試合

ソフトボール
～28日（火）
７月25日（土）
試合数▶決勝を含む11試合

子

７月23日(木・祝)・26日(日)・
29日（水）、
８月1日(土)・８日(土)
試合数▶決勝を含む８試合

女

子

７月28日(火)・31日(金)、
８月３日(月)
試合数▶準決勝を含む3試合
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東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた
準備が始動！
みんなで沿道から声援を送ろう！オリンピック聖火リレー
神奈川県内では、聖火リレーを6月29日（月）〜7月1日（水）に実施しま
す。箱根町を出発した後、1日目は藤沢市、2日目は相模原市、3日目は横浜
市でセレブレーション（最終ランナー到着式）を実施します。
みどころは、日本遺産に登録され、ハイカーにも人気のある伊勢原市の
大山、セーリング競技の会場となる江の島、古都鎌倉の中心に位置する鶴
岡八幡宮などです。横浜市では、サッカー、野球・ソフトボールの競技会場
となる横浜国際総合競技場・横浜スタジアムの周辺や、開港160周年を迎
えるヨコハマならではの街並みを巡ります。
ぜひ皆さんも、近くで聖火ランナーを応援してください！

画像提供：Tokyo 2020

7月1日（水）横浜市の聖火リレー出発・到着予定地
出発予定地

横浜国際総合競技場前
三ツ沢球技場横
横浜市

丸十交差点

横浜市役所新市庁舎前

小机大橋

到着予定地

日本生命 横浜北支社 西側付近
横浜市役所新市庁舎付近
万国橋交差点

万国橋北

トヨタレンタカー元町石川町店前

横浜地方合同庁舎手前

横浜赤レンガ倉庫

トヨタレンタカー元町石川町店前

横浜地方合同庁舎手前

セレブレーション会場：横浜市・横浜赤レンガ倉庫
聖火リレーに関する情報はこちら
（東京2020公式 オリンピック聖火リレー 神奈川）
https://tokyo2020.org/jp/special/torch/
olympic/map/detail/43_kanagawa.html

笑顔で世界の人々をお出迎え
横浜市では、2002FIFAワールドカップ™、ITU世界トライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜
大会、横浜マラソンやラグビーワールドカップ2019™など、多くの大規模スポーツイベントを開催し、ボラ
ンティアの皆さんとともに大会の成功に向けて取り組んできました。
東京2020オリンピック・パラリンピックでも、世界の国や地域から多くの観客や観光客が横浜を訪れま
す。City Cast Yokohama（横浜市・都市ボランティア）は、一人ひとりが「横浜代表」として、横浜らし
いオープンマインドと笑顔で世界をお迎えします。
その準備として、ボランティア研修もスタート。2019年10月に横浜文化体育館でキックオフイベントを開
催しました。11月からは、大会の概要や横浜市について学ぶ共通研修も始まり、今後、任意研修、役割別、
リーダー、活動場所別などの研修を行っていく予定です。
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東京2020オリンピック・パラリンピックの
レガシーをその先へ。
横浜市では、東京2020オリンピック・パラリンピックの開催を契機に、市内のスポーツ振興を図り、オリ
ンピック・パラリンピックの機運を高めるため、子どもたちがオリンピアン・パラリンピアンと直接触れ合う
事業を実施しています。また、英国代表チームの事前キャンプ地となっているほか、アフリカ各国などのホ
ストタウン登録国との交流を行っています。
次世代を担う子どもたちを中心に「東京2020オリンピック・パラリンピックに関わった」という経験・記
憶を遺し、これらをレガシーとして未来に引き継ぎます。

オリンピアン・パラリンピアンによる学校訪問事業
2014年度から市立小・中学 校な
どで、オリンピアン・パラリンピアン
による学校訪問事業を行っています
（中学校は2017年度から）。一年度
50校以上の学校にオリンピアン・パ
ラリンピアンが訪れ、大会に出場し
た際の経験を講演したり、部活動で
直接指導したりしています。

オリンピック・パラリンピック教育推進校
オリンピック・パラリンピック・ムーブメント全国展開事業の一環として、年間を通じて重点的にオリン
ピック・パラリンピック教育を推進していく「オリンピック・パラリンピック教育推進校」を指定し、特色の
ある教育に取り組んでいます。

2019年度の対象校

小学校24校、中学校４校、高等学校１校、特別支援学校１校を対象に実施しました。
小

学

校

神奈川、白幡、二谷、一本松、宮谷、本町、元街、芹が谷南、下野庭、
さちが丘、岡村、城郷、駒林、新吉田、菊名、鴨居、鴨志田緑、嶮山、
北山田、東山田、大正、豊田、公田、葛野

中

学

校

末吉、市場、松本、金沢

高 等 学 校

横浜商業

特別支援学校

若葉台

全市立学校によるカウントダウンリレー
東京2020オリンピック・パラリンピック横浜市ウェブサイトでは、全市立学校による東京2020オリンピッ
ク開会までのカウントダウン作品を毎日更新しています。各校が思い思いに作った「あと〇日」が、ウェブサ
イトを明るく楽しく彩っています。
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事前キャンプ国やホストタウン登録国との交流
横浜市は、東京2020オリンピック・パラリンピックにお
いて英国代表チームの事前キャンプ地となっています。
2019年７月には、水泳代表チームが世界水泳選手権（韓
国・光州広域市開催）のためのプレ事前キャンプを横浜国
際プール（都筑区）で行いました。2020年へのテストも兼
ねたこのキャンプに、英国からは選手30人を含む総勢56人
が来日。キャンプ中には、市内の子どもたちが練習を見学し
たり、英国チームには着付けや書道、折り紙など日本文化
を体験してもらったりと、延べ1,225人がさまざまな交流を
行いました。
また、横浜市は、9か国のホストタウン登録国（2020年2月末現在）と交流を進めています。2019年度に
は、ボツワナの小学生と都筑区の小学生による絵画の交換を通じた文化紹介や、在日ブルガリア人講師に
よるブルガリア料理教室の開催などを通じて関係を深めました。

市内での事前キャンプの実施概要（英国）
会場 ／横浜国際プール（都筑区）、

慶應義塾大学日吉キャンパス（港北区）
期間 ／オリンピック代表チーム：７月（予定）
パラリンピック代表チーム：８月（予定）
詳しくは「英国事前キャンプ応援サイト
“GO GB 2020”」へ▶

ホストタウン
登録国
（登録順、2020年2月末現在）

ボツワナ共和国

英国

イスラエル国

チュニジア共和国

ベナン共和国

コートジボワール共和国

ブルガリア共和国

モロッコ王国

アルジェリア民主人民共和国
※ホストタウンは国の事業です。

イベント情報
聖火リレーが横浜市にやってくる１か月前を記念し、横浜国際総合競技場・横浜市スポーツ医科学セン
ターでイベントを開催します。実際に聖火が走るルートのすぐそばで行いますので、ぜひお立ち寄りくださ
い。詳細情報は、今後ウェブサイト・SNSで随時発信します。
日時 ／５月31日（日）10時～15時

会場 ／横浜国際総合競技場・横浜市スポーツ医科学センター（港北区小机町）

\情 報 発 信 中！/

詳細は横浜市特設ウェブサイトへ

\ Follow Us! /
最新のイベント
情報などは
Twitterへ

ハッシュタグは
#決勝はヨコハマ

アカウント：＠tokyo2020_ykhm
〈横浜市東京2020情報（市民局）〉
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沖縄県産シークヮーサーが華やかに香る
期間限定「 BAYSTARS ALE SPRING
」

が登場！
球 団 オ リ ジナル 醸 造 ビ ー ル
（ベイスタ ー ズ・エー
「
BAYSTARS
ALE
ル）」
は、醸 造 時に沖 縄 県 産のシー クヮー

S T A R S I D）
E

横浜Ｆ・マリノスオフィシャルファン
クラブ「 トリコロールメンバーズ」
会員募集中！
ホームタウン横浜、横須賀、大和だけで
なく、全 国の人々をＦ・マリノスカラーで
ある〝トリコロール〟に染めていきたい！

そんな 想いを 込 めて誕 生 した 横 浜Ｆ・マ

リノスオフィシャルファンクラブ
「 トリコ

ロールメンバーズ」
。
ホ ームゲ ーム観 戦 特 典 がついた
「年間

チケット会員」
と、全国どこにいてもＦ・マ

ギュラー会員」
の２つのカテゴリーをご用

リノスを 身 近に感 じるこ と ができる
「レ

ぜ ひ ト リコロー ルメンバー ズの一員 に

意しています。

なって、
もっとＦ・マリノスをお楽しみくだ

さい！

２０２０シーズン Ｊ１リーグ
横浜ＦＣホームゲームのご案内

Ｂリーグ、シーズン佳境に突入

順位争い激しいレギュラーシーズン終盤戦

４月 末でレギュラーシー ズンの順 位 が

決まるＢリ ー グ 。ビ ーコルもし 烈 な 順 位

争いを 繰り広 げています 。ますます 白 熱

した試合が予想される４月のホームゲー

アリーナで！

ム、
レギュラーシーズン残り５試合をぜひ

チケットはビーコルＷＥＢサイトから！

Ｂリーグ観戦で非日常体験を！

☆アリーナグルメやエンタメも充実！

https://b-corsairs.com/

サー 果 汁を加えたフルーツビールです。

シー クヮー サ ーの華 やかな 香 りと 、爽 や

かな風 味 が特 徴 的な春らしい一杯となり

通 路 横（

ました 。「＆９
（アンド・ナイン）
」
や横 浜ス

タ ジアム 内

」
で販売しています。
「 CRAFT BAY BAR
なくなり次第終了となる期間限定の味わ

いをぜひご賞味ください！

【商品名】： BAYSTARS ALE SPRING
（ベイスターズ・エール・スプリング）

【アルコール度数】：５．
０％

！
！

●試合スケジュール（２月末日現在）
４月１日
（水） 時５分 三河戦
会場：横浜国際プール
４月４日
（土） 時５分 富山戦
４月５日
（日） 時５分 富山戦
会場： トッケイセキュリティ平塚総合体育館
４月 日
（土） 時５分 新潟戦
４月 日
（日） 時５分 新潟戦
会場：横浜文化体育館

１９

１5 １7

１5 １7

VS VS１４
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©B-CORSAIRS/T.Osawa

「Ｊ１
２０２０シーズンから 年ぶりに
リーグ」
で戦う、横浜ＦＣのホームゲーム
にお越しください！
横 浜ＦＣのホ ームゲ ーム会 場は、全て
「ニッパツ三ツ沢球技場」
です。選手がボー
ル を 蹴 る 瞬 間 を 目 の 前 で 見 るこ と がで
き 、選 手にスタンドからの声 が 届 くほど
ピッチが近いので、臨場感は抜群です！
Ｊ１リ ー グ の「 ＴＯＰ 入 り 」を 目 指
す、今シーズンの横浜ＦＣをスタジアムで
応援してください。
★２０２０明治安田生命 Ｊ１リーグ
※キックオフはすべて 時
（日） 鹿島アントラーズ
第８節４月 日
第 節４月 日
（土） ベガルタ仙台
（日・祝）
第 節５月３日
北海道コンサドーレ札幌
（日） セレッソ大阪
第 節５月 日
★２０２０Ｊリ ー グＹＢＣル ヴァンカッ
プ グループステージ
※キックオフ 時
第４節４月８日
（水） サガン鳥栖
（２月末日現在）
チケットのご購入はこちらから

！
！

造】：横浜ベイブルーイング

©YOKOHAMA FC

【醸

１2 １１

１３

VS

VS

２５１２

１９

１７VS

１０

チケット購入
Webサイトはこちら

格】：８００円
（税込み）

©YDB

１２１０

１４

https://www.jleague-ticket.jp/club/yk/
■横浜ＦＣ情報はＳＮＳでＧＥＴ
日々の選手の様子や試合情報、
イベント
情報などをいち早く知ることができる！

Twitter
Instagram
facebook

URL

横浜ビー・コルセアーズ

https://www.yokohamafc.com/
URL

横浜FC

【価

©YFM

１９

【内容量】：４８０
ml

https://www.f-marinos.com/
URL

横浜F・マリノス

https://www.baystars.co.jp/
URL

横浜DeNAベイスターズ

横浜武道館 今夏７月いよいよ OPEN！
施設概要

▪所 在 地：横浜市中区翁町2-9-10
▪階
数：地上4階
▪駐車台数：54台
▪敷地面積：5,702.63㎡
▪建築面積：5,050.00㎡
▪延床面積：14,955.20㎡
▪建物高さ：29.15ｍ
▪観 覧 席：武道場500席
アリーナ約3,000席
（最大）
▪最 寄 駅：関内駅
（JR、地下鉄）
伊勢佐木長者町駅
（地下鉄）
両駅より徒歩約６分

横浜武道館ってこんな施設！
1. 室場の種類

１階には武道場と多目的室
・武道場は武道4面の広さがあり、大会のほか稽古会場
として１面単位の利用もできます。
また、武道以外にヨガやフラダンスなどでも利用で
きます
（脱靴での利用）
。
・多目的室は壁面に鏡が設置され、ダンス系種目の利
用に最適です。また、スクリーンも設置されてい
るので、プロジェクターを使用した会議や研修会に
も利用できます。
２階にはアリーナ
大型ビジョンを設置し、市民スポーツ大会からプロ
チームの試合や格闘技、コンサートも開催可能で
す。観覧席は３階固定席と２階移動席などを合わせ
て最大約3,000席あります。
４階にはVIPラウンジ
VIPルームとして開放するだけでなく、軽飲食ができ
るスペースとして、どなたでも利用できます。

１階武道場

2. 市民向け各種教室も開催！

幼児からシルバーまで、各世代を対象にした各種教室
２階アリーナ
上：柔道大会イメージ／下：ボクシング試合イメージ
を開催します。
・スポーツ系教室：卓球、太極拳、ゴルフなど
・健康教室：ヨガ、シニア体操、親子体操など
・文化系教室：絵手紙、書道、歌声教室など
10月スタートに向け、7月中旬以降参加申込開始予定です。

横浜武道館URL ■ https://budokan.buntai.jp/
※完成予定のパース図の著作権は梓設計・フジタ 設計共同企業体に帰属します。
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令 和 元年度

横浜スポーツ表彰

公 益 財 団 法 人 横 浜 市 体 育 協 会と横 浜 市では、横 浜の体 育・スポーツの普 及

振興に顕著な功績のあった方、および著名な大会で優秀な成績を収めた方々

を称え、「横浜スポーツ表彰」
を授与しています。

（パナソニック ワイルドナイツ）

チームが表彰され、表彰式では受賞

稲垣 啓太

今年度は、１６７名の選手・指導者と

ラグビーワルドカップ2019™ ベスト8

者代表として、優秀選手賞を受賞した中村優太さんが、支援していただいた

方への感謝の気持ちと、
これからの抱負を述べました。

横浜市スポーツ栄誉賞表彰：3名

１８

オリンピックおよびパラリンピック、若しくはこれに準ずる大会において
顕著な功績を残した方に贈られます。

松島 幸太朗

（サントリー サンゴリアス）

北出 卓也

（サントリー サンゴリアス）
※所属は、大会開催時のもの

スポーツ功労賞：39件

体育・スポーツの進歩・発展に顕著な功績をなした方、および価値ある研究調査をなした方に贈られます。

成田 恒二（横浜市バドミントン協会）、谷口 昌彦（横浜バスケットボール協会）、小野澤 愼一（横浜バレーボール協会）、平本 徹（一般社団法人横
浜市陸上競技協会）
、苅部 陽子（横浜市卓球協会）、古川 幸子（横浜市体操協会）、染谷 清美（横浜市ソフトボール協会）、座間 邦夫（横浜野球協
会）
、武石 春雄（横浜野球連盟）、土方 雅滿（横浜市剣道連盟）、大村 幸雄（横浜市テニス協会）、三橋 英夫（横浜市柔道協会）、大嶺 健明（一
般社団法人横浜水泳協会）
、今本 恒彦（NPO法人横浜市ボート協会）、坂下 昇（横浜市ゲートボール連合）、高羽 徳義（横浜市インディアカ協会）、
佐山 正夫（横浜市合気道連盟）、中山 次（横浜市ターゲット・バードゴルフ協会）、近藤 祐子（神奈川区体育協会）、玉川 照久（西区体育協会）、
高田 一男（中区体育協会）、岩田 春男（南区体育協会）、大谷 英生（港南区体育協会）、山崎 都（保土ケ谷区体育協会）、山口 弘造（旭区体育協
会）
、山本 正之（金沢区体育協会）、梨本 貞雄（港北区体育協会）、大塚 靖彦（青葉区体育協会）、直井 美智子（緑区体育協会）、岡尾 寿久（都
筑区体育協会）
、長谷川 寿雄（泉区体育協会）、澁谷 悦旦（瀬谷区体育協会）、小宮 寛之（横浜市立小学校体育研究会）、石渡 元（横浜市中学校体
育連盟）
、安本 由起子、近藤 光子、河野 千恵子、福本 良雄（以上、横浜市レクリエーション連合）、よこはまこどもマリンスクールスタッ
フ一同（公益財団法人横浜市体育協会）

優秀指導者賞：11名

体育・スポーツの指導者として、優秀な選手またはチームを育成した方に贈られます。

西垂水 紀世美（横浜バスケットボール協会）、福田 寿子（一般社団法人横浜市陸上競技協会）、米田 真美（横浜市体操協会）、三崎 恭裕（横浜市
剣道連盟）
、坂本 大記（横浜市柔道協会）、島田 邦昭（横浜市山岳協会）、葉栗 翔（横浜市スポーツチャンバラ協会）、金子 裕也（中区体育協会）、
中 邦夫、一松 倫子、加藤 智也（以上、横浜市健康福祉局障害福祉課）

8

優秀選手賞：74名

著名な大会で優秀な成績を修めた方に贈られます。

《陸上競技》山田 暉斗（横浜市立十日市場中学校）、江島 雅紀（日本大学）、
《卓球》大和 俊介（クラーク記念国際高等学校）、
《体操》春木 三憲、
府殿 大佑、中村 有美香、花島 なつみ、中路 紫帆（以上、日本体育大学）、大江田 賢（よこはまYSMC体操クラブ）、山口 幸空（米田功体操
クラブ）
、
《剣道》松本 弥月（神奈川県警察）、
《テニス》内島 舞子、西 飛奈（以上、白鵬女子高等学校）、
《サッカー》関口 真衣、奥津 礼菜、
今井 裕里奈、福田 まい、茨木 美都葉（以上、日本体育大学）、
《柔道》山﨑 正義、松本 勇治、柴﨑 文伸、佐藤 幸範（以上、神奈川県警
察）
、市川 洋文（横浜市役所）、杉山 歌嶺（桐蔭横浜大学）、島田隆志郎、武岡 毅、相田 勇司（以上、國學院大学）、朝飛 真実、江口 凜（以
上、桐蔭学園高等学校）
、
《水泳》栁川 大樹（スポーツプラザ報徳金沢）、三井 愛梨（横浜サクラスイミングスクール・横浜市立あざみ野中学校）、
阿部 力樹（セントラルスイムクラブ横浜）、須田 悠介、佐々木 駿、川口 茉美（以上、スポーツクラブルネサンス港南中央）、泉原 凪沙（コナミス
ポーツクラブ天王町）
、佐々木 杏奈（スポーツプラザ報徳金沢）、澤野 莉子（横浜市立中川西中学校）、林田 泰河（横浜市神奈川区役所）、木下 萌実
（横浜市港北福祉授産所）
、
《スポーツクライミング》天笠 颯太（日本大学）、小西 桂（慶應義塾大学）、
《ウエイトリフティング》不破 翔大
（日本大学藤沢高等学校）
、
《なぎなた》中村 優太（神奈川大学附属高等学校）、
《ライフル射撃》一ノ渡 桜（アマノ株式会社）、松田 知幸（神奈
川県警察）
、
《空手道》高木 真由（志空会横浜道場）、大木 陵雅（全日本空手道一友会横浜）、
《スポーツチャンバラ》宮之前 紬希（山王台スポ
チャンクラブ）
、神崎 黎、田中 瑞華、渡瀬 航大（以上、横国翔剣会スポチャン
クラブ）
、渡邉 佐世子（県立武道館スポチャンクラブ）、
《バトントワーリング》
目黒 彩有里（鶴見バトンスタジオ）、荒井 久範（ヨコハマリトルメジャレッツ）、
仲澤 友莉菜、平久井 愛由、齋藤 晟（以上、杉浦紀子バトンスタジオ）、
《グラ
ウンド・ゴルフ》松嵜 晋（りんどう友の会）、
《ダンススポーツ》小嶋 みなと、
盛田 めぐみ（以上、チームヒルズ）、
《テコンドー》村上 智奈、芹澤 美佳、
芹澤 拓磨、後藤 祐士（以上、炫武館 本部）、
《バスケットボール》佐川 美奈
（神奈川県立横浜明朋高等学校）
、
《フィギュアスケート》鍵山 優真（星槎国際
高等学校）
、
《スピードスケート》加藤 梨乃（日本体育大学）、齋藤 慧（神奈川
大学スポーツセンター）
、吉田 凪歩（神奈川大学）、
《銃剣道》平松 花音（本間道
場）
、
《卓球》加藤 耕也（あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）、
《トライアス
ロン》河合 春奈（サギヌマスイミングクラブ）、
《ボクシング》田中 空（武相高
神奈川大学付属高等学校 中村優太
等学校）

優秀選手賞
（チーム）
：17チーム

幸村杯第4回全国高等学校男子なぎなた選手権大会 優勝

著名な大会で優秀な成績を修めたチームに贈られます。

《バスケットボール》Team☆アサヒ、
《陸上競技》パナソニック女子陸上
競技部、
《体操》日本体育大学男子体操競技部、日本体育大学女子体操
競技部、
《サッカー》日本体育大学女子サッカー部、
《柔道》朝飛道場、
《水泳》スポーツクラブルネサンス港南中央、
《 綱引》大鳥デイジー、
《スポーツチャンバラ》スポチャンつばさクラブ、
《 チアリーディング》
DOLPHIN STARS、DOLPHIN STARS BLUE、
《スピードスケート》
神奈川県成年男子、日本体育大学スケート部、
《 フィギュアスケート》
神奈川県成年男子、
《銃剣道》本間道場、
《サッカー》バディーSC、
《ラグ
ビー》桐蔭学園高等学校ラグビー部
DOLPHIN STARS
The SUMMIT 2019 優勝

スポーツ奨励賞(優秀選手）
：40名

マスターズ選手権大会などにおいて優秀な成績を修めた方に贈られます。

《テニス》梅田 真由美（リーファテニスガーデン）、松尾 あゆみ（瀬谷グリーンテニスクラブ）、桐原 清徳（和泉テニスクラブ）、
《柔道》岩本 誠治
（南区柔道錬成会）、
《水泳》秋山 陽子（コナミスポーツクラブ横浜）、畔柳 美津子、畑中 浩和（以上、両国きんぎょ）、天野 トシ子（マスター
ズ水夢）、小島 知幸（TEAM WEST）、増澤 田津子（ネクシス横浜本牧）、湯沢 倫子（理大しぶき会）、渡辺 眞智子（コナミスポーツクラブ横
浜）、渡辺 真由美（ドリッチスマイルスイミング）、前田 崇行、若島 健二、冨松 実、武井 麻知子（以上、セントラルフィットネスクラブ二俣川）、
渡邉 改三、米沢 祥子、寺田 定夫、大村 文子、戸田 浩美、磯部 せつ、池田 秀雄、鴨下 美江子（以上、サンウェイ横浜）、小山 由美
（ドルフィッシュ）、
《 ウエイトリフティング》久保田 秀敏（株式会社野村総合研究所）、井原 葉子（株式会社サニーライフ）、森 正英（フ
ジッコ株式会社）、
《空手道》佐藤 花月（櫻空横浜）、平島 夏帆（公益社団法人日本空手協会池上支部 照己館）、
《陸上競技》秋山 真一郎、
寺嶋 昭夫、矢野 成秀、岡野 なつみ、玄蕃 昌子、小林 裕、山田 惠美子、松本 伸一（以上、神奈川マスターズ陸上競技連盟）、
《キンボー
ルスポーツ》福田 みなみ（AURORA）

スポーツ奨励賞(チーム）
：1チーム

マスターズ選手権大会などで優秀な成績を修めたチームに贈られます。

《ウォークラリー》横浜市レク2019（横浜市レクリエーション連合）
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おすすめ！
ウォーキングによる筋力向上

わたる

福田 渉

ふく だ

――サルコペニアとその予防―
―
横浜市スポーツ医科学センター・スポーツ科学員

してしまう状態のことです。サルコペニアは、加齢によっ

か？サルコペニアはギリシャ語で Sarx
（ 筋 肉 ）と Penia
（喪失）
を掛け合わせた造語で、文字通り筋肉量が減少

皆 さんはサルコペニアという 言 葉 をご存 知でしょう

要であることから容易に計測することができません。そ

これらの測定は、特殊な測定機材や専門家の指導が必

筋肉量が筋力や身体機能に深く関わっているためです。

サルコペニアは、筋肉量だけでなく筋力（握力）
や身体

サルコペニアの評価・診断

て症 状が進 行するため、

こで、まず試していただきたいのが「指輪っかテスト」で

サルコペニアとは？

誰 もがサルコペニアにな

す。はじめに、両手の人差し指と親指で輪っかを作りま
しょう。次に、力を入れずにふくらはぎの一番太い部分を

きてしまう人はサルコペニアの恐れがあります。
「指輪っ
かテスト」は、あくまでも簡 易 的な評 価ですので、正 確
な診 断を受けたい方は専 門 的な医 療 機 関を受 診する
ことをおすすめします。

表１ AWGS2019によるサルコペニア診断基準
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図２ 指輪っかテストによるサルコペニア評価

機 能（ 歩 行 速 度 ）
によって評 価されます（ 表１）。これは

る リスク を 抱 え てい ま
す。
一般的に筋肉量は、

代で

なり 、 〜 代に対して
の早 さ ）していくといわ

肉量を保持していますが、
ちょうど囲める人や隙間がで

輪っかで囲いましょう（ 図２）。囲めない人は、十 分な筋
図１ 加齢による筋肉量の変化

〜 歳の間にピークを迎
ていきます 。 〜

え 代まで徐々に減少し

２０

筋 肉の減 少 量 は 顕 著に

６０

れています
（図１）。

骨格筋量

５０

４０

加速度的に減少（約４倍

３０

サルコペニア診断基準
（2019年10月改訂）
男性：28kg未満 / 女性：18kg未満
秒速１m未満
（６ｍ歩行時）
DXA ⇒男性：7.0kg/m2未満 / 女性：5.4kg/m2未満
B I A ⇒男性：7.0kg/m2未満 / 女性：5.7kg/m2未満

握
力
歩行速度

４０ ３０

※AWGS：Asian Working Group for Sarcopenia
（アジア・サルコペニア・ワーキンググループ）
（Chen LK, et al. J Am Med Dir Assoc, in press）

横浜市スポーツ医科学センター

い段 階でサルコペニアへの対 策 を 講 じる必 要がありま

てしまいますので、それを未 然に防ぐためにも、より早

けば次のステージ
（要介護や死亡リスクなど）
に進行し

な状態であることを示しています。このまま放置してお

サルコペニアは、筋 肉 量の減 少が進 行し、すでに危 険

グです。ウォーキングは生活を送る上でもっとも身近な

こで初心者の皆さんにオススメしたい運動がウォーキン

方は専門家の指導の下で実施する必要があります。そ

まうと大きなけがに繋がってしまうことから、初心者の

に優れた方法です。しかし、間違った方法で実施してし

筋力トレーニングは筋肉量を増やす方法として非常

を考慮しながら、自

自 分の 年 齢 や 体 力

けではありません。

の 人に 該 当 す るわ

も目安であり、全て

したのは、あくまで
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図３ ウォーキング時のエネルギー消費量

過ぎれば疲労が蓄積し、免疫機能の低下や四肢のけが

す。それではサルコペニアを予防するためには、どのよう

運動であることや、自ら運動の強度をコントロールしや

分にあった運動強度

●料金:15,000円
（横浜市民）
/17,000円
（その他）
●TEL:045-477-5050
●URL:http://www.yspc-ysmc.jp/
measurement/sps/

ウォーキングによる筋力向上

な対 策をすれば良いでしょうか。運 動？食 事？薬 物 療

すく、歩く速度を少し上げるだけで運動の強度を上げ

でサルコペニアの対

医学的検査と体力測定をセットで行います。また、
スポーツ版
結果は全てその日のうちにお渡しし、結果に基づ 人間ドック
（SPS）
いて医師・管理栄養士・スポーツ科学員がアドバイ
スを行い、健康・体力づくりをサポートします。

サルコペニアの予防対策

法？…どれも有効な方法ですが、とりわけ運動は筋肉

ることができます
（図３）。
いつもの速度よりも少し速く

スポーツ版人間ドック
（SPS）

を引き起こす原因になりかねません。もっとも今お話を

量を増やす上で欠かすことができません。昨今では、幅

策 を は じ めて み ま

そんな手 軽なウォーキングですが、注 意 点もありま

科
スポ医
情報

す。ウォーキングの推奨量は、
１日あたり８千歩が目安

©B-CORSAIRS/T.Osawa

とされています。少なすぎるような気もしますが、歩き

ビーコル日誌では、メディカルトレーナー視点で選手の普
段の様 子が少しでも伝わるよう、選 手たちのリハビリ・ト
レーニングやコンディショニングの紹介など、毎回さまざま
なテーマについて書かせて頂きました。また、バスケにおけ
る頭部外傷（脳震とうなど）に関わる話題（2018年6月号参
照）も、その当時の重要なトピックでしたので書かせていた
だいたこともありました。
連載期間内には、B. LEAGUEへの参入という大きな変革
が起こりました。もともと熱い応援を送ってくださるブース
ターが多いビーコルでしたが、B. LEAGUE参入後にはさらに
観客数が増え、アリーナでは以前よりもずっと大きな声援を
送っていただけるようになりました。なかなか苦境から脱す
ることができないチームを後押ししてくれていますことは、
本当に感謝に堪えません。
おかげさまでビーコル日誌の認知度も以前より上がり、
「いつも読んでます！」
「掲載していたトレーニングやってる
よ！」と声をかけてくださることも増えました。今となって
は、もっと良い内容で書けたのではと思ってしまいますが、
皆さまに少しでも楽しんで頂けていたのであれば幸いです。
とは言っても、ビーコルの航海はまだまだ続きます。厳し
い戦いは続きますが、今後も「勝利と感動」のために、チーム
一丸となって横浜を盛り上げたいと思っています。今後とも
応援よろしくお願いします！GO！B-COR！！

歩いてみてください。きっと思っていた以上に息が上がる

ビーコル日誌最終回。
ビーコルの航海は
まだまだ続く。

広い年 代において、筋 力トレーニングの有 用 性について

しゅうへい

しょう。

な か た

中田 周兵

のがわかると思います。

第 36 回

報告されています。特に、加齢による脚部の筋肉量低下

横浜市スポーツ医科学センター
理学療法士
横浜ビー・コルセアーズ
メディカルトレーナー

は著しいことから、下半身を中心に筋力トレーニングを

実践してみることを推奨します。

ビーコル日誌

2020年

東京2020オリンピック100日前

横浜
スポーツイベントカレンダー

（日）

2020ITU世界トライアスロン・
パラトライアスロンシリーズ横浜大会
１か月前プレイベント
「グリーントライアスロン」
回皇后盃全日本女子柔道選手権大会

会場：山下公園

第
会場：横浜文化体育館

はじめてのラグビー 一斉体験会
大相撲横浜アリーナ場所

会場：各ラグビースクール

令和二年春巡業
会場：横浜アリーナ

2020ITU世界トライアスロン・
パラトライアスロンシリーズ横浜大会
会場：山下公園周辺特設会場

東京2020パラリンピック100日前
2020ジャパンパラ水泳競技大会
会場：横浜国際プール

東京2020オリンピック・パラリンピック
聖火リレー１か月前イベント
会場：横浜国際総合競技場、横浜市スポーツ医科学センター

ジャパンオープン2020
（ ｍ）
会場：横浜国際プール

東京2020オリンピック・パラリンピックに関する市内巡回展
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会場：横浜開港資料館、横浜都市発展記念館ほか

東京２０２０
オリンピック

（令和２年２月末日現在）

ーズ 横 浜 大 会
アスロンシリ
ン・パラトライ
ロ
ス
ア
イ
ラ
ITU 世界ト
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15日
18日

（水）

（土）

19日
（日）

※予定

（apr）

（may）

（jun）

19日
22日（金） 17日 16日（土） 25日
～24日（日） （日） ～17日
（日） （土）
4日（木） 31日
～7日（日） （日）
～9月

4月
5月
6月

KA SAKI/JTU
©Satoshi TA

YOKOHAM A ビーチス
ポーツフェスタ
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YOKOHAMAビーチスポーツフェスタ2020
回全日本少年軟式野球大会

会場：海の公園・ビーチ

第
会場：保土ケ谷球場
会場：横浜武道館

〜
月 日（金・祝）
月 日（日）

6 25

全国小学生学年別柔道大会

東京２０２０
パラリンピック
月 日（火）
〜
月 日（日）

大会
ライアスロン
横 浜シーサイドト

2020全日本ジュニア体操競技選手権大会

よこはまシティ
ウォーク

会場：横浜武道館

ダイハツ・ヨネックスジャパンオープン
回横浜シーサイドトライアスロン大会

会場：横浜アリーナ

第
会場：横浜・八景島シーパラダイス、金沢工業団地周辺

横浜マラソンEXPO2020
会場：パシフィコ横浜ノース
（予定）

横浜マラソン2020
回都市対抗野球大会

会場：パシフィコ横浜ほか

第
会場：東京ドーム

バドミントンS/Jリーグ
回新春横浜スポーツ人の集い

会場：横浜武道館
（予定）

第

回日本カーリング選手権大会

会場：横浜武道館
（予定）

第

会場：KOS É 新横浜スケートセンター

横浜慶應チャレンジャー 国際テニストーナメント2020
会場：慶應義塾日吉キャンパス

横浜慶應チャレンジャー 国際テニストーナメント2020
会場：慶應義塾日吉キャンパス

回よこはまシティウォーク
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第

会場：横浜市内

横 浜マラソン

24

9

7
8

9 8

37

11

91

55

（aug）

（sep）

（oct）

（feb）

（mar）

38

31

8月
9月
10月
（nov）

（jan）

11月
1月
2月
3月

2021年
NAVIGATION

20日 未定 未定 6日（土） 未定 未定 22日（日） 1日（日）～30日（金） 27日 22日（火・祝） 20日（日） 30日 17日（月） 1日（土）
31日（土） （日） ～27日（日） ～22日（火・祝） （日） ～22日（土）～2日（日）
（土・祝）
～14日（日）
～12月３日（木）
※予定

賛助会員募集中! !
横浜市体育協会は、
「いつまでもスポーツが楽
しめる明るく豊かな社会の実現」
を目指し活動し
ています。
特に
「子どもの体力向上」
「高齢者の介護予防」
「健康づくり」
のための事業に力を入れています。
私たちの活動に、ぜひご賛同いただき、
ご支援
をお願いします。
公益財団法人横浜市体育協会 総務課
045-640-0011
◆特別企業・団体賛助会員
1口
50,000円
10,000円
◆企業・団体賛助会員
1口
10,000円
◆特別個人賛助会員
1口
3,000円
◆個人賛助会員
1口
問合せ
TEL

令和元年度賛助会員 ※令和2年2月27日現在・50音順・敬称略
●特別企業・団体
（１6）：
（有）
旭屋 エクスプロージョン
（同）（株）
キョーエーメック Catering & Delivery Service
Association（同） （株）
ＴＡＣＴ･ＪＡＰＡＮ （株）
トーリツ 東日本電信電話（株）神奈川事業部 藤木企業（株）
藤 木 陸 運（ 株 ） （ 株 ）プロアバンセ （ 株 ）横 浜アーチスト 横 浜エレベ ータ（ 株 ） （ 一 社 ）横 浜 サッカー 協 会
（株）
横浜シミズ （株）
ロイヤルホール 他1企業・団体様
●企業・団体（６9）：（有）朝日スポーツセンターイシケンスポーツ瀬谷店 （医）阿部医院 （株）安藤スポーツ
石井商事運輸（株） （株）エイチ・アイ・エス （有）エスク （株）かながわアド 神奈川県民共済生活協同組合
（株）
環境造園 （有）
関東化染工業所 （株）
北原不動産 （株）
栗田園 （株）
クレディセゾン 神奈川支社 公益情報システム
（株）
湘南建設
（株） 陣体育運動具
（株）（株）
スリーオークス （株）
センターグリル 太洋歯科クリニック 中華街桂宮
東京体育用品
（株）（有）
同發 東横イン 横浜新子安駅前 東横イン 新横浜駅前新館･本館 東横イン 横浜鶴見駅東口
東横イン 横浜スタジアム前 （株）
長野工務店 （一社）
日本シティスポーツ協会 （有）
平沼スポーツ ベイタックス税理士法人
無外流居合兵道丹心会 保土ケ谷区体育協会 松宮整形外科 ミズノ
（株）スポーツ施設サービス運営部 （株）
山野井
（公社）
横浜インターナショナルテニスコミュニティ よこはまウオーキング協会 ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル
横浜市合気道連盟 横浜市アマチュアボクシング協会 横浜市インディアカ協会 横浜市空手道連盟 横浜市弓道協会
横浜市グラウンド･ゴルフ協会 横浜市剣道連盟 横浜市柔道協会 横浜市少年野球連盟学童部 横浜市少林寺拳法連盟
横浜市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 横浜市卓球協会 横浜市ダンススポーツ連盟 横浜市テニス協会
横浜市なぎなた連盟 NPO法人横浜市馬術協会 横浜バスケットボール協会 横浜市婦人スポーツ団体連絡協議会
横浜市ボウリング協会 横浜市ラグビーフットボール協会 (一社)横浜市陸上競技協会 横浜市レディースバドミントン連盟
横浜信用金庫 (一社)横浜水泳協会 横浜スキー協会 横浜ハンドボール協会 横浜野球協会 (株)ラケットショップフジ
(株)ローズホテルズ･インターナショナル 他2企業・団体様
●特別個人
（17）
：河原智 菊池侃二 日下啓二 五反田哲哉 齊藤礼二 蕭敬意 鈴木元也 髙井祿郎 南部信治
萩原健司 濱陽太郎 星裕二 松澤賢吉 森博 山田力 他2名様
●個人
（107）
：相澤一也 伊澤万樹 石井和則 伊藤隆介 岩井茂 岩倉憲男 岩本博 宇田川ユキ子 内田渉
瓜本英二 大河原正生 太田和彦 大辻明 岡田喜久雄 尾島良一 小野謙治 小野琢司 貝道和昭 加藤範義
加藤宏子 加藤弘 金児忠枝 兼子ひろみ 川口俊行 川戸政角 河野多恵子 及能茂道 工藤司朗 久保田信義
黒﨑二男 小泉隆志 小坂恵美子 小坂典次 小柴邦幸 三枝勝巳 坂田謙太朗 佐久間尚志 佐瀬稔 佐藤富美男
佐藤義衛 清水一明 下田秀美 陣貞夫 菅谷久夫 杉浦紀子 杉山郡啓 鈴木信太郎 鈴木常夫 鈴木浩
鈴木勝之 清野宏之 妹尾愛子 髙野啓子 髙橋正純 高見勝貞 髙嶺隆二 髙柳和弘 武居和子 武田功大
田中義孝 塚越正男 富岡俊次 中川修一 中山次 夏田智子 菜花好和 新村一郎 西岡健一 馬場正徳
早川信悟 林紘男 番幸一 平岡可奈之 廣瀬正春 廣幡素道 藤尾不二枝 渕脇建夫 堀内芳子 牧義一
松浦隆 松澤喜久 丸山隆 水野良一 道下修三 三ツ木武 峰岸義雄 武藤千恵子 村松富夫 八木克彦
安田恒雄 矢部寛治 矢部寛和 山﨑健志 山下俊次 横山千代美 吉川勝 吉村勝太郎 米田裕信 渡辺良雄
他8名様

お知らせ

2007年より発行してまいりました
「SPORTS よこはま」
ですが、
この号をもちまして廃刊とさせていただくことと
なりました。今までご支援・ご愛読いただき誠にありがとうございました。
今後の横浜のスポーツ情報については、横浜スポーツ情報サイト
［ハマスポ］
をご覧ください。
公益財団法人横浜市体育協会 「SPORTS よこはま」
編集委員長
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