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～カーボローディングについて～ 

カーボローディングとは、「エネルギーを効率よく蓄えるために、試合前に炭水化物中心の食事に切り

替えること」を指す。炭水化物は体内にグリコーゲンとして蓄えられる。（筋肉中のグリコーゲンが不

足すると筋肉は疲労し、動きが鈍くなったり動かなくなったりする。） 

 

・カーボローディングのポイント・・・試合 1 週間前～4 日は高脂質高タンパク質（低炭水化物）とし

て体内からグリコーゲンを消質させる。3 日前～当日は高炭水化物・低脂肪食を積極的にとり、グリコ

ーゲン貯蔵量を一気に増やし、最大にもっていく。 

 

～タンパク質の取り方～ 

夕食前後にトレーニングするのなら、夕食はタンパク質多めの食事をとる。1 日の摂取量の目安は成長

期には２ｇ/Kg、それ以外では１・２ｇ/Kｇなどと書かれている本もあるが摂取量よりも摂取するタイ

ミングが大事である。 

激しくエネルギーを消耗するような運動を行った後は、高炭水化物（麺類、餅など）を十分にとる。 

 

～脂肪は必要か？～ 

高エネルギーを必要とする日常トレーニングや夏ばての防止などで脂肪食が有効な時がある。夕食では、

脂肪を食べれば太る元になるので控える。朝食や昼食で、バターやチーズなどの乳製品や卵の脂肪を摂

取するのは、エネルギーに分解されやすく、食後トレーニングをするのに向いている。 

 

～スタミナを持続させる～ 

スタミナを持続させるために、グリコローディングという方法がある。これはエネルギーをより筋肉に

蓄え、長時間スポーツ活動ができるようにする方法のことである。急速グリコローディング法というも

のがあり、この方法は炭水化物の摂取と一緒にクエン酸をとる方法である。これはクエン酸の作用で、

炭水化物の分解を防ぐことができ、筋肉や肝臓にエネルギーの元になるグリコーゲンが蓄えられること

によるものである。具体的には、ご飯、餅やパスタなどの炭水化物食品をとった後、オレンジやオレン

ジジュースなどを飲む。バナナなどのでんぷん質の食事も有効で、間食や夕食にデザートとしてとるな

どすると効果的である。



冬合宿ナイトメニュー発表会資料 ①食事、栄養学 

  本番直前で持久力を向上させる食生活         

             班員 新見 亮介 見目 沢田 吉田 
 
 
・グリコーゲンローディング 
長い距離を走り抜くオリエンは言うまでもなく持久力が求められます。そしてこの持久力

を向上させる為に必要な栄養素が一番よく使われているエネルギー源である糖質です。体

内に糖質の蓄えが多ければ多いほど競技中長時間高いパホーマンスを発揮することができ

ます。しかし糖質は長期間体内に蓄えてはおけません。つまり競技の直前に自分の体内に

多くの糖質を蓄えられている状態にしておくことで持久力を一時的に上げることができま

す。 
本番前１週間で自分の体をその状態にする食生活のことをグリコーゲンローディングと言

います。まずこの方法は一度糖質をできる限り消費してしまい、体が糖質を欲しがる状態

にした後、少しずつその貯えを増やすという食事法です。私たちの体は貯蔵量がギリギリ

まで減ると、いつもより多く貯えようとする性質があります。この傾向を利用すると普段

の２倍も体に糖質を貯えることができます。実際のやり方を示すと以下のようになります。 
７日前 激しい練習で体内の糖質を使い切る。 
         ↓ 
６～４日前 練習量を少なくする。食事は普段通り。 
         ↓ 
３～２日前 練習量は少なくしたまま。食事は主食（ご飯、パン、麺などの糖質）を多め

にとり、肉や魚などのおかず（たんぱく質）は減らす。 
         ↓ 
１日前 完全休養日。食事は３～２日前までと同様。 
         ↓ 
当日  競技開始４時間前までに、消化がよく食べなれた糖質中心の食事をとる。 
さらに果物と一緒に食べることでビタミン B１、クエン酸をとり糖質の体内への吸収率を

高めるのがよい。     
糖質・・・ご飯、もち、うどん、バナナ、パン、はちみつなど 
ビタミン B1.・・・豆腐、コーン、枝豆、豚肉、ハム、そら豆など 
クエン酸・・・レモン、オレンジ、グレープフルーツ、梅干し、キムチ 
 
同時に汗をかくことで排出される鉄分とカルシウムをたくさんとっておくのがよい。 
鉄分・・・レバー、佃煮、ほうれん草、ひじき、アサリなど 
カルシウム・・・乳製品、ひじき、豆腐、ワカメ、納豆など 



冬合宿発表会資料（E 班） 
持久系競技に必要な栄養素について 
マラソンほどではないですが長時間連続した運動を求められるオリエンテーリングでは、糖質（炭水

化物）・たんぱく質 ・鉄分 ・カルシウム 、そしてビタミン類 が必要である 
 
糖質（炭水化物） 

・スタミナ増強、脳の唯一のエネルギー源で運動中の頭脳活動をささえる 
・不足するとすぐに疲れてしまったり、集中力が切れてしまったり、筋肉が細くなったりします 
・多く含まれる食物…ごはん、うどん、そば、スパゲッティ 
・果汁１００％ジュースなど、クエン酸と一緒に取ると吸収が高まる 
 
 たんぱく質 
・筋肉、腱、血液など人の体の主材料となる 
・不足すると筋肉が減ったり、貧血になったり、故障からの回復が遅くなったりする 
・多く含まれる食物…牛乳、牛肉（赤身）、マグロ（赤身）、イカ 
・たんぱく質を多く含む食材には脂質も多く含まれる場合が多いので注意 
 
 カルシウム 
・骨の原料だけでなく運動にも必要な栄養素である 
・不足するとけいれんを起こしたり、疲労骨折しやすくなったりする 
・多く含まれる食物…牛乳・チーズなどの乳製品 
・イワシやカツオ、サンマに含まれる、ビタミン D で吸収が促進される 
・インスタント食品に多く含まれるリンや炭酸飲料は吸収を妨げるので注意 
 
 鉄分 
・持久力を支える重要な栄養素 
・不足するとスタミナがなくなる 
・多く含まれる食品…レバー、ホウレンソウ 
・緑黄色野菜や果汁１００％ジュースなど、ビタミン C で吸収が促進される 
・コーヒーや紅茶、緑茶に含まれているタンニンは吸収を阻害するので注意 
 
 ビタミン類 
・他の栄養素を助けて、良好な状態を保つ 
・ビタミン C は柑橘系果物に多く含まれ、不足すると体調を崩しやすくなったり、ストレスに弱くなっ

たりする 
・ビタミン B 類は不足すると体が疲れやすくなる 
・疲労回復に良いとされるビタミン B１はごま、豚のもも肉に多く含まれている  



ナイトメニュー] 
(青木・渋川・平野・守永・佐藤悠) 
テーマ:「足を痛めないために」 
①渋川:ウォームアップとクールダウン 
②平野:靴選びについて 
③守永:足を痛めない着地について 
④青木:ランニング障害とその対処 
 



疲労回復について 

Ｂ班   
 
１、疲労回復のためのマッサージとストレッチ 

１、スポーツマッサージ 
 新陳代謝の活発化 
 急性金疲労の予防・除去 
   →疲労回復、運動能力の向上、障害予防、コンディション調整 etc 
２、ストレッチ 
 筋肉の伸展性の増加、可動域が大きくなる 
   →疲労回復、障害予防 etc 
 

 
２、ウォーミングアップ・クーリングダウン 

１、ウォーミングアップの目的 
    体温の上昇、適応性を高める、心理的な準備 

２、ウォーミングアップの方法 
   ランニング、ストレッチ 
３、クーリングダウンの目的 
   疲労回復、柔軟性の回復、体調管理 
４、クーリングダウンの方法 
 
 

３、疲労を回復に必要な栄養素 
 炭水化物 
 ビタミンＣ 
 ビタミンＢ群（特にＢ１） 
 たんぱく質 
 
 



 
スポーツで実力を発揮するためには、心技体の３つの要素のバランスの取れていることが必要。 

心・・・心理面、精神面 
技・・・技術面、作戦、戦術 
体・・・体力、持久力、コンディショニング 
 

実力が発揮できなかったり、試合に勝てない理由のひとつにメンタル面の弱さという理由がある。 
 
メンタル面を強くすれば勝利につながる。 
 
① 初心、原点を忘れない 

内在的なやる気と外在的なやる気 
内在的なやる気・・・おもしろい 楽しい このスポーツをもっとやってみたい 
外在的なやる気・・・負けると怒られる 勝つと報酬が得られる 

持続するのは内在的なやる気 
 
② 理想的な心理状態に自分をもっていく 

 
スポーツでうまく実力が発揮できる時ってどんなとき？ 
例）身体が軽かった、身体が勝手に動いた、勝てると思った、周りがよく見えた 
 
その時の心理状態はどんな感じ？ 

・ 楽しい 
・ リラックス 
・ 気楽な気持ち 
・ 強気 
・ プラス思考 
・ 開き直り 
・ 自信 
・ ほどよい緊張感 
・ 集中 
・ 結果を考えない 
・ 無意識 
・ 「いけるぞ！」という気持ち 
・ 今まで感じたことのない心理状態 
上の状態に自分をもっていくためにはどうすればいいの？？？ 
 



技術 

競技成績 

精神力 体力 

スポーツにおける心理状態について 
●競技成績を向上させるには技術・体力と共に精神力をトレーニングしなければならない。 
 
 
 
  

競技成績＝体力×技術×精神力 
実力発揮＝精神力 

 
 
 
 
 
●では、精神力とは？ 

ここでいう精神力とは、スポーツ選手が競技場面で必要な心理的能力、つまり「心理的競技能

力」のことである。 
 
１競技意欲・・・忍耐力、闘争心、自己実現意欲、勝利意欲 
２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 
３自信・・・自信・決断力 
４作戦能力・・・予測力、判断力 
５協調性・・・協調性 
 
この文章の中では、心理状態をコントロールする方法ということで、２精神の安定・集中の中

のリラックス能力と集中力について書いていく。 
 
●リラックス能力 

△競技場面では「よい緊張感」をつくることが必要である。実力を最も発揮するには、緊張が

高すぎるのもよくないし、低すぎるのもよくない。緊張が高い時にはリラックス、低い時には

サイキング・アップを行う。 

 



 △体のリラクセーションの方法 
  （１）呼吸法 

深呼吸によって脳に酸素を取り込むことで、脳が活性化される。リラクセー

ションは「腹式呼吸」によって行う。鼻から息を吸い込んだ時にお腹が膨れ、

口から吐くときにはお腹がへこむ状態にする。 
  （２）スマイル 

過緊張状態にあるときにスマイルをするのはリラックスに有効である。また、

失敗した時など、スマイルをして気分転換するのも良い。 
  （３）ストレッチ・マッサージ 

心理的に緊張しているときは、身体的にも緊張状態にあるといえる。緊張し

た心をほぐすために、身体をリラックスし、結果的に心理面をリラックスさ

せることができる。 
  （４）筋弛緩法 

身体各部に力を入れ、その状態を保持し、そして力を抜くということを繰り

返し行うことによって、最終的に全身のリラクセーションを行うもの。 
   
  他に催眠状態にすることで行う自立訓練法やメディテーションがある。 
 
 △心のリラクセーションの方法 
  （１）目標達成に集中する 

試合前には勝ち負けに対する自分の目標よりも、自分のプレイに対する目標

に集中した方がよい。技術、体力、心理面での目標を達成する方法を考える。

勝ち負けばかり気にしていると緊張するので、目標達成の方法に意識を集中

し、安心した気持で試合を待てばよい。 
  （２）実力発揮に集中する 

自分の実力を発揮すれば、結果はどうあれそれで良いのだと考える。実力が

違えばどうしようもないときもあるので、それよりも自分の実力を発揮し、

ベストプレイをすることこそ重要と考える。 
  （３）思い切りよく、楽しくプレイする 

積極てき・攻撃的なプレイをするように自分に言い聞かせる。また、試合前

に不安やプレッシャーを感じるよりも、「楽しくやろう」「試合を楽しもう」

「楽しくやればいいのだ」と自分に言い聞かせる。 
 
 △サイキング・アップの方法 
   サイキング・アップ→リラクセーションと反対に心理的な興奮を高めること。 
 
  （１）呼吸法 

腹式呼吸のテンポを速くして繰り返す。「1、2、3、4」で息を吸い込み、「5、
6、7、8」で吐き出すくらいのリズムで息を吸う時間と吐く時間を同じくら

いにする。 



  （２）「運動」による方法 
ダッシュや腿上げ運動などを繰り返し行うことで、心拍数を高め、身体的・

心理的な興奮を高める 
  （３）「音楽」による方法 

自分の好きな曲やテンポの速い明るい感じの曲を聞いて、気持ちを高める。 
  （４）「イメージ」による方法 

自分が理想とする選手になりきり、活躍している状態をイメージするなどし

て、気持ちを高めやる気をだす。 
  （５）「声」による方法 
「声」が出ているときは精神的にも充実しており、集中している状態である。逆に声が出ないという事

は、精神的に弱くなっており、相手に呑まれているともいえる。大声を出して気持ちを切り替えるのは

サイキング・アップの一つの方法である。どん言葉でもよいので、最も自分がサイキング・アップしや

すい声をいつもいつも決めておいて、実践するのがよい。 
 
○トレーニングのモチベーション維持 
1. 目標や目指すものをつくる 
目標や目指すところがなく、うやむやにトレーニングを続けていては成果の評価ができない。 
2. トレーニング仲間を作る 
励まし合ったり、アドバイスをし合ったり、競争意識を持ったりと、そんな仲間がいると頑張れる。 
3. 頑張った自分にご褒美をあげる 
トレーニングは地道で、決して楽ではない。そんなトレーニングを頑張っている自分に何かご褒美をあ

げて、自分を褒めてあげる。 
4. トレーニングを楽しむ 
トレーニングが楽しくない場合もある。そんな時は、自分の好きなウェアを着たり、シューズを履いた

り、好きな音楽を聞いたり、仲間とコミュニケーションを図ったりして少しでも楽しむ事が必要。 
5. 結果を出す事 
結果が出ないとトレーニングを行っている意味を見出せない。結果を出す、目標達成し続ける事が何よ

りである。結果を図るためには、目標設定が必要なので、やはり目標や目指すものを見つける事は大変

重要 
 
○心理状態について～集中力～ 
文責：関淳 
調べたことを箇条書きにします。使える部分だけを使ってください。 
【理想の心理状態】 
選手が最高のパフォーマンスを出せる心理状態＝緊張（→交感神経の動きが高まり心臓・脳が 
フル回転する）とリラックスが適度にある状態 
→心技体のバランスがとれる 
少し具体的に 
プレーに対する集中力があり、プラス思考、成功のイメージがありポジティブ。試合に対する 
心身の準備ができていて、自分の気持ちをコントロール出来ている最高の心理状態。 



【集中力】 
・イメージトレーニング 
・パフォーマンスルーティーン（プリショット・ルーチン） 
→いつも決まった動作をして一定のリズムが出来上がると、呼吸と精神が整い、雑念を奪われ 
ることなく本番に集中して臨める。 
＝いつも取るべき行動を決める。行動のパターン化。 
フォーカルポイント（視線固定） 
→視線を固定することによって自然と集中できるようになる。 
・自己コントロール 
→自分のやること・出来ることのみに意識を集中する。自分でコントロールできないことにも 
のにはこだわらない。 
【集中力の種類】 
・狭い集中―意識を１つのことに集中 
・広い集中―いろいろ変化する状況下での集中 
・内的集中―身体の内部（筋肉・心臓・フォーム）を意識 
・外的集中―外からの情報（声・音・見えるもの）に集中 
個人的にオリエンは、広い集中と外的集中が最も必要だと思う。 
 
○理想的な心理状態は「一連の手続きに迷いがない」ことであり、そのために絶 
対に必要なものが自信である。 
その自信を得るためには根拠が必要である。根拠の無い自信は「過信」でしか 
ない。 
自信の得方は人それぞれだと思う。自信を持てば、他人に抜かれて動揺した 
り、大きくつぼることもなくなるだろう。 
ミスをするときの精神状態 
1. 思いこんでいる 
2. レース以外のことを考えている 
3. 他人を見て焦っている 
4. 自分の走りに不安になっている 
5. なんとかなると思っている 
などが挙げられる。すなわち集中力を欠いているときがもっとも多いと考えら 
れる。 
集中力の高め方 
1. 音楽を聴く 
2. 深呼吸 
3. 一点を見つめ続ける 
などなど人それぞれである。 



テーマ 6 動機づけ 
☆動機づけ（motivation）とは 
1.a reason for doing something 
2.desire to do something (≒enthusiasm) 
人間を外からの刺激である誘因によって行動に駆り立て、目標に向かわせる内的過程。 
一次的動機：生理的動機（空腹、のどの渇きなど） 
二次的動機：社会的動機 
二次的動機の中でも以下のように分けられる。 
・外発的動機づけ：ご褒美による喚起 
お金、名誉、賞罰など主として外から与えられる刺激に対して動機づけられる。 
ex)インカレでメダルをもらうために（目標）、地図読みやランを頑張る（手段） 
・内発的動機づけ：行為そのものの楽しさによる喚起 
引き起こされる活動それ自体が目標である場合であり、何かのためにするのではなく、し

たいからするということ 
ex)地図読みがしたいから地図読みをする、ランがしたいからランをする 
外発的動機づけよりも強く持続する。←「楽しさの実感」「成長する実感」「自分で自分を

マネジメントしている気持ちよさ」の生々しい実感があるため。その実感がさらに動機づ

けを強化させていく。 
・社会的関係による喚起 
ex)後輩が頑張っているので、先輩の自分も負けないよう一層がんばらないと 
☆目標観 
高いモチベーションの維持のためには具体的な目標を掲げることが重要。 
実現可能性と魅力のバランス：魅力的すぎる目標よりもあくまで実現可能な目標を設定す

べき。 
・短期・中期・長期的目標 
長期的目標を達成するために、いくつかのスパンに分けて目標を設定する。ステップとし

ての目標 
3 年後の世界選手権優勝（長期）のため、2,3 カ月後の大会では学生トップになり、1 年後

には日本代表として世界選手権に出場する（中期） 
・目標は SMART に！ 
Specific：具体的である 
「上手にオリエンをする」→どういう風に？ 
Measurable：測定可能である 
オリエンの結果の客観的評価 ex)常にミス率 10%以内を目指す。 
Attainable：五分五分の達成確率 
高すぎず低すぎない目標設定 
Result-oriented：結果志向である 
特に最終的な目標に向けての中期・短期的な結果・プロセス両方の目標を設定すべき。 
Time-bounded：期限がある 
期限のない目標に対してはなかなかモチベーションが上がらない 



・夢の重要性 
長期目標と同時にさらに長期の「夢」を持つことがよい 
達成できるか分からないが、それが叶えば思い残すことなく競技を去れるといったもの)
引退記念セレモニー 
・動機づけ・動機維持の方法の例：新聞記事づくり 
長期目標へのコミットメントを自己診断する方法のひとつ 
ex)ビョルナー・バルシュタ 
☆モチベーション維持のために 
・機会を与え続ける 
同じ気持ちを持ち続けることは非常に難しいことで、時間が経つにつれ少しずつ順応して

しまう 
→脳にやる気を感じる「機会」を与え続ける必要がある。 
・失敗恐怖の軽減 
やる気のマイナス要素である失敗恐怖を低減させるためには、失敗に対する対処の仕方に

留意 
①失敗は避けられないものであり、克服すべきものだと理解 
②自らの失敗に対して、その能力を否定せずポジティブに考える 
・ミラーイメージの法則 
プラスの影響を他人に与えると自分にもプラスに返ってくる。逆にマイナスの影響を他人

に与えると自分にもマイナスに返ってくる。お互い動機づけ合う機会を与えあうことが大

切。 
・自己評価の重要性 
自己の結果について、他者からの評価によらずあくまで自らの評価によって成否を判断す

ることは、「自分の」目標の達成を強調するということ、および、他者からの否定的評価を

受けないということなどから、やる気を強めるのに効果的に機能する。 
http://www2.chokai.ne.jp/~assoonas/UC149-1.HTML 
【教育心理別冊「教育・心理学の基礎知識」平成元年】 
Orienteering Magazine 村越真 



「NT 選手の大学時代」   
田村、鹿志村、大典、田邉 

１．宮内 佐季子（京都大） 
＜経歴＞ 2002 菅平ショート、愛知クラシック WUE 優勝 
     2004 国体山岳縦走競技 優勝 
＜大学時代のトレ＞ 
2002 年度（大学 2 年時） 月 300～400km／月 
（上半期は怪我の為、ほとんどオリエン or jog。それでも月 100～200km／月ぐらいは走る。） 
週 1～4 日：朝、正置走 or オリエン１５分（走っている時間は６０分ぐらい） 
週 1～2 日：強練。インターバル、坂ダッシュ、コンタリングインターバル、ペース走、ト 

レイル TT、マラニックなど。 
週 0～2 日：近場以外でオリエン 
その他：疲れぬきメニュー（jog、LSD）近場の山で軽いオリエン、流しなど 
 
２．櫻本 信一郎（東北大） 
＜経歴＞ 2003 矢板インカレショート MUE ６位 
     2003 伊賀インカレロング MUE ３位 
＜大学時代のトレ＞ 
200km／月ぐらい走る。Jog を中心にバリエーション豊かなメニューを組む。また時には、山ランをし

たり通学地図読み走をしたりした。 
＜大学時代のオリエンスタイル＞ 
基本重視のオリエンスタイル。地形を地図にうまく対応させて、地図、コンパス、地形と一体感を感じ

るようにオリエンする。 
＜レース中に意識していたこと＞ 
「今、このレッグ、この瞬間」に集中しようと考えている。「次に何が見えてくるのか？」を考え、意

識する。マクロな視点とミクロな視点を同時に持つ。 
 
３．崎田 孝文（名古屋大） 
 
４．まとめ 
人によって日々のトレーニング内容は違うが、どの人もいろいろなトレーニングメニューをこなしてい

る。また常にレースを意識したトレーニングもすすんでおこなっている。 
少しの工夫さえすれば、今日本で活躍しているような選手に追いつくような、オリエンも不可能ではな

いのだ。 
 


