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～ラボ立ち上げの背景と理念～

少子高齢化やスポーツ助成金の減額などスポーツ界の未来は楽観視できない

また、コロナウィルスは社会に大きな影響を与えている

これからは「スポーツの力」を自ら形にして社会に貢献しなければいけない

本気でそのことに向き合い、様々な人々とつながることで

イノベーションが起こせるのではないか

「Sports Performance Laboratory 」は

スポーツの価値を具現化し、

様々な形でスポーツに触れる機会を提供していくことで

人々に喜びと楽しさを伝えていきます

ラボ立ち上げの背景

ラボの理念



SPL
Sports Performance Laboratory

スポーツが社会に貢献できる5つの分野

Education

Fitness

Support

Entertainment

Community

運動能力及び人間力の向上

✓ マルチスポーツクラブの推進

✓ 運動学習支援教材開発

感動及び非日常体験の提供

✓ 体操エンタメ化プロジェクト

スポーツ実施率向上によるQOLの向上

✓ 大人の体操体幹トレーニング

地域や人がつながる機会や場の創出

✓ 地域と連携した運動機会提供

選手育成及びアスリート活躍機会創出

✓ アスリート支援プラットフォームの運営

「Sports Performance Laboratory （SPL）」とは
～スポーツの価値具現化のための５つの分野～

SPLではスポーツが社会に貢献できる価値を以下の５つの分野に分類し
それぞれの分野で新たな活動を展開することで社会への貢献を目指します



「Sports Performance Laboratory （SPL）」の活動イメージ

SPLでは様々な分野の人々・企業・団体と連携をして
スポーツの価値を具現化、社会課題解決及びQOL向上に貢献

SPL × ＝
企業
団体

スポーツの
価値具現化



Entertainment

体操エンタメ化プロジェクト



参考動画
https://youtu.be/p2OguuKoEc8



✓今年度実施予定

１．卓球Tリーグ日本生命レッドエルフホーム戦ハーフタイムショー出演

日程 2021年9月13日(月)、14日(火)

場所 大田区総合体育館

出演予定者 国井麻緒(元新体操日本代表) 志田拓巳(プロ体操選手YouTuber)

２．男子プロバスケットボール 川崎ブレイブサンダース（B.LEAGUE ）ホームゲーム内

オープニングショー もしくは ハーフタイムショー

日程 今シーズン中実施予定

場所 川崎市とどろきアリーナ

出演予定者 調整中

※コロナ感染状況等により中止・延期となる可能性があります

その他、他競技プロリーグ、全国規模の体操競技大会内でデモンストレーション企画中

Entertainment：体操エンタメ化プロジェクト

©︎KBT



体操選手の持つスキルを生かした多様な表現方法を提案

体操の魅力を様々な場所で発信

体操選手の新たなセカンドキャリアの創造

Entertainment：体操エンタメ化プロジェクト

体操のエキシビジョン文化を醸成し体操の魅力を伝えることで人々の
わくわくと感動を届けること、また、アスリートのキャリアを創造します



✓次年度以降の展望

【短期目標】

他種目プロリーグ等で順次演目を披露

全国規模の大会でのエキシビジョン実施

【中長期目標】

トップ体操選手の新たなセカンドキャリア構築

体操エキシビジョン文化を確立し、全国興行を実施

Entertainment：体操エンタメ化プロジェクト



ＲＥＡＤＹ FOR

クラウドファンディング
https://readyfor.jp/projects/SPL2021

ページイメージ



EducationⅠ

運動学習支援アプリ



EducationⅠ：運動学習支援アプリ「スポテク」の開発

「Sports」・「Technology」・「Technic」

スポテクとは、テクノロジーによって
学校体育やスポーツ教室で実施される
運動学習を効果的に支援し
人々の自己成長を促すICT教材です



EducationⅠ：運動学習支援アプリ「スポテク」の開発

開発の背景

スポーツ活動は思考力が大切
養ったスキルは社会で活かせるはず

器械運動の授業は事故が多く指導
には専門的スキルが必要



アプリの特徴

✓文部科学省学習指導要領準拠

✓発生運動学理論に基づく熟達支援

✓100技以上の技を体系化し動画を掲載

✓論理的思考力を養うフレーム設計

✓(公財)日本体操協会「監修」教材

EducationⅠ：運動学習支援アプリ「スポテク」の開発



参考動画
https://youtu.be/4zLHNObNdqo



アプリの機能

✓技のポイントをクイズやお手本動画などで楽しみながら学習できる

✓練習記録をつけると先生から直接アドバイスを受けられる

✓技動画を仲間や先生とシェアできるSNS交流

✓成長を可視化できるスキルチャート表示

✓技習得記念日や練習の記録が残るスケジュール表

EducationⅠ：運動学習支援アプリ「スポテク」の開発



運動学習アプリ 『スポテク』の検証・審査について

＜検証結果＞

① 「運動学習の支援」... 停滞なく、即時簡潔
ユーザーが運動の習得や技の質向上を望む際に必要な情報が的確に支援でき、
用意された各機能はいずれも稼働、選択したボタンと支援内容は一致している。

② 「支援内容の是非」... 適正な支援内容
ユーザーが学習したい技を選び、先ずは技の模範動画と技の要点を学ぶ。次に練習方法や技
に紐づいた運動を理解する。練習を積み重ね、成果が指導者に認められれば承認印（スタンプ）を獲
得できる。実際の動画を自分でアップロードし、指導者からコメントをもらうことが可能であり、 コミュ
ニケーションのツールとしても活用が可能。子どもでも容易に使用できる。

③ 「使い勝手やデザイン性」... 簡単、清楚で見やすい
簡単に操作でき、画面構成や色使いがシンプルで必要な情報を簡潔に表示・支援する点、 ユー
ザーにも分かり易い。

◎結論 本会が定める「刊行物等の認定規程」にも合致し、広く推奨する価値があり、監修に値する。
公益財団法人日本体操協会専務理事 山本宜史



EducationⅠ：運動学習支援アプリ「スポテク」の開発

開発協力者

株式会社ISTソフトウェアとの共同開発

発生運動学研究者の三木伸吾准教授監修

集英社「ムーンランド」キャラクター起用



試験運用予定施設

慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス

大阪大谷大学

カワイ体育教室

Mizutori Sports Club など

今後複数の自治体をモデル地区として試験運用実施

次年度以降全国の学校、体操教室での導入及び

他種目プログラムも視野に入れ、体育のICT教材を目指します

EducationⅠ：運動学習支援アプリ「スポテク」の開発



EducationⅡ

マルチスポーツクラブ



参考動画
https://youtu.be/rmwgL5c7u9k



EducationⅡ：マルチスポーツクラブ「競技チアリーディングチームPolar Bear 」

2021年8月Mizutori Sports Clubに競技チアリーディングチーム「Polar Bear」が発足します
武蔵新城gym2号館にて実施

競技メリットを共有し子供たちの成長促進
体操スキルを生かした指導環境の提供
体操選手のコミュニケーション能力向上

子供たちのキャリア選択肢拡大



EducationⅡ：マルチスポーツクラブ「新体操」

2021年8月Mizutori Sports Club新体操チームが発足します
武蔵新城gym2号館にて実施

新体操競技発展への貢献

体操との指導メソッド共有

子供たちのキャリア選択肢拡大



新体操 元日本代表 国井麻緒

• 生年月日1996年4月5日

• 山形県出身

• 2013年～2019年 新体操日本代表

（フェアリージャパンPOLA）

• 2015年世界選手権 種目別リボン

銅メダル

• 2017年世界選手権 総合

種目別フープ

銅メダル

新体操の魅力や、スポーツの素晴らしさ・楽しさを、たくさんの方に伝えていきます！



Fitness

体操体幹トレーニング

「Gym Core」



参考動画
https://youtu.be/xQYBpbrfnjs



Fitness：大人の体操・新体操競技トレーニングプログラム「GymCore」

これからは大人にも体操や新体操を通じたWell-Beingを提供します
成人の運動実施率向上に貢献します

体操のトレーニングをアレンジすることで

生涯にわたって日常生活に必要な筋力や動きを獲得する

と同時に美しい身体を作ることを目指します



コンディショニング３ＳＫ株式会社

【会社概要】
・けい治療院運営（２０１１〜現在）
・講習会主催・共催（トレーニング・健康寿命・身体操作等）
・トレーナー活動
（体操男子ナショナルチーム・社会人大学生チーム・個人サポート等）
・トレーナー育成（勉強会・講習会）
・コンディショニング動画運営

コンディショニング３ＳＫ株式会社
代表取締役 中島啓

【略歴】
日本体育大学卒
花田学園日本鍼灸理療専門学校卒
２０１１〜けい治療院開業
日本体操協会体操男子ナショナルトレーナー
２０１５〜世界選手権体操男子日本代表帯同
２０１６リオ・デ・ジャネイロオリンピック帯同
２０２１東京オリンピック帯同



(株)MIZUTORI🤝コンディショニング３ＳＫ（株）

様々なスポーツが持つ力を多くの方へ！この想いに賛同し協力します。

『健康で笑顔に！』を合言葉にコンディショニング３ＳＫ（株）はスタートしてい
ます。

体操を通して培ったトレーナーとしての知識・技術が身体操作の向上、ト
レーニング効果の向上、怪我のリスク管理の一助になればとの想いです。

体操フィットネスでは、体操の動きを可能にすることでからだの変化を感じて
いただきたい。

・からだの柔軟性（しなやかさ）

・体幹の強さ（軸）

・可動性

・連動性

・美姿勢

これらの変化は子供にとってからだの基礎であり、大人にとっては

からだのリセットやからだの自由度に大きな影響を与えます。

Sports Performance Laboratory が健康と笑顔に寄与できれば幸いです！



Support

アスリート支援プラットフォーム

「Athlete Value Design」



ファンや企業がアスリートを応援できるサポーター制度を設置

応援グッズを持って試合に行くなど応援をデザイン

Support：「Athlete Value Design」のプロジェクト開始

応援したくなるアスリートを増やすことで社会に貢献します
芦川うらら選手

出身地：静岡県富士市
所属クラブ：静岡新聞SBS/水鳥体操館
東京2020五輪体操女子日本代表

志田拓巳選手

出身地：埼玉県越谷市
所属クラブ：Shidaks
プロ体操YouTuberとして日本代表を
目指す
2019日本体操協会U21 強化選手
YouTube登録者数2.7万人
(2021年7月現在)

【支援アスリート(2021年度)】



参考動画
https://youtu.be/E8IlLHRJNK8



参考動画
https://youtu.be/sWNcR7k3xNg



✓企業サポート

芦川うらら選手

所属スポンサーとして静岡新聞SBSが支援

サポート企業など8団体が支援(2021年8月時点)

志田拓巳選手

スポンサーとして株式会社トリブライトが支援

個人サポーターとして16名が支援

Support：「Athlete Value Design」のプロジェクト開始

株式会社マルダイ 有限会社芹沢石材
株式会社渡辺建築 株式会社平出章商店
有限会社鳶青木 株式会社サンロフト
水鳥体操館後援会
一般社団法人チャレンジド・マリッジ



次年度以降広くアスリートを支援できるプラットフォームを構築します

Support：「Athlete Value Design」のプロジェクト開始



Community
自治体や地元スポーツ団体と連携して

スポーツによる地域活性化

地域住民に様々な運動機会を提供します



✓地元プロスポーツ団体(川崎フロンターレ)

2021年8月より「フロンタウンさぎぬま」にて

体操・チアリーディング定期教室開催

今シーズン川崎フロンターレホーム戦「フロンパーク」

内で体操イベントを開催予定

川崎フロンターレが管理する富士通スタジアムでも多様な

スポーツイベントを検討する

✓自治体

中央区地域スポーツクラブ大江戸月島内体操教室開催

Community：自体及び地元プロスポーツ団体との共同企画

© KAWASAKI FRONTALE

© KAWASAKI FRONTALE



私たちは「スポーツの価値の具現化」を目指すSPLに
共感していただいた仲間と一緒に様々なプロジェクトを

取り組んでまいります

問い合わせ先 SPL事務局
TEL:03-4560-2626 e-mail: company@mizutori-sc.com


