
コンセプトの実現／エピソード

見た目のインパクトのみならず、イカの旨味が日本ならではの餅米に染み込
み、鰹だしとの絶妙な組み合わせを楽しめる、北海道の郷土料理です。オリ
ンピックという場を通じて、歴史の深い地方の料理の奥深さを、国内外の選
手の方々に知っていただきたいです。

調理時のひと工夫

米を炊くときに、イカの肝と酒を入れるのがポイントです。餅米がより深みの
ある味わいになります。餅米は腹持ちがよく、イカは脂質が低く良質なたんぱ
く質が豊富であることもアスリートの身体に優しいポイントです。

素材の旨味を存分に！イカ飯
一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

体操:内村航平選手 チョコレートばかり食べてないで日本の食の良さを知って
欲しい！(笑)

アスリートへの応援メッセージ

初めて食べてもどこか懐かしい、ほっこりする味わいで、緊張をほぐして日
本を食を通じて満喫してほしいです！

栗山 真瑠さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

お箸が苦手な外国人アスリートの為に、手で気軽につまめる栄養満点のメ
ニューを考えました。ファーストフード感覚で日本のお米を美味しく食べて
力をつけてもらえると嬉しいです。

調理時のひと工夫

オリンピックシンボルをイメージし、5つの具材を1本の巻きずしに仕上げまし
た。酢飯で疲労回復を図り、栄養バランスを考えた具で腸内環境を整えます。
ハラール食にも対応しています。具材はきゅうり、卵、ゴマ昆布のつくだに、
カニカマ、人参です。海苔は食物繊維たっぷりで様々な栄養成分がバランス良
く含まれていて、日本を代表する食品です。

五輪巻き
一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

「バスケットボール：八村塁」同じ北陸出身ということで身近に感じています。
北陸のソウルフードである米菓子のビーバーをNBAのチームメイトに紹介した
ことで郷土愛を感じました。私も今は北陸を離れて生活しているので、八村選
手の活躍は自分の励みになっています。

アスリートへの応援メッセージ

国内外を問わずアスリートの皆さんが最高のパフォーマンスをできるよう、
食を通じて応援しています。

西出 早陽子さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

ガッツリ食べられる競技種目の選手にも女子体操等体重制限のある選手にも
体の栄養のみならず、心の栄養となるようなほんのりと甘いデザートで、日
本の夏のフルーツの桃を味わってほしい。 また、2011年の東日本大震災で
打撃を受けた東北産の桃を使うことで被災地を応援したい。

調理時のひと工夫

① 鍋に桃もしくは桃入りのミックスジュース、砂糖、ゼラチンを入れて混ぜ合
わせ、沸騰する前に火を消します。 ② 生クリーム、牛乳、卵をボールに入れて
混ぜ合わせ、①へ入れます。 ③ 型に東北産（福島県産）の一口サイズに切った
生の桃もしくは缶詰めの桃を入れ、粗熱の取れた②をレードルで入れ、冷蔵庫
で冷やします。

ガンバレ プルルン ピーチムース
一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

どの選手にも日本の被災地が頑張っていることを知っていただきたいのでデ
ザートとして楽しんでほしいのですが、競技が始まるまで厳しい食事制限のあ
る体操等の女性アスリートに特に食べてほしいです。

アスリートへの応援メッセージ

半世紀ぶりの東京オリンピック開催。日本の暑い夏に世界からのアスリート
が集い、皆さんの最高の競技が披露されることを心から願っています。

アザラシーズさん 作品



コンセプトの実現／エピソード

運動後に欲しくなる酸味を詰め込んだレモンと桃うどん。試合後の選手にほっと一息
着きながら次の試合へのパワーチャージとして食べて頂ければ嬉しいです。キラキラ
したはちみつレモンは金メダルに似ています。熱中症予防に重要なミネラルや水分が
豊富な桃も使用しています。美味しい桃を生産している福島の桃農家の方々のことを
同時にこのレモンと桃うどんで応援したいです。このメニューでは桃の変色防止に効
果があるレモンや塩分を桃と一緒に使用しているため、変色しづらいです。また、実
際に試作して食べてみましたが、食材同士が喧嘩せず、さっぱりした味わいで味にも
自信があります。

調理時のひと工夫

長時間の運動後の栄養素補給をする『アスリートに必要な栄養素』、『食べたくなる味』
をモットーにメニューを考案しました。うどんにはアスリートに欠かせない「糖」、鶏さ
さみには「タンパク質」、レモンには「ビタミンC」、桃には「ミネラルと水分」大根お
ろしにはビタミンCだけでなく、胃腸の働きを助ける消化酵素である「ジアスターゼ」も
含まれています。ひと皿で効率よく栄養素を充足できます。食べたくなる味として、運動
後には体温が上昇し、こってりとしたものよりも爽やかな酸味のあるメニューの方が食べ
たくなるのではないか、と考え、食欲がなくてもツルツル食べることが出来るものにしま
した。麺の上に切った材料を載せるというシンプルな料理であるため大量調理がしやすく、
アスリート自身でも実際に家で作れるメニューだと思います。アスリートによって、タン
パク質が足りていないと感じれば、鶏ささみを増やす。など、材料の量や麺の量を調節す
ることによって摂取する栄養素の量を調節しやすいことも工夫点のひとつです。

さっぱり爽やかビタミンC豊富
福島県産の桃を使用した
レモンと桃うどん

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

このメニューは美肌やアンチエイジングに効果があると言われ、女性が好きな
フルーツであるレモンや桃をメインとして含んでおり、どちらかと言うと女性
向けのメニューだと思うので卓球の石川佳澄選手や、テニスの大坂なおみ選手
に食べてもらいたいです。卓球もテニスも予測してゲームを進めるスポーツで
あるため、集中力が必要です、そのための糖分もこのメニューは兼ね備えてい
ます。特にテニスは走っている時間が長いため、肉体的疲労もたまりやすいと
思います。部活後のマネージャーが作るはちみつレモンでは無いですが、この
メニューに含まれるレモンと桃のビタミン、ミネラルなどで疲労回復して頂け
たら嬉しいです。

アスリートへの応援メッセージ

食欲がない時もこの、『さっぱり爽やか！ビタミンC豊富！福島県産の桃を
使用したレモンと桃うどん』を食べて最後まで頑張って頂けたら嬉しいで
す！キラキラとしたはちみつレモンのような金色のメダルをとってくださ
い！

村田 愛実さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

アスリートのみんなに心身の疲れをとってもらい、癒しと感じてもらいなが
ら食べてほしい。落ち着いた気持ちになってもらいたい。 これに応募した
理由は自分が将来アスリート栄養士になりたいので色々経験したほうがいい
し、本気でアスリート第一のメニューを考えてアスリートのみんなに食べて
もらいたいし、日本の食を広めていきたかったから。 使用した鶏肉は宮崎
県や岩手県で生産が多く、干し椎茸は大分で生産が多いので九州では大雨や
土砂災害で被害も多く、岩手の方の東日本では震災があったため、それぞれ
の食材を使うことで少しでも被災地の人たちにも元気をあたえられればいい
と思いました。三つ葉は関東で生産が多いのでオリンピック開催地の東京に
も深く関わりがあり、日本各地の食材を使用する事でより、日本各地の良さ
を知ってもらいたい。 また、アスリートの人達はタンパク質のエネルギー
消費が早いので卵や肉を使用し、エネルギー摂取をしっかりとできるように
手軽に食べれる茶碗蒸しにした。

調理時のひと工夫

日本食の特徴である出汁を使い、落ち着いた味になっている。また、昆布と鰹
のだけではなく、干しエビと鶏肉からも出しをとっているのでより、食べやす
く、おいしくなっている。疲労回復効果があるアスパラガスも使用し、干し椎
茸、鶏肉はそれぞれアスリートのみなさんが食べやすいように一口サイズに
切った。また干し椎茸と干しエビを入れることでより、栄養が多い。 出汁と卵
を混ぜた後ザルで一度こしたため、ぷるんぷるんな食感になっている。最後に
三つ葉をのっけることで香りも豊かになり、食欲も湧いてくる。

The 日本の味☆栄養満点・心身落ち着く
ぷるんぷるん茶碗蒸し

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

陸上:大迫傑選手 兄弟が長距離をやっているので普段どんなことに気をつけて
いるか、どんな食生活をしているかなど質問してみたいし、兄弟のためになに
か役に立ちたいから。また箱根駅伝の時から見ているのですごく応援している
から。 レスリング:登坂絵莉選手 よくインスタグラムをみてかわいいし、すご
く明るい人なので喋ってみたいし、ときどき料理の写真も載せているのでこの
茶碗蒸しの感想を聞きたいから。また自分は関わったことのないレスリングだ
が、将来アスリート栄養士になるために、いろんな競技の食生活を学んでいき
たいから。

アスリートへの応援メッセージ

アスリートのみなさんがこの茶碗蒸しを食べて最高のパフォーマンスを披露
している姿を見たいです！国内外問わずこの茶碗蒸しを食べて、元気が出た
と思ってもらえると嬉しいです。ケガなくスポーツできることを願っていま
す。応援しています。

K･Nさん 作品



コンセプトの実現／エピソード

私たちは、東日本大震災を経験し人の命の尊さと同時に食の安心安全性についても意識するように
なり生きるため食の在り方について見直すきっかけとなりました。 その後、自分たちに何か出来
る事はないかと思い辿り着いた復興支援プロジェクトとして、東北・宮城の食文化を伝承する活動
を行って来ました。地元宮城の食材を活用し地域の方々と「コメ×ダイズ×ハクサイ」の栽培・収
穫・調理を行い美味しさの気持ちを分かち合って来ました。この「食の学びプロジェクト」は私た
ちが共に寄り添い活動する事でとても力になる活動だと感じています。小さい活動でも継続する事
で必ず未来に繋がる、そして宮城の食文化の素晴らしさを発信し続けた時、その活動の延長として
世界中のアスリートたちに食のパワーは伝えたいという強い思いから今回、自分たちの手で育てた
東北を代表する畑の肉大豆を使い「宮城県産大豆を食していただく」というテーマをもとに必須ア
ミノ酸を含む良質のタンパク質を摂取できる“伊達なゼリー”を提供したいと考えました。復興支援
の意味も感じリラックスしながら日本の食文化である心からの「お・も・て・な・し」を堪能でき
るメニューです。

調理時のひと工夫

伊達なゼリーは仙台茶豆・豆乳・おから・仙台味噌を使用した宮城の代表食材を使用したメニューで
す。 大豆はアミノ酸スコアが100で体内で効率良く吸収されるため全ての原料で豆類を使用しアス
リートが質の高い植物性タンパク質を手軽に摂取できるよう考案しました。まず仙台茶豆と豆乳、お
から、仙台味噌をミキサーにかけ、仙台茶豆は栄養素の高い薄皮部分ごと粒の食感を楽しむ事で脳に
刺激を与えるよう少し粗めにしています。（仙台茶豆に含まれるビタミンB1とB2は体内で糖質・脂
質・たんぱく質などを分解しエネルギーに変える効果があり、高血圧の原因となるナトリウムの排出
を助け利尿作用を促すカリウムを多く含んでいるため体内の水分量を調節し、むくみ解消にも効果的
です）さらに豆乳とおからを使用する事で食物繊維が胃の中にたまる時間を長くし消化吸収のスピー
ドを遅らせ糖分や脂肪の吸収を緩やかにしながら良質のタンパク質を摂取することができます。これ
らにゼラチンを加える事で柔らかくプルンとした食感が楽しめるゼリーに仕上がります。最後に仙台
味噌ソースと仙台茶豆ソースの２種類を使用し特徴ある風味高い新鮮な味わいと艶をより引き立てま
す。

東北・宮城産の畑の肉パワー満点！！
伊達なゼリーDATE jelly

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

「バスケットボール日本代表：八村塁選手」同じ学舎で学んだNBA選手として、懐かしい
東北・宮城の味を思い出して頂き来年の東京オリンピックを始め、これからの世界的な活
躍に期待を込める意味でも是非召し上がって頂きたいアスリートです。「フィギュアス
ケーター：羽生結弦選手」 同じ地元宮城仙台出身という事で一番応援して来た選手です。
羽生選手からはこれまで数え切れないほどたくさんの感動を頂きました。東日本大震災を
経験しながらも自分を見失う事なく目標に向け努力し夢を勝ち取った素晴らしい金メダリ
ストです。 忘れもしない2018年に行われた平昌オリンピックでは、怪我からの逆境を乗
り越え見事、２連覇を果たしました。あの感動は被災者である私たちに本当の勇気と希望
を与えてくれました。そんな羽生選手に恩返しの意味も込め地元仙台故郷の味を存分に味
わって頂き、東北の魅力や日本の魅力を発信して頂きたいと思います。

アスリートへの応援メッセージ

オリンピックの精神である「スポーツを通して心身を向上させ文化・国際な
ど様々な違いを乗り越え、友情、連帯感、フェアプレーの精神をもって平和
でよりよい世界の実現に貢献すること」を日本の代表として体現して欲しい
です。また復興五輪として位置づけられている東京オリンピックではスポー
ツを通して被災地の魅力や日本の素晴らしさを世界に発信できるよう最高の
パフォーマンスをして一番良い色のメダルを目指し獲得して欲しいです。

朴沢学園 仙台大学・明成高等学校
(運動栄養学科・調理科)  三浦 駿都さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

かつてやっていた新体操の試合や受験の時に験担ぎとして母が成功を祈って
桜おにぎりを作ってくれました。私はそのおにぎりを食べ、新体操の試合前
にモチベーションを上げたり、受験の時は志望校に合格しました。そんな桜
おにぎりをオリンピックバージョンに、被災地の応援も込めてアレンジしま
した。宮城サーモンを使った手まり寿司です。この手まり寿司を選手たちも
食べて験担ぎをし、努力の花を咲かせて欲しいです。

調理時のひと工夫

予め酢締めしたサケを軽く焼くことで旨味アップ！酢飯にしそとゴマを混ぜる
ことで彩りよく、さらに疲労回復にも役立つようにしました。一口で手軽に食
べられ、炭水化物とタンパク質を一度に摂取できます。味のアクセントとして、
生姜の甘酢漬けをサケの下に敷き、最後に日本の花の代表である桜の塩漬けを
のせました。

努力の花サケ！手まり寿司
一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

私も新体操をやっていたため、新体操の日本代表選手に是非！ これを食べて悲
願のオリンピックのメダルを獲得してほしいです。

アスリートへの応援メッセージ

この手まり寿司を食べて、心も体もパワーチャージして努力の花を咲かせて
ください！海外の選手にも、日本の桜を目で見て食べて味わって欲しいです。

ノザワーズさん 作品



コンセプトの実現／エピソード

和食と言えば寿司という外国人の方は多いですが、そのほとんどは寿司＝握り寿司と
思われているのではないでしょうか。でも実際日本には握り寿司以外にも、巻き寿司
やちらし寿司、稲荷寿司、押し寿司、手巻き寿司等々、実に様々な種類の寿司が存在
します。私はもっと沢山の外国人の方々に、日本の寿司文化を知ってほしいと思って
おり、これまでにも海外の友人にいろんな形状の寿司を振舞ってきました。大人数の
時はよくちらし寿司を作りますが、いつも、「え、こんな寿司もあるの？」という反
応が返ってきます。ちらし寿司はアレンジもしやすく、その季節の旬の野菜や魚介類
を取り入れやすいという利点があります。今回は生姜や茗荷、紫蘇、スダチといった
夏の香味野菜と、自身の地元である愛媛県産の鯛を使いました。色鮮やかでさわやか
な香りの夏のちらし寿司を、五感で楽しみながら召し上がっていただければ嬉しく思
います。又、今回脇役ではありますが、日本の国菌である麹菌の素晴らしさも海外の
方々に知っていただければ幸いです。

調理時のひと工夫

梅酢大匙4と砂糖大匙2を混ぜ、みじん切り生姜と輪切り茗荷を入れ1日漬け置く。鯛切り
身3切れに塩麴を塗って一晩置く。炊飯器に少な目の水加減で米3合をセットし、塩麴大
匙1と昆布を入れ1時間置く。鯛切り身はグリルで軽く焼いて、米の上に乗せて炊く。炊
きあがったら鯛を取り出し骨を取って身をほぐす。ご飯に梅酢漬けの薬味を梅酢ごと混ぜ
（最後の飾り用に少量薬味を残す）、鯛の身、炒り卵、貝割れ菜、青じそ、スダチ、枝豆、
プチトマトを彩りよく盛り付け完成。塩麴には疲労回復、抗ストレス効果が、梅酢には同
じく疲労回復と夏バテ防止効果が期待できます。又、より多くの選手に心置きなく食事を
楽しんで欲しいとの思いから、料理酒は使わず塩麴で代用し、ハラルフードにしました。

梅酢と麹のWパワーで
パフォーマンス向上！
鯛めし風ちらし寿司

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

【女子体操ウズベキスタン代表のオクサナ・チュソビチナ選手】彼女の選手ストーリーを
聞いた時、感動して涙が止まりませんでした。逆境に負けず、40歳を超えた現在も現役
選手としてマットに立ち続ける彼女の姿は、多くの人々を勇気づけたことでしょう。ウズ
ベキスタンは私が訪れた初めてのイスラム教国です。本当に人々の心が温かく、素晴らし
い国でした。イスラム教徒は宗教上の理由から食事制限が厳しく、海外へ渡航する際は苦
労が絶えないと聞きます。より多くの方に心置きなくお料理を召し上がっていただきたい
という思いがあり、今回考案するメニューはハラルフードにしようと決めていました。鯛
めし風なので、本来なら料理酒を使用するところですが、今回は塩麴で代用しました。
【サッカー日本代表長友佑都選手】同じ地元出身なので、今大会も是非出場して頑張って
ほしいと思っています。又、彼がイタリア時代に梅干しを愛食していると聞いたことがあ
り、それが今回のレシピを生み出すヒントになりました。食事に対してもストイックなイ
メージがあるので、彼の食欲をそそるメニューになれば、とても嬉しく思います。

アスリートへの応援メッセージ

選手の皆さんに是非このお寿司を食べてもらって、本番でベストを尽くせま
すよう願っています。

宇田 百華さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

私は剣道を8年ほど続けていますが、始めたばかりの頃は体力がなく、夏の稽古の後はいつ
も食欲がなくなっていました。そんな時に母がよく作ってくれていたのがこの豚しゃぶサラ
ダです。食欲がなくても、このサラダは冷たくさっぱり食べることができ、毎日の稽古を頑
張ることができていました。現在私は管理栄養士を目指しており、母のレシピを受け継いで
作っています。今回のメニューは、我が家の豚しゃぶサラダに五輪の5色が揃うように食材
を足し、オリンピック仕様にしました。カジュアルダイニングのコンセプトを実現している
のは、調味料に日本の伝統食品（しょうゆ、味噌、ごま、ワサビなど）を使用し、さらにワ
サビは奥多摩、上に乗せた海苔は伊豆諸島と、東京で採れる食材を使用したことで、日本や
東京の味を世界に発信するメニューとなっている点です。海苔は、兄が出張で伊豆諸島に
行ったときにいつも買ってきてくれる島海苔を使用しています。島海苔は香りが豊かで、ご
飯や麺類、サラダなど様々なものに合う万能食材です。アスリートの皆様には、さっぱりと
していて満足感のあるものが食べたい時や、野菜をたっぷり摂りたい時にぜひ召し上がって
いただきたいです。

調理時のひと工夫

シャキシャキした食感を残して茹でた千切りキャベツの上に、茹でた豚ロース薄切り、半割に
したミニトマト（赤・黄）、茹でて5mmの小口切りにしたオクラ、1cm角にカットしたトレビ
スを乗せて、手作りドレッシングをかけました。ドレッシングは少量のかつおだしをベースに
しょうゆ、味噌、すりごま、酢、レモン汁、ワサビ、そしてマヨネーズ加えました。最後に島
海苔を真ん中に乗せて完成です。アスリートをサポートするポイントは、①胃の粘膜を修復す
るビタミンU（キャベジン）を多く含むキャベツをたっぷりと一番下に敷き、世界の舞台でプ
レッシャーと戦うアスリートの胃の粘膜を守ります。②疲労回復やスタミナ増進作用のある栄
養素を含む食品を多く取り入れました。具体的にはビタミンB１を含む豚肉やごま、リコピンを
含むトマト、クエン酸を含む酢やレモン汁です。③五輪の５色（青：トレビス、黒：島海苔、
赤：赤ミニトマト、黄：黄ミニトマト、緑：オクラ）を取り入れ、舌だけでなく目でも楽しむ
ことができるようにしました。また、多品目の食材を使うことで色々な食材の組み合わせで口
に運ぶことができ、飽きることなく食べられて満足感が得られます。

食べ応え満点！プレッシャーに打ち克って
試合にも勝つ！五輪色の豚しゃぶサラダ
〜わさび風味のごまみそドレッシング〜

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

「卓球：伊藤美誠選手」リオデジャネイロオリンピックの夏、私は受験生で毎日勉強漬
けでした。夜、塾から帰ってふとテレビを観ると、卓球女子団体の銅メダルのニュースが
流れていました。当時15歳だった伊藤選手がものすごい活躍をされたと知って、同じ女
性として、年の近い者として、全く違うフィールドにいながらも非常に刺激を受けたのを
覚えています。試合での活躍はもちろん、インタビューの受け答えなども高校生とは思え
ないほどしっかりされていて、尊敬しています。そのため、ぜひ東京オリンピックでは私
が考えた「食べ応え満点！プレッシャーに打ち克って試合にも勝つ！五輪色の豚しゃぶサ
ラダ〜わさび風味のごまみそドレッシング〜」を食べて頑張っていただきたいです。応援
しております。

アスリートへの応援メッセージ

私は、世界の様々な国がスポーツでつながるオリンピックが、世界平和にも
つながる重要で素晴らしいものだと思っています。どの国の選手も、母国に
勇気を与えるパフォーマンスをしていただきたいです！

大内 実結さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

東京2020オリンピックで金メダルを目指して頑張る人達のチカラになる
スープです。 頂点(金メダル)を掴むことを想起させる為に、たっぷり野菜や
具材を山状に盛り付け、静岡県産の海苔で整え、日本一高い富士山に見立て
ました。 日本人はもちろん、世界中の人々が知っている静岡県・御殿場市
が誇る「富士山」を料理に登場させることで、世界中のアスリートが楽しく、
そしておいしく食べれるスープです。 私の家からも見える富士山にいつも
チカラを貰っております。

調理時のひと工夫

たくさんの具を静岡の名産品でもある海苔で囲むことで 日本の象徴でもある富
士山を表現しました。 また、顆粒出汁(ほんだし)を使うことで簡単にうま味を
引き出すことができます。

頂点を目指して頑張る人のチカラになる
やる気全開スープ

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

テニスの大坂なおみ選手 世界大会で優勝した大坂選手にあこがれています。
大坂選手は私の憧れであり、富士山と同様に日本一の選手だと思います。

アスリートへの応援メッセージ

富士山の様に高く、雄大なプレーを楽しみにしています。 頑張って下さ
い！！

砂山 紗耶さん 作品


