
コンセプトの実現／エピソード

高温多湿な日本の夏は、食欲が衰えたり、体調を崩しやすいものです。朝食
は脳とからだをしっかり目覚めさせて、一日を活動的にいきいきと過ごすた
めの大事なスイッチです。蒸し暑く食欲がない夏の我が家の朝食メニューの
定番は「だしかけご飯」です。お米の種類は玄米・十六穀米・白米を選び、
ご飯の上にのせる野菜「オクラ・モロヘイヤ・めかぶ」と疲労回復ビタミン
B1・B2を豊富に含む豚肉ロースを日本独自の調味料「塩麹」に漬け込んで
焼き上げます。アスリートの皆様が疲労回復・身体を冷やす・免疫力アップ
など、体調管理に役立つ効果がある、食材を使った料理です。我が家の受験
生の長女は、このだしかけご飯を食べて、大学合格目指してラストスパート
です。オクラ・モロヘイヤは練馬の畑でとれたもの、めかぶは宮城県産、国
産レモンは広島県産を使用しました。世界無形文化遺産に登録された「和
食」である「だしかけご飯」を食べて、力強い演技を披露して下さい。

調理時のひと工夫

十六穀米は白米と比べるとミネラル・ビタミンB類・食物繊維を含んでいます。
冷めるとパサつきますが、ねばねば野菜（オクラ・モロヘイヤ・めかぶ）を上
にのせて、豆乳入りかつおだしをかけると食べやすくなます。風味と香りを出
すために、レモンの皮の千切りをのせます。夏の暑い時期の時短メニューに
ぴったりです。

暑さに負けない！ねばり＆スタミナアップ！
東京2020 ねばりスターだしかけご飯

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

「水泳：池江 選手」 日本の伝統食「和食」を食べて、イルカのように飛
び跳ねて力強い泳ぎで完泳して下さい。

アスリートへの応援メッセージ

「東京2020 ねばりスター だしかけご飯」を食べて、メダル獲得を目指
して頑張って下さい！

村松 里美さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

世界平和人と人との繋がりを伝えてくれるオリンピック！ アスリートの皆
様に笑顔で過ごして欲しい！ 最高のパフォーマンスは、最高の体調から！
腸内環境を整えることで心身共にリラックスでき幸せホルモンいっぱいで過
ごして欲しい。 日本も震災を機に、人と人との輪繋がりで復興してきまし
た。 人と人との繋がりを食と食の繋がりで表現してみたいと思い応募しま
した！ メインの凍み豆腐は、東北の気候や風土にあい作られてきた素朴な
食材ですが、栄養価が高く先祖の知恵が詰まった食材の一つです。 日本発
祥の照り焼きにすることで、和の醤油の香りと風味を味わっていただきたい
です。 そして、東京の夏野菜を添えミネラルビタミン豊富で栄養バランス
UP！ 最後に華やかさを添えた伊達巻き！ 伊達巻きには子孫繁栄の意味も込
められており、今回のオリンピックを通じて、未来のオリンピック選手を夢
見る子供達が！沢山増えます様に願いを込め伊達政宗由来の伊達巻きを添え
ました。

調理時のひと工夫

最高のパフォーマンスは、ポジティブな思考から！最後の1%の精神力思いを発
揮出来る様に、腸内環境を整え幸せホルモンがいっぱい出る様に、腸内環境を
整えることにこだわってみました！ メインの凍み豆腐は、畑の肉と言われる大
豆から作られるので、ミネラルビタミン食物繊維も豊富！揚げ照り焼きに鰹
節！醤油の香る和の風味！ 夏野菜の酵素で栄養吸収UP！ ニンニクパワーで疲
労回復、体力増強で最高の日に！ 最後に華やかな伊達巻きを添えて、出来上が
り！

醤油の香る凍み豆腐の
揚げ照り焼き

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

「パラリンピック 陸上： 山本篤 選手」 陸上競技の短距離は数秒の戦い！走幅
跳も数cmで命運を分ける！ 今まで積み上げてきた100%努力とプラス1%精神
力が必須！ 一瞬の時間に最高のパフォーマンスが発揮出来ます様に！ 必勝アミ
ノ酸豊富な凍み豆腐の揚げ焼きや夏野菜、ニンニクパワーで腸内環境正常化！
幸せホルモンいっぱいで空高く遠くへJUMP！メダルGETして欲しい！

アスリートへの応援メッセージ

この東京の地で最高のパフォーマンスを発揮出来ます様に！ 金メダルより
輝いている最高の笑顔を私達に見せてください！

関口 孝子さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

夏の暑い日、さっと食べれるお茶漬けを考案しました。 素材は、日本の美
味しい福島の白米、そして三陸沖で取れた鯛を沖縄の粗塩で焼いたものを上
に乗せ(画像はさわらの西京焼き)、福岡八女茶をかけて、さささっと食べて
日本全国の食材を堪能してもらえたらなと願い考案しました。 また、氷砂
糖・塩・酢を使った砂塩酢梅を和風にラッピングしました。真夏の炎天下の
中での競技、是非熱中症対策のひとつとして、梅干しはいかがでしょうか。
お茶漬けに入れていただくのはもちろん、試合の合間に食べてもよし、来日
記念として持ち帰ってもよし、お土産としてもよし、そんな気持ちを込めて、
メッセージ付きでラッピングした梅干しを添えました。 ※梅は、今年福岡
で実った物を使った自作品です。地元太宰府は、飛梅でも有名ですので、こ
の一品で選手達の会話が弾むと思ってます。

調理時のひと工夫

梅干しは、熱中症対策のひとつとして選手に試してもらいたい一品です。 試合
後の打ち上げで、焼酎を飲む機会があればいれていただいてもいいですし、日
本のプラムを試してもらいたいと思いました。 ラッピングにこだわりました。

〜簡単にさささっと〜
鯛茶漬け さし酢の梅干し付き

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

梅干しは、きっとハードルが高い食材かもしれませんが、日本の保存食品を世
界の方に知ってもらいたいです。

アスリートへの応援メッセージ

今年の夏も暑い日が続きました。来年も暑い日が予想されます。 皆様のこ
れまでの努力が発揮出来るよう応援しています。

H･Iさん 作品



コンセプトの実現／エピソード

アスリートはハードな日程で試合を重ねるので、疲労回復の効果がある鮭と
栄養素が高く身体に優しい野菜をたっぷり使ったお味噌汁で疲れを癒して欲
しいです。 そして日本各地で採れた野菜や味噌を使用して食品の安全性と
日本文化を楽しんで頂けたらと思います。 (このメニューを作ったきっかけ) 
私は海外留学中に食文化の違いに驚きました。しかし肉類ではなく魚類を使
用することで場所や宗教等にも関係なく出汁の効いたお味噌汁を堪能しても
らい嬉しくなりました。オリンピックでも沢山の選手達に食べてもらいたい
です。

調理時のひと工夫

鮭をはじめに焼くことで、魚の生臭さが消え香ばしく仕上がります。更におろ
し生姜やゴボウを入れることで風味が増し、ピリッと辛く食欲をそそります。
白菜やジャガイモ、里芋などの根菜類とエノキ、こんにゃく、豆腐(野菜12品目
程度)を入れて合わせ味噌をといたら完成。

スタミナ回復！焼き鮭汁
一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

テニスの錦織圭選手。体格の違う海外選手と激しく戦う姿にいつも感動します。
スタミナ回復焼き鮭汁を食べて激闘を勝ち抜いて欲しいです。

アスリートへの応援メッセージ

東京2020最高の舞台、最高の勝負で金メダルを取って下さい！

三浦 杏奈さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

子供の頃、祖父母の家に遊びに行くと祖母がよく作ってくれたおやつです。
祖父母の家の裏山には竹が生えており、祖父が刈り取った香りいっぱいの青
竹で作る冷たい水ようかんは、絶品でした。また、祖父が余った竹で水鉄砲
を作ってくれて外で楽しく遊んだ懐かしい思い出があります。蒸し暑い日本
の夏を乗り切るための「涼」という日本ならではの感覚を海外のアスリート
の方にも楽しんでいただければ幸いです。

調理時のひと工夫

海外では珍しい竹の中に日本のスイーツである黒あん、抹茶、白あんの三種類
の水ようかんを詰め込みました。味だけではなく、その見た目や、青竹のほの
かな香りを楽しんでいただければ幸いです。水ようかんに含まれる糖質と塩分
は、競技で疲れた体を癒してくれるものと思います。竹筒についてですが、
元々青竹には抗菌・抗ウイルス作用があるため、大きな心配はないかと思いま
すが、念のため８０℃・５分以上での煮沸消毒をお勧めします。煮沸消毒して
も竹のほのかな香りが消えることはありませんのでご安心ください。

竹筒入り水ようかん
一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

競技中に、たくさんのエネルギーを使うウエイトリフティングの三宅宏実選手
に食べてもらいたいです！三宅選手には、キュートな笑顔で日本のスイーツ文
化を世界に発信するとともに、世界を舞台に誇り高く戦って欲しいです！

アスリートへの応援メッセージ

世界各国のトップアスリートのみなさま、最後までベストを尽くして東京２
０２０大会を最高の大会にしてください！競技のみならず、日本の国民、文
化、食事などたくさん日本のことを知ってもらい、世界中に日本の良さを広
めてもらいたいです。

H･M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

頑張るアスリートにはおいしく楽しく栄養をとってもらいたいです。 疲れ
ている時にはたくさん食べるのは大変なので、ひと品で効率よく栄養をとれ
るメニューを考えました。 江戸野菜のひとつ、小松菜をたっぷり使った鶏
つくねです。 小松菜はクセがなく、どんな料理にも合いますがビタミンや
カルシウムなどが豊富です。 栄養価の高い高野豆腐は私が友人や家族にご
飯を作る時に、応援の気持ちを込めて使う定番食材です。栄養バランスが良
くなるだけでなく、ふんわり優しい口当たりになるので疲れている時も食べ
やすいと思います。 発酵食品である味噌ダレをからめて、ご飯にもよく合
うひと品です。 味噌汁は海外でも人気があるそうですが、味噌汁だけでな
い味噌の魅力を海外の選手にも知っていただきたいです。 おいしく食べな
がら、日本や東京の食文化も体感していただけたらと思います。

調理時のひと工夫

鶏胸肉のひき肉に、もどしてつぶした高野豆腐、細かく刻んで茹でた小松菜を
混ぜます。 食べやすい大きさに丸め香ばしく焼いたら、味噌、砂糖、酒を合わ
せたタレをまわしかけ煮詰めて完成です。 鶏胸肉にはイミダペプチドという疲
労回復に役立つ栄養素が豊富です。 高野豆腐にはタンパク質だけでなく、鉄
分・カルシウム・マグネシウムなどアスリートには欠かせない栄養素が豊富で
す。 高野豆腐は海外の選手には馴染みのない食材かもしれませんが、日本の大
豆製品・保存食の素晴らしさをお伝えしたいと思います。

栄養満点！ふわふわ小松菜の味噌つくね

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

スポーツクライミング：野口啓代選手 テレビで見たとき、力強さとしなやかさ、
美しさに一目見てファンになりました。 タンパク質と女性にうれしい栄養素の
つくねで疲労を回復し、いつもと変わらないパフォーマンスを発揮してほしい
です！

アスリートへの応援メッセージ

暑い中での開催ですが、しっかり食べて悔いのないプレーができますよう
に！ 応援しています！

上原 花菜さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

海外で認知度の高い握り寿司に対し、昔から各地域や家庭の行事で作られて
きた箱寿司、混ぜ寿司、巻き寿司などの寿司は知られていません。ホテルで
の宿泊ではこのような寿司を知る機会がないと思いました。東北応援食材の
使用を考えました①米どころ東北②前沢牛などブランド牛の飼育③海外でも
人気の枝豆のシーズンが重なり、東北には「茶豆」が生産されていることか
ら牛肉と枝豆を使用しました。宗教上の理由で食事にタブーのあるムスリム
アスリートも少なくありません。リラックスタイムの食事は誰にとっても楽
しみです。国を超えアスリート同士の交流の場になる食事時間に「同じ食事
を、一緒に楽しんでもらう」ことで日本を知る経験を共有できるレシピとし
て考案しました。

調理時のひと工夫

視覚的にカラフルな五輪マークを意識しました。栄養面では①試合で損傷した
筋肉を修復するアミノ酸の摂取②疲労回復のためのエネルギー源となる炭水化
物の摂取③消化吸収の良い食材の使用を考慮しました。牛肉、枝豆にはタンパ
ク質、米は消化吸収がよい炭水化物がしっかり摂取できます。④抗酸化作用が
強く欠乏すると運動機能が低下するビタミンCはパプリカで、⑤鉄分は牛肉に含
まれます。⑥ミネラル補給はカリウム、マグネシウムなどが豊富な木耳で補い
ます。⑦寿司飯の酢はさっぱりとして味覚を刺激し食欲を増進させ、食中毒予
防になります。調理の工夫として①ムスリムのアスリートも食べられるように
牛肉の味付けは砂糖、醤油、生姜汁を使用、酒と味醂は使用していません。パ
プリカは予め合せ酢につけて使用するので加熱によるビタミン破壊の心配はあ
りません。

＜牛肉と枝豆の五輪寿司＞
牛肉300g、ゆで枝豆100g、赤・黄パプリカ各50g、
乾燥木耳10g、合せ酢100cc、砂糖大さじ4、生姜汁大さじ4、
醤油大さじ2、18-11-6.5cm型＝４個分

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

卓球の石川佳純選手：隣県出身の彼女がメガネをかけた十代の頃からずっと見
ています。日本女子卓球界を牽引する選手に成長し年齢、実力ともに脂ののっ
た石川選手の活躍を親戚のおばちゃん的な心境で応援しています。

アスリートへの応援メッセージ

どんな状況でも結果を残すために極限まで自分を追い込み練習に励むアス
リートの皆さん。皆さんのひたむきな姿に自分もまだまだ頑張れるという気
持ちになります。選手としての時間を思う存分に楽しんでください。

Y･Hさん 作品



コンセプトの実現／エピソード

ポテトサラダに見えますが、じゃがいもは使わず、おからを使ったサラダで
す。だまされたと思って食べてみていただきたいです。 おからは日本食の
「豆腐」を作る際にできるもので、食物繊維も豊富な食材です。隠れた食材
をお披露目したいです。

調理時のひと工夫

おから自体は味が薄いので、味付けの足し算が楽しいです。 野菜はきゅうり、
ピーマン、パプリカ（赤・黄）、紫玉ねぎと彩も豊かに。（ゴーヤも入れたい
ところですが癖が強いので控えました） たんぱく源として、ハム、魚肉ソー
セージ、ゆで卵をたっぷり。 肝心の味付けは、塩コショウ、砂糖少々、コー
ヒー用粉末ミルク少々、基本のマヨネーズたっぷり。 ヘルシーでたんぱく質も
しっかりとっていただけると思います。

ポテトサラダに見えますが、
おからサラダです。

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

楢崎智亜選手。 鍛え抜かれた身体を維持するために、食事も工夫されていると
思います。活躍も素晴らしく、同郷でもあり、応援しています。

アスリートへの応援メッセージ

日本の選手の皆様、外国の選手の皆様、これまでの努力の成果を存分に発揮
されますよう応援いたします。日本中で精いっぱいのおもてなしをしたいで
す。 東京以外の地方の街にもお出かけいただいてお気に入りを見つけてほ
しいです。

横田 淳子さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

普段からトレーナーとし活動していて、私の周りのボディメイク してる方
はもちろんアスリートの方は 中々甘いものを食べる機会が無いので リフ
レッシュメニューとしプロテイン豊富のジェラートを 食べてほしいと思い
作りました。

調理時のひと工夫

東北の被災地全体の野菜を使用し、日本食材の米と味噌を使い 高たんぱく質は
もちろん、栄養バランス、アミノ酸、発酵食品、 無添加、食物繊維、無脂肪、
ギリシャヨーグルトを使用し 混ぜるだけで簡単に作れ、アスリートの方でも気
にせずに 甘いものを食べれるジェラートを作りました。

米と味噌のジェラート
東北野菜チップス添え

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

柔道 阿部詩選手 オリンピック期間のリフレッシュのひと時に食べて頂きたい
です。

アスリートへの応援メッセージ

地元関西で親近感があるので、阿部詩選手の活躍応援しています。

S･Oさん 作品



コンセプトの実現／エピソード

みんなで食べても、1人で食べてもとってもおいしい豚汁です。とってもた
くさんの具が入っていて、1回の食事で完璧な栄養が取れる豚汁。食材の一
つ一つに思いがつまっていて、一口ごとに元気が貰えます。 私は、運動会
や部活の大事な試合の前日には、必ずこの元気モリモリ豚汁を食べてたくさ
んの元気を貰っています。オリンピックで活躍する世界のアスリートの皆様
にも、たくさんの「元気」を届けたくてこのメニューを応募します。

調理時のひと工夫

味の決め手に「ほんだし」を使うことで手軽に消化吸収を助け、食欲のスイッ
チを入れるうまみの効いた汁ものを作ることができます。 また、たんぱく質や
ビタミンをしっかり摂るために具だくさんに仕上げました。

野菜たっぷり、体コンディショニング
元気モリモリ豚汁

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

水泳・瀬戸大也選手。 笑顔が素敵な瀬戸選手が、より笑顔になって、400mメ
ドレー、200mバタフライ共に金メダルを獲って欲しいです！ ソフトボール・
上野選手 私も部活でソフトボールをやっており、憧れの選手です。

アスリートへの応援メッセージ

一口一口に愛情がこもった絶対に元気が出る豚汁です。 皆様の熱の入った
プレーを期待しています。

砂山 亜瑚さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

私は三重県鳥羽市の沖にある答志島の和具浦という漁村の出身です。 両親
も祖父母も一家全員でワカメ養殖業をしており、私も子供のころから手伝い
をしてきました。 私はテレビドラマ「高校生レストラン」のモデルとなっ
た三重県立相可高等学校の食物調理科を、今年３月に卒業し、現在は地元の
鳥羽市内のホテルで調理関係の仕事をしています。高校３年生のときに全国
漁業協同組合連合会主催の「第１９回シーフード料理コンクール」に応募し、
最高賞の農林水産大臣賞を受賞しました。 応募の理由は、父から私に、和
具浦のワカメが「世界初のエコラベル（マリン・エコラベル・ジャパン）」
を７月２６日付で取得し、オリ・パラ大会選手村の食材調達基準を満たすこ
とになったので、ぜひ応募したらどうかと電話があったためです。 もし採
択されたら、私を育ててくれた両親だけでなく、和具浦の漁師の皆さんにも
恩返しができます。また、和具浦には都会の高齢者が、ボランティアでワカ
メ作業のお手伝いにこられており、その方々も大変喜んでくれると思います。
栄養豊富な伊勢湾で育った美味しいワカメを召し上がって、元気を付けてい
ただきたいと思います。

調理時のひと工夫

アスリートの方達や海外の人達に食べていただきたく人気のある寿司にしたい
なと思い、一口で食べられる手まり寿司にしました。寿司の具は人それぞれの
好みがあるので、五種類作りました。なので、それぞれの味が楽しめる一品に
仕上げました。普段海苔であるところにワカメを使って醤油につけるところを
酢味噌にしました。ワカメの中身のシャリは刻んだワカメとゴマがはいってお
り、香りも大切にしています。 食物繊維もばっちりなワカメを使っているので、
お腹にとどまることなく消化にとてもいいです。牛肉やエビや卵や鮭で良質な
たんぱく質がとれて、椎茸ではビタミンもとれます。

地元でとれたワカメで消化もばっち
り！ 五種のワカメの手まり寿司

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

小さい頃から練習していたバドミントンでの注目されている 桃田賢斗 選手 奥
原希望 選手 園田啓悟／嘉村健士ペア 松本麻佑／永原和可那ペア 福島由紀／廣
田彩花ペア 渡辺勇大／東野有紗ペア の人達に食べていただきたいです！

アスリートへの応援メッセージ

地元でとれたワカメで消化もばっちり！ 五種のワカメの手まり寿司 を食べ
て全てのアスリートの方達や海外の人達に食べていただき、体の調子を万全
にして、全力に立ち向かって金メダルを目指して頑張ってほしいです！

山本 純輝さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

野球少年だった小学生の夏に母が焼肉の余りでスタミナ肉おにぎりをお弁当に作って
くれたのを思い出し、それをヒントに試行錯誤を重ねメニューに致しました。体力の
消耗が激しい夏季開催のオリンピックに合わせ、ビタミンb1や良質なタンパク質で疲
労回復に効果がある豚肉を使い、体にこもった熱を取る作用のあるゴーヤを合わせま
した。 温かいお料理ではないので生姜やにんにく、ゆず七味を使い新陳代謝を高め体
を温めるよう工夫をし、酢飯にはクエン酸のあるカリカリ梅、胃腸を整え食欲増進が
期待できる大葉を加え、気持ちの停滞感など巡りに効果のある三つ葉で内面に働きか
けるようもう一工夫。 沢山のごちそうが並ぶのかな？と思い１コのサイズ感を小さ目
にし手に取りやすくしたので手軽に食べ、心身とも癒せる家庭の、母の、どこかほっ
とする陽だまりのようなおにぎりになれたらなと思いを込めました。 また、地元が埼
玉なので埼玉県産のイモブタを使ったのも一つのこだわりで、少しでも地域の物が広
まればと願いを込めました。 野球少年だった当時は、(おにぎりにお肉っ♪)と、嬉し
かったのをよく覚えています。

調理時のひと工夫

豚肉は冷めても美味しいイモブタのバラ肉を細かく包丁で切った物を使い、アクセント野
菜のゴーヤ、しし唐、長ネギの青い部分を粗目のみじん切りにしたものを豚肉とフライパ
ンで炒めていきます。 麹の多い甘めの米味噌、みりん、酒を1対1対１で合わせ黒砂糖
(粉)で甘味を出し、山椒で風味を、生姜や大蒜でパンチを出した合わせダレを炒めた具材
と合わせ煮詰め冷まし、仕上げに長ネギのみじん切り、いりごまを加え、生のレモン汁と
ゆず七味を入れ風味や辛味みを調え完成です。味が馴染むよう一晩寝かせるのも〇 お米
は、白米に麦をプラスし炊き上げ、カリカリ梅、大葉、三つ葉をみじん切りにしたものを
加え作った酢飯を用意し冷めても食べやすく工夫を。 小さめにしっかりと握った酢飯の
表面にくぼみを作り肉味噌を塗りつけ海苔を巻き付けて完成です。 限られた時間の中で
最高のパフォーマンスを出せるよう、色んな話し合いがあると思うので、片手間にとそっ
と寄り添え、ファミリー感のある素朴な支えになれれば嬉しく思います。

〜おばぁ飯〜いもぶた肉味噌の
梅しそ酢飯おにぎり

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

料理の着想が、野球のお弁当に母が作ってくれた肉おにぎりなので個人ではな
いのですが、ぜひSAMURAI JAPANの選手の皆様に食べて頂きたいです。 小学
生の頃はよく父と観戦に行き、(大きくなったら野球選手になるんだ！)と夢を
見ていたので、自分が考えたお料理を食べて世界と戦う選手達を想像したら、
もうワクワクが止まらないです。 あの頃の夢や希望に、おにぎりと言う形で少
しでもかかわれたのなら本望と思います。

アスリートへの応援メッセージ

日本の夏は少し湿度が高く、過ごしにくい日もあるかと思いますが、暑さに
負けず最高のパフォーマンスが発揮できればと応援しています！ また、パ
フォーマンスの結果が綺麗に輝く一番星になるよう心からのファイト！を。

藤生 浩佑さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

応募は、今年出張先の奄美大島で食べた鶏飯の美味しさが忘れられず、まずはこの美
味しさを日本に来る世界各国のアスリートに食べていただき、パワーをつけ、思い残
すことのないよう、元気にプレーしていただきたい！と単純に思ったのがきっかけで
す。日本人の私も今回初めて食べたのですが、小さな日本とはいえ、我が国にはさま
ざまな郷土料理があり、歴史と文化があり、その地域を下支えしているのだと改めて
思いました。 今回の鶏飯の提案として、中に入れる具材は、各地の特産物で揃えられ
たら素晴らしいです。鶏肉と鶏卵は、秋田の比内地鶏や愛知の名古屋コーチン、どん
こは大分や島根、しょうがは高知、陳皮（ミカンを乾燥させたもの）は和歌山や愛媛、
米は新潟や北海道、あさつきは山形や福島、はと麦は富山、そして、トッピングの刻
み海苔は佐賀有明。佐賀県はつい先日のゲリラ豪雨で浸水被害が多かったようですが、
復興のお手伝いになるようだと幸いです。 ぜひ自分の体調に合わせてトッピングし
（下記のひと工夫を参照ください）、仲間とワイワイいいながら、アスリートオリジ
ナルの鶏飯を作り、辛い練習も食で忘れられるよう、楽しんで食べてほしいです。

調理時のひと工夫

・薬膳的な分析として、元気をつける椎茸、身体を温めて消化機能を整える鶏肉、身体に
必要な潤いを補い、滋養をつける鶏卵、胃腸の調子を整え、痰をとる陳皮、発汗作用でカ
ゼの邪気を発散するネギ・生姜が入っていて、全体でアスリートの体力の底上げをし、夏
バテに負けない身体を作り、夏カゼ予防の効能がたっぷり詰まっています。 ・プラスし
て、とても蒸し暑い日本の夏の、余分な湿気をとる対策として、利尿や健胃作用のあるは
と麦ごはんが具材の下に入ります。・茹でた鶏と、干し椎茸のダブル出汁を上からかけ
ますが、和食の旨味である「だし」と、昔から食べられている「お茶漬け」の食文化を体
験していただくことも目的です。 ・消化もよく、色どりも食欲をそそり、朝、間食、夜
食、などさまざまなシーンで頂けます。 ・出し方としては、最初から盛り付けて丼にす
る方法と、自分でトッピングする方法があります。食べ方がわからない場合は丼でもいい
ですが、自分でトッピングする方法の良さとしては、「身体を温めたいから鶏肉多め！」
「カゼ対策が一番だからネギや生姜多めにしよう♪」などと、自分の体調に合った食材を
カスタマイズできるところです。

気力体力アップとむくみ防止に！
薬膳鶏飯

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

競泳の池江璃花子さんです！水泳は水中で行うこともあり、かなり身体が冷え
ます。鶏飯は身体を温め、胃腸を丈夫にしたり、免疫力アップにもつながりま
す。「どれの具材が好き〜？」など話しながら、一緒に食べてみたいです！

アスリートへの応援メッセージ

どんなふうに戦っても、どんな結果になっても、応援しています！いつも頑
張っているのはわかっていますから♪

一般社団法人薬膳コンシェルジュ協会
杏仁 美友さん 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



コンセプトの実現／エピソード

真ん中の鮭(魚)を、豚肉、牛肉、鶏肉が囲み、更に信州レタス(野菜)やキノ
コも入れて、いろんな食材で作ります。 オリンピック・パラリンピックと
いう様々な人種や民族が一つに、世界平和を願ったスープです。 僕が住ん
でいる長野県の名産品であるレタスやシメジも使って、メイン食材(肉や魚)
を引き立たせることをイメージしました。

調理時のひと工夫

人種や民族を超えて「みんなが一つに」というコンセプトで牛、鶏、豚、魚、
野菜、キノコと全ての食材を使って作りました。食材がバラバラでも、味がバ
ラバラにならないように 顆粒の和風だし(ほんだし)で味を整えたので、大変お
いしく食べて頂けると思います。 野菜類は食べやすいように細かく切っている
のもポイントです。

野菜もお肉もお魚も。
世界を一つに、みんなで楽しむ
エネルギー満点スープ

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

卓球選手の伊藤美誠選手 小さい体で世界で活躍する伊藤選手は、体の小さい僕
にとっても憧れの選手です。

アスリートへの応援メッセージ

オリンピック・パラリンピックに出場する世界中のアスリートが、国境を越
えて一つになることを夢見て、僕も全力で応援します！！

西村 峻さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

生地には味付けをしないで、お好みでソースや調味料を自分好みで選択して
食べてほしい。国内選手は自国開催のプレッシャーがあり、海外の選手は異
国の地での環境変化があり、選手の皆さんは誰もが緊張の連続だと思うので、
みんなで、わいわいがやがやと、好きな味付けで楽しんでほしい。日本の定
番のお好みソース＆マヨネーズにもぜひ挑戦してもらいたいし、ワサビ醤油、
ケチャップ＆チーズ、塩コショウ、チリソース、選手持参のマイ調味料、味
は無限大。

調理時のひと工夫

栄養満点でヘルシー。競技会場がある県の特産物を使用。日本伝統食品の鰹節
は宮城県産、豆腐、茨木県産の夏のネギ、この3品は多めに入れる。千葉県、埼
玉県産のキャベツは食感をだすために大きめの角切りにし、粉は少なめ、つな
ぎには卵、そして水は入れずに生地の調整は牛乳を使用。ウインナーソーセー
ジを輪切りにして、五輪マークのようにならべても楽しい。ハラルフードにも
対応できる。

お好みで焼き
一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

柔道の大野将平選手。柔道のスタイルや試合後のインタビューなど、真面目で
誠実な人柄がでている。そのうえ、柔道は日本発祥のスポーツであり、1964年
の東京オリンピックから正式種目となって、今回自国開催という事で、かなり
のプレッシャーを背負っていると思う。お好みで焼きを、大野選手が好きな味
付けをして、みんなで、わいわいがやがやと、リフレッシュして楽しんで食べ
てほしい。

アスリートへの応援メッセージ

選手の皆さんが自分の力を出しきった試合会場に、数年後、また訪れたいと
思ってもらえるような素敵な応援をしたいと思います。皆さん頑張ってくだ
さい！

杉山 道子さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

日本の味を伝えたいと考えたら、今回のひっつみ汁が思い浮かびました。
ひっつみとはすいとんのことで、岩手県や青森県周辺の郷土料理として知ら
れています。鶏もも肉でタンパク質、きのこ・ごぼうで食物繊維をとり、さ
らに大根・人参・南瓜などの野菜から様々なビタミンをとることができて、
栄養や彩りがあり、日本料理の良さがさらに伝わると思います！

調理時のひと工夫

すいとん、野菜、鶏もも肉、きのこなど、この1品に多くの栄養が含まれていま
す。具材を最初に少し炒めることによって、コクが生まれて食べ応えが十分で
す！今回は特にかぼちゃを多く入れました。理由はビタミンA・C・Eが豊富に
含まれていて、目や歯、骨などの健康を保つ働きをしてくれるからです。加え
て、食材は地元の野菜を使い、地産地消を意識しました。

日本の家庭の味！岩手のひっつみ汁
一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

「野球:大谷翔平選手」日本ならではの出汁としょうゆと野菜を使った料理を食
べて体を整えて、ホームランを打ってほしい！

アスリートへの応援メッセージ

金メダルを取れるように頑張って下さい！応援してます！！

Y･Mさん 作品



コンセプトの実現／エピソード

始めに少し食べ、気に入ればたっぷりと食べて下さい。 代表者である私の家には、昔から、人が
集まるときに出される料理の数々がありました。その中でも、食卓に華を添える彩りで、主食であ
る米の料理であった五目寿司は、特別なものでした。日本の和食文化は、各地域に根ざす郷土料理
だけでなく各家庭の家庭料理があり、五目寿司は後者の代表格だと思います。途絶えてしまうと伝
承できなくなってしまうため、我が家（家系）でもその継承には特に注意を払ってきており、私自
身も40回以上作って、その作り方を身に付けてきました。美味しい食事によって、皆が集まる場
が盛り上がり、素晴らしい親戚関係を築けています。美味しさの秘訣はだしにあり、昆布、干椎茸
（どんこ）、ベビー帆立、鰹節から取っています。今までも、そしてこれからも、受け継いでいき
たい家庭の味だと思います。 メニュー選定に当たっては、海外の方の食の嗜好にも留意し、一般
的に白飯よりも混ぜ御飯が好まれることや、お寿司が好きな人のために、生魚でなくてもお寿司が
提供できることも、選んだ理由となっております。

調理時のひと工夫

ビタミンB1とミネラル（マグネシウム、カリウム）、糖質を多く含み、脂肪の少ない食事となるよう
アレンジしました。自分自身がフルマラソンを10回以上完走した経験も踏まえ、競技当日や直前は選
手独自の食事であると想定し、最も摂取内容に気を付ける競技間近（2日前〜前日）に焦点を当てまし
た。また競技後にも適した仕上がりとしました。具材のうち食物繊維を含むものは少なめとし、筋に
対して直角になるよう包丁を入れ、薄くスライスすることで繊維を裁断し、消化を助けます。かつ少
ない具材を見た目では多く見せ酢飯の見栄えを良くしました。東京産の煮穴子でミネラルやたんぱく
質、ビタミンB1の補給も期待できます。具材は甘辛く煮込んで酢飯と混ぜ合わせ、単独で食べても美
味しく、他の惣菜と合わせて食べても美味しい加減の味付けに仕上げております。 トッピングは、選
手ご自分で量を調整可能とすれば、錦糸卵や海老によりビタミンB1とたんぱく質の追加補給や、苦手
な食材の減量ができると考えました。

章子おばちゃんのハレノヒ五目寿司 一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

サッカーで、FCバルセロナ所属の選手。テニスで、錦織圭選手。FCバルセロナでの寿司の消費量が多
いと聞いたことがあります。握り寿司が、手軽につまめることが理由のようですが、まずは和食に対
して抵抗が無い選手にぜひ食べていただきたいです。同胞や、同じ国籍の選手が食べている姿を見て、
私も食べようという気持ちになる人もいるので、よき宣伝役になって欲しいと思います。試合が近い
ときには、未知の食事への警戒心は高くなると思いますが、何か些細なきっかけからでも、和食へ箸
を伸ばすことができていければと思っています。また、私はテニスが好きで、錦織選手の活躍を
ニュースで聞きながら、よく応援をしています。同選手は、日本人選手として海外での知名度が高く、
戦績も素晴らしいと思っており、一緒に食べる機会を得られたら幸甚です。

アスリートへの応援メッセージ

これまで準備してきた全てを出し切って、納得のいく試技、表現、成果が得られるよう、心より
お祈り申し上げます。 私のこれまでの僅かなスポーツ経験からの意見で失礼ですが、選手は選手
人生の中のどこかで良い成績が出せれば良いわけでなく、大きな大会に照準を合わせる必要があ
り、そのコントロールをすることはとても大変だと感じています。調子の波に依らず、「最低で
も金」といった言葉に象徴される横綱相撲を取れるような実力を付けて臨むことは、もっと大変
だと思います。それだけに、五輪で自己ベストを出すことには価値があり、金メダルとなればそ
の価値は非常に高いと思いますので、ぜひ適切な食事のもと、万全の準備をして競技に臨んでい
ただきたいと思っております。 本メニューは、彩り豊かに仕上げられる点にも着目し、五輪の5
色で仕上げるべく、トッピングは錦糸卵、海苔、絹さや、海老で4色用意し、食材で表現し難い青
色は、青い器で用意しました。ビビッドな色合いは外国人に好まれますし、五輪の5色で高揚感が
上がるよう仕上げましたのが、私達から選手皆さんへのエールです。

NKA 野口 裕さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

メニュー名にもありますように、日本へ来た世界中の人へ日本のお正月が楽しめたら
と思い、応募しました。鶏肉(ひき肉)は岩手県、玉ねぎと付け合わせに使用する人参
は北海道、生姜は熊本県、青のりと付け合わせに使用する人参をだしでとる昆布は福
島県、卵は東京都の食材を調達します。東日本大震災から地震や災害が多く、復興が
遅れている地域もありますが、被災地の食材を使用することで復興支援のお手伝いが
できたらと思いました。開催都市の東京都で、養鶏場から卵を調達することで新鮮さ
をアピールできます。 日本の頑張っている姿を世界中の人に食べてもらいたい松風焼
きです。

調理時のひと工夫

鶏肉(ひき肉)の臭みをとるために生姜をすりおろし、食べたときに生姜の風味が広がりま
す。 日本伝統調味料「みそ」を使用することで、やわらかさを表現します。 白みそには、
イライラを静めて、アミノ酸の一種「GABA」が多く含まれているので、リラックス効果
が期待できます。 平常心で挑んでいると思いますが、松風焼きを食べて最高のパフォー
マンスを期待しています。パラリンピック選手でもハンバーグよりやわらかいので、ス
プーンで切って食べられます。箸を器用に使える方もいれば、ナイフやフォーク、手で
も食べることができます。 みんなで食べてもらえたら幸いです。

少し早いお正月 〜松風焼き〜
一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

ソフトボールの上野由岐子投手です。学生時代にソフトボールしていました。
上手くはありませんが、楽しかったです。 全治3カ月のケガから復帰して、人
一倍の「努力家」であり、最後まで諦めないメンタルが頼もしいです。 開催国
日本で復活したソフトボール。2連覇できることを期待しています。 もし願い
が叶うのであれば、松風焼きを一緒に食べて、キャッチボールしたいです。

アスリートへの応援メッセージ

今日の日のために、練習に練習を重ねてきたアスリートの皆さん、最後まで
諦めず自分の力を発揮して最高の演技を期待しています。 たんぱく質が多
い鶏ひき肉を使用していて、胸焼け等もないのでぜひ松風焼きを食べて頑
張って下さい。

クッキングアスリートさん 作品



コンセプトの実現／エピソード

日本には、たくさんの素晴らしい酒蔵があります。災害からの復興に向かっている福
島や北海道、広島…もそのひとつです。アスリートの皆さまにも、日本のおいしいお
酒を味わっていただきたいところですが、競技期間中はぐっと我慢、でしょうか。 そ
んな時に思いついたのが、「飲む点滴」と呼ばれるほど栄養価の高い、米糀からでき
た『甘酒』です。東京の暑さが心配される大会期間中。 心身の疲労回復に効くフ
ルーツと共に、ひんやりと口あたりの良いシャーベットにしてみました。 サポートを
行っているスポーツチームの練習後の補食や、家族での食後のデザートにも好評です。
選手村で、日本の『甘酒』を味わいつつ、リラックスして明日へのパワーを導いてほ
しいと思い、応募させていただきました。

調理時のひと工夫

暑い夏においしくリフレッシュしてもらえるよう、効率よくエネルギー補給して、熱中症
や夏バテ予防になる『甘酒』をシャーベットにしました。 そこにプラスするフルーツも、
免疫力キープのビタミンCや抗酸化作用のあるビタミンEをはじめビタミン・ミネラルが
豊富な二種類のキウイ(ゴールデンは潰して、グリーンは細かくカット)と、糖質からエネ
ルギー補給ができて、ビタミンB群やC、セルトニンなど、こちらも疲労回復&リラックス
効果が期待できる栄養素がたくさん詰まったバナナ(カットして潰す)を入れました。レ
モン果汁を少しプラスすることで、甘酒のクセが和らぎます。 調理法と言っても、切っ
て、潰して、ヒタヒタに『甘酒』を注いで、時々混ぜ合わせながら凍らせるだけ！という
簡単さ。また、いつでも気軽に手に入る食材を使うことで、アスリート本人はもちろん、
サポートされる方にも負担にならず楽しい食卓であってほしいという願いも込めてレシピ
を考えました。

日本の夏に負けない！ 心身ともにリフレッシュ
『甘酒とフルーツの疲労回復シャーベット』 一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

野球 侍ジャパン 筒香嘉智選手。 野球は、予選リーグから決勝トーナメントま
で長期間の連戦となるので、疲労回復がひとつのポイントだと思います。 『甘
酒とフルーツの疲労回復シャーベット』を食べていただき、心身ともリフレッ
シュ&疲労回復していただいて、一戦一戦力を発揮して金メダルを目指してくだ
さい。 そして、野球をしているこどもやこれから始めようと思っているこども
たちに、ワクワクドキドキときめく時間にしてあげてください。 横浜スタジア
ムで、応援できることを楽しみしております。

アスリートへの応援メッセージ

『甘酒とフルーツの疲労回復シャーベット』を食べて、選手村でリラックス
してください。 睡眠もしっかりとっていただいて、明日への活力を補充し
てください。 アスリートの皆さまが、頑張ってきた100パーセントの力を
出しきれますように！ 心より応援しております。

田代 雅子さん 作品


